
【隔月発行・無料】ご自由にお持ちください。ご家族・お友達にもどうぞ！ 
第６０号 

 

*受付時間 火～土曜日 ９:00～1７:00    

*TEL/FAX 045-663-0676 

＊住所  〒231-0013  

    横浜市中区住吉町1-12-1 belle横浜3階 TEL/FAX 045－663－9715 

＊開館時間  10：00～16：00     ＊休館日  日曜日・月曜日・年末年始 

＊利用料     無料 ※初回のみ登録が必要（登録カード発行） 

＊対 象     未就学児(主に０～３歳児)のお子様と保護者･妊婦とその家族 

                 子育てに関わるボランティア    

＊HP http://www.nonbirinco.com/  

 

 
 ＊アクセス＊  

 JR関内駅南口 徒歩４分 

横浜市営地下鉄関内駅出口１ 徒歩４分 

      (出口１にエレベーターがあります) 

市営バス「市庁前」 徒歩３分 

  ※駐車場・駐輪場はありません。 

   公共の交通機関をご利用ください。 

  

 

 

中区すくすくモバイルは、もう登録されましたか？ 

イベント情報や地域の遊び場、栄養士のおはなし、中区内のイベント情報などタイム

リーな子育て情報が満載！右のＱＲコードを読み取っていただければすぐに利用可能で

す。ぜひご登録ください！！毎週木曜日に定期配信をしています。 

携帯メール会員募集中！！ 
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発行：横浜市中区地域 

子育て支援拠点 

のんびりんこ 

*受付時間 火～土曜日 10:00～16:00   

*TEL 045-228-8330 

 FAX 045-663-9715 

発行日 

平成２８年10月１日 
 

（平成2８年度 第4号） 

 

※認可外保育所・横浜保育室は申請書の配布場所・時期、提出先は各園となります。 

 上記の表とは異なりますのでご注意ください。 
※詳細は願書・申込書（保育所入所のしおり）をご覧ください。 

※保育所入所に関しては横浜市こども青少年局のホームページ(ヨコハマはぴねすぽっと)  

 (http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/unei/kosodate/)をご参照ください。 

  幼 稚 園 保 育 所 

施設の違いについて 

●学校教育法に基づく教育施設 

●3歳～就学前まで（2歳児クラス） 

●申込みの要件は必要なし 

※横浜市預かり保育利用の場合は 

要件必要 

●児童福祉法に基づく福祉施設 

●0歳～就学前まで(1歳からの園もあり） 

●申込みの要件が必要 

(就労・疾病・求職中など) 

  

願書(申込書)の配布 

10月15日（土）から 

        園にて願書配布 

  

10月14日（金）から申込書配布 

→区役所･行政サービスコーナー･保育所 

などにて配布(のんびりんこでも配布) 

※雇用証明書は10月4日から配布 

願書(申込書)の提出先 園に直接提出 

●認可保育園、小規模・家庭的保育所、 

 事業所内保育所、認可乳児保育所 

→居住区の区役所 

●認可外保育所、横浜保育室 

→園に直接提出 

願書(申込書)の提出期限 

11月1日（火） 

※申込書(願書)提出後に面接あり 

※日程に関しては各園に要確認 

郵送:10月中旬～11月上旬予定(中区在住)

※原則郵送(締切日消印有効) 

※郵送に間に合わなかった場合、窓口にて 

提出可(11月中旬予定) 

合同説明会について 
終了 

※園の詳細は各園に要確認 

H28年10月19日(水) 

        10:30～＠開港記念会館 

※園の詳細は各園に要確認 

その他： 

申込書の提出までに 

すべきこと 

●園の見学 

●園の見学 

●横浜保育室や認可外保育施設等の 

代替手段の確保 

 秋は幼稚園・保育所等の願書（申請書）提出の時期となります。来年度４月入園を考

えている方は準備の時期となりますのでそれぞれの日程を確認しておきたいですね。下

の表をご参照ください。また、幼稚園・保育所等へ必ず見学に行きましょう。パンフ

レットやホームページでわからない雰囲気や施設の詳細、先生たちの関わり、昼食、登

園風景などチェックポイントはたくさんあり、何を大切にしたいかは保護者の方次第で

す。子どもたちが多くの時間を過ごす場所として各ご家庭にとって良い園が見つけられ

ると良いですね。 

 空が澄み、お月さまの美しい季節になりました。幼い子どもにとってお月さまは特別な存在の

ようです。まだ言葉が出なくても月を指さして「あ、あ！」と言ったり、大人が「お月さま、き

れいだね」というと同じ言葉を繰り返したりします。自分が歩くと「お月さまがついてくる」と

うれしく思う子どもたち。この絵本はシンプルで絵を見ながらおはなしがよくわかります。まん

まる笑顔のお月さまの絵は赤ちゃんが大好き、６か月くらいの赤ちゃんが並んでこの絵本を聞い

てくれたことがありました。裏表紙を見て、お月さまと同じ顔をした赤ちゃんがいました。３０

年まえに出た絵本ですが、絵本と暮らしがぴったりと寄り添い、豊かになるような絵本です。  

林明子 作  福音館書店  （ことりの会 賀谷恭子より寄稿） 

ヘルスメイトからのおたより その９ 

元気なからだは毎日の食事から ～1日3食しっかり食べよう～ 
 

実りの秋は、たくさんの秋野菜が店先に並びます。旬の時期の野菜はおいしいし、栄養もたっぷり。日頃、野菜を食

べないお子さんも、地域の食育活動でうまみたっぷりのスープ（昆布やかつお節でとっただし汁に季節の野菜を煮込ん

だもの）を紹介すると、美味しそうに食べる姿をよく見かけます。煮たり焼いたり炒めたり、いろいろ調理して、大人

は１日３５０ｇ、お子さんはその３分の２くらいを目標に、野菜をおいしく食べましょう。 

また、絵本を通して野菜を身近に感じてもらうのもおすすめです。 

『いっぱい やさいさん』『やさいの おなか』『ぐりとぐらとすみれちゃん』などの絵本は、大人にも野菜の新たな

魅力を教えてくれます。食材が出てくるお話はたくさんあるので、ぜひお子さんと一緒に読んでみませんか？例えば

『おおきなかぶ』を読んだら、かぶを使ったスープはいかがでしょう。 

かぶのスープ  調理時間：1５分 

【材料】２人分（１人分 熱量：５８kcal 塩分：０．６ｇ）   

  ・かぶ…２個(２００ｇ) ・かぶの茎と葉…１個分 ・たまねぎ…１/４個(５０ｇ) ・にんにく…１片 

  ・固形スープ…１/２個 ・水…カップ１と１/２(３００ｍｌ)  ・バター…５ｇ  ・塩・コショウ…少々 

【作り方】 

①かぶはよく洗って皮ごと厚めのいちょう切りに、かぶの葉と茎は粗みじん切りにする。 

②たまねぎとにんにくはみじん切りにする。 

③鍋にバターを溶かし、②を弱火で炒める。 

 香りが出てきたら、①を加えてさらに油が全体に回るまで炒める。 

④固形スープと水を加え、弱火でおよそ１５分煮る。 

 かぶがやわらかくなったら、木べらでつぶしながら５分ほど煮る。 

 後に塩・コショウで味を調える。 

【ポイント】 

 ＊かぶがくずれるまで煮るので、皮はむかず、丸ごといただきます。 

 ＊かぶの形が少し残っていますが、ポタージュスープのような仕上がりです。 

牛乳や生クリームを入れると、また違ったおいしさが味わえます。 

絵本画像：EhonNaviより 
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みんなでお誕生月の子をお祝いしましょう！ 

｢かざぐるまの会｣によるお楽しみもあります☆ 

お誕生月でない子も参加できます。 

おたんじょうび会 

10/13・11/10(木)11:00～11:30 

のんびりんこで沐浴体験! 第3回 

11/19(土) 13:00～14:30 

※ お問い合わせはのんびりんこ（045-663-9715）まで 

休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

すくすく親子Room 

10/1(土)  11:00～12:00 

 「子どもをあずけるって…」    

  ～保育園・幼稚園との関わり方～ 

11/5(土)11:00～12:00 

 「子どものあそびって…」 

  ～のびのび遊ぼう!～ 

月齢に適した親子運動遊び。講師による子育て

ミニ講座や育児座談会などを行います。 

 対象：0～2歳児 

 ※就労しているママ、パパの参加も大歓迎♪  

 持ち物：運動しやすい服装、飲み物 

 定員：15組 ※当日直接お越しください。 

 講師：小峯 弘子 

  （乳幼児運動指導・子育てアドバイザー） 

子育て応援ボランティア説明会 

10/19(水)･11/22(火)14:00～15:00 

地域での子育てをちょっとお手伝いしてみませ

んか？ボランティアに興味のある方は説明会に

ご参加ください。 

対象:中区在住の20歳以上の方 

※予約開始日・申込方法等、確認してね♪ 

お誕生日会 

子育て応援 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ説明会 

いろんな国の言葉 

であそぼう 

 

助産師相談 

★のんびりんこ今後のスケジュール★ 

※ 予定は変更になる場合があります。ご了承ください。 

対象：これからパパ・ママになる中区在住の方 

定員：10組（妊娠20週以上の方）  

申込：10/18(火)10:00～  

   来館又は電話にて受付け開始 

＊年5回の実施を予定しています。 

＊終了後お時間のある方はのんびりんこの見学 

 もできます。 

すくすく親子 

Room 

 

いろんな国のことばであそぼう 

横浜子育てサポートシステム 

入会説明会 

10/12(水)・10/28(金) 

11/12(土)・11/30(水)  10:30～11:30 

*出張説明会  

   10/18(火)麦田地域ケアプラザ 

   11/22(火)本牧和田地域ケアプラザ 

子どもを預かって欲しい人(利用会員)と、子ど

もを預かれる人(提供会員)が会員登録し、子育

てをサポートします。まずは入会説明会にご参

加ください。 

定員：15人 電話にてお申し込みください。 

問合せ・申込み：横浜子育てサポートシステム 

    中区支部事務局☎045-663-0676 

10/11・11/8(火)  

     10:30～11:30 

世界には英語以外に色々なことばがあります。

簡単な手遊びやゲームで世界のことばに触れて

みませんか?申込先はのんびりんこにお問合わ

せください。 

【共催】ﾋｯﾎﾟﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ 

にほんごで 

   あそぼう！ 

にほんごであそぼう！ 

10/6・11/10(木)14:00～15:00 

外国語を母語とする親子に、季節感のあるう

たや手遊びを紹介します。楽しみながら、日

本の文化や風習にふれましょう♪ 

横浜子育てｻﾎﾟｰﾄ 

 ｼｽﾃﾑ入会説明会 

休館日 

双子フリマ 

@横浜中央YMCA 

おはなしの時間 

11/24（木） 11:00～／11:40～  

｢ことりの会｣によるわらべうたと絵本の読み聞か

せ。お子さまと楽しいひと時を過ごしましょう。 

あかちゃんと一緒に

おしゃべりタイム 

 

栄養士相談 

あかちゃんと一緒に

おしゃべりタイム 

 

あかちゃんと一緒に 

     おしゃべりタイム 

10/22(土)･11/11(金)11:00～11:30 

10/11(火)･11/24(木)14:00～14:30 

赤ちゃんのママ・パパ集まれ～！！楽しい手遊 

びやお楽しみの後、参加者同士で交流します♪ 

対象：２ヵ月～１歳未満の親子 

カウンセラーによる 

気軽な相談 

横浜子育て 

ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ入会説明会 
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休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

おはなしの時間 

カウンセラーによる 

気軽な相談 

「ひろば」での気軽な相談 

休館日 

横浜子育てｻﾎﾟｰﾄ 

 ｼｽﾃﾑ入会説明会 

10/19（水）10：00～11：30 

  場所：山吹公園 

  集合：遊具周辺※集合後移動します 

中区の子育て支援者さんが、いろいろな外あそ

びの楽しみ方を教えてくれますよ★ 

栄養士相談(ミニ講座と栄養相談) 

月1回実施 10/21(金)13:00～15:00 

     11/24(木)13:00～15:00      

カウンセラーによる気軽な相談 
   (保護者自身の悩みなど）<男性ｶｳﾝｾﾗｰ> 

月２回実施  10/ 4(火)・22(土) 

       11/ 3(木･祝)・30(水) 

   10:00～16:00※予約も可能です  

助産師相談 

(妊産婦･赤ちゃんの健康･ミルク･卒乳など) 

月1回実施  10/  5(水)13:00～15:00 

      11/11(金)10:30～12:30  

外であそぼう 
あかちゃんと一緒に

おしゃべりタイム 

お誕生日会 

にほんごで 

  あそぼう！ 

カウンセラーによる 

気軽な相談 

子育て応援 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ説明会 

栄養士相談 

カウンセラーによる 

気軽な相談 

外であそぼう 

 ＠山吹公園 

沐浴体験 

助産師相談 

横浜子育てｻﾎﾟｰﾄ 

 ｼｽﾃﾑ入会説明会 

紅茶講座 

出張！保育･教育コンシェルジュ相談 

   10/7(金)･10/20(木)10:30～12:00    

保育園の入園申し込み方法や各種サービスなど

保育所選びに迷った時は中区の保育コンシェル

ジュさんに相談してみませんか？ 

紅茶講座 

10/25(火) 11:00～11:45 

対象：のんびりんこ利用者 

定員：15組 

参加費：500円  

申込：10/11(火)10:00～  

   のんびりんこ内設置の申し込み書を記入    

   の上、受付け窓口にご提出ください。 

※母子同室となります。 

保育士相談(Iこどもとの関わり方など) 

                 <市立竹之丸保育園保育士> 

月1回実施 10/28(金)13:00～15:00 

       11/18(金)10:30～12:30 

保育士相談 

保育教育 

ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ相談 

すくすく親子 

Room 

いろんな国の言葉 

であそぼう 

保育教育 

ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ相談 

あかちゃんと一緒に

おしゃべりタイム 

出張横浜子育て 

ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ入会説明会 

(麦田地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ) 

10/29(土)  

①11:00～11:40(10:15～順次楽器の作成) 

②14:00～14:40(13:15～順次楽器の作成) 

プロの音楽家による参加型打楽器コンサートです。

大人も子どもも楽しめる曲がたくさん♪是非ご参加

ください。 

対象：主に中区近隣に在住の 

      未就学児と保護者 20組 

申込：10/11(火)10:00～ 

   来館又は電話にて受付け開始 

あしあとコンサート 

保育士相談 

休館日 

ママヨガ 

出張横浜子育て 

ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ入会説明会 

(本牧和田地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ) 

ブックフェスタ 

言葉の響きを楽しむ 

     世界の絵本 

双子フリマ・双子ふれあい支援 

10/15（土） 10:30～12:00 

        開場10：00 

会場：横浜中央YMCA ４F体育館 

双子支援のための双子フリマ！当日は親子交流

の出来る控え室や保護者の方向けのリフレッ

シュプログラムもあります。 

※出品される品物は新生児～120cmです。 

※控室は保護者同伴でご利用下さい。 

※詳細はチラシで確認、又はのんびりんこまで  

 お問い合わせください。 

あしあとコンサート 
mamayoga 

11/15(火) 10:30～12:00 

対象：のんびりんこ利用者 

定員：10組 

参加費：300円  

申込：11/1(火)10:00～  

   のんびりんこ内設置の申し込み書を記入   

   の上、受付け窓口にご提出ください。 

※母子同室保育となります。 

 参加者同士、交互に見合うようになります。 

ﾌﾞｯｸﾌｪｽﾀ｢言葉の響きを楽しむ世界の絵本｣ 

11/29（火）11:00～11:30 

        14:00～14:30  

いろんな国の子どもたちあつまれ！多言語で絵本

と歌を紹介します。 


