第６１号

【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！

ヘルスメイトからのおたより その10
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～
今年もあっという間に12月を迎えました。親子共々楽しみなクリスマスがやってきます。クリスマスの食卓は、お子
さんの楽しい思い出となるよう我が家ならではの工夫をしたいですね。焼いたローストチキンもおいしいですが、鶏肉
をマーマレードで煮るとやわらかく仕上がり、小さなお子さんでも食べやすいです。クリスマスカラーのトマトやブ
ロッコリー、星形のにんじんも飾り付けるときっと喜んでもらえそう。今回は、鶏肉のマーマレード煮のご紹介です。
鶏肉のマーマレード煮
調理時間30分
【材料】２人分（1人分 約360 kcal、食塩1.8ｇ）
鶏もも肉(皮つき)・・・１枚(２００g)
Ａ （マーマレード 大さじ１と1/2（30g）、しょうゆ 大さじ1、酒 大さじ1 ）
付け合せ野菜 ～ 野菜をたっぷり添えて ～
・レタス…２枚（６０ｇ）
・ミニトマト…４個（４０ｇ）
・ブロッコリー…６房（８０ｇ）
・にんじん…小1/2本（６０ｇ）（みりん 大さじ1、バター 大さじ1/2 ）
・ホールコーン缶・・大さじ３（４０ｇ）（バター 大さじ1/2、塩 少々 ）
【作り方】
① 付け合せの野菜を準備する。
・レタスは適当な大きさにちぎる。
・ブロッコリーは小房に分ける。にんじんは薄めの輪切りにし、星形に型抜きする。
・水を入れた鍋ににんじんを入れて茹でる。湯が沸いたらブロッコリーも入れて茹で、ザルにあげる。
・鍋に、にんじんとみりん、バターを入れて焦げないように弱火で煮、にんじんのグラッセを作る。
・コーンは耐熱容器に入れ、バター、塩少々を入れて電子レンジ(５００ｗ)で1分加熱する。
② 鶏肉は厚いところは開いて厚さを均等にし、2つに切り分ける。
③ フライパンには油をひかず、②の肉を皮の方から焦げ目がつくまで焼く。余分な油をふき取り、裏返して中まで
しっかりと火を通す。
④ ③にＡを入れて、弱火でじっくりとタレをからめる。
⑤ ④を食べやすい大きさに切り、付け合せ野菜とともに器に盛る。

発行：横浜市中区地域
子育て支援拠点
のんびりんこ
冬場はインフルエンザなどの感染症が多く流行しますが、みなさんどんな事に気を付
けていますか？外遊びをしたり、スーパーで買い物をするなど普段の生活の中にも病原
菌をもらってしまう事もありますね。
病気の特徴を知って、効果的な感染予防をしましょう！

発行日
平成２８年12月１日
（平成2８年度 第5号）
通算第61号

【インフルエンザとは】
＊インフルエンザはインフルエンザウィルスに感染することによって起こる病気です。
高熱や全身のだるさ等が急激に発症します。
特に高齢者や呼吸器・心臓に慢性の病気を持つ方は、重症化しやすく、
また乳幼児がかかるとまれに急性脳症を起こすこともあるので、注意が必要です。
＊感染を防ぐには？
・外出などから戻ったらうがいと手洗いをしましょう。
・インフルエンザ予防接種を受けましょう。
・バランスの良い食事と十分な休養を取りましょう。
・インフルエンザ流行の時期は、不要な外出を控えましょう（特に乳幼児）
。

【ノロウィルスとは】
＊ノロウィルスは、二枚貝などを汚染し、冬場を中心に食中毒の原因となるほか、しばしば感染性胃腸炎の集団感染
を引き起こします。特に冬季に多発し、下痢だけでなくおう吐をひきおこすことが特徴です。
抵抗力の弱い乳幼児や高齢者では重症化することもあり、特に注意が必要です。

雪が降るような寒い季節にぴったりの、冬の定番絵本です。森の中で、おじいさんが落として
いったてぶくろ。動物たちが、次々に「いれて」とやってきて、てぶくろは今にもはじけそう。く
いしんぼうねずみに、ぴょんぴょんがえる、はやあしうさぎなど、楽しい名前の動物が登場し、繰
り返しの楽しさもあります。ウクライナの民話です。
ご家庭での読み聞かせを楽しんでもらうため、横浜市立図書館では、10月に「３歳からのブック
リスト『おうちでいっしょに楽しむ絵本』」を作成しました。今回ご紹介した『てぶくろ』など、
45冊の絵本が掲載されています。中図書館等各図書館で配布しているほか、図書館ホームページか
らのダウンロードも可能です。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/kids/
（中図書館

新田さんより寄稿）

作： （ウクライナ民話）
訳： うちだ りさこ

＊感染を防ぐには？
・特に食事前・トイレの後・調理前後はせっけんで手をよく洗い、流水で十分流しましょう。
・タオルなど共用で使用することは避けましょう。
・下痢やおう吐などの症状のある方は、食品を直接扱う作業はしないようにしましょう。
・食品の生食はできるだけ避け、85～90℃で90秒以上、中心部まで火が通るように加熱します。
・おう吐物や糞便の処理は、マスク・ビニール手袋を着用して行いましょう。
・消毒は塩素系漂白剤を希釈したものを使用しましょう。

絵： エウゲーニー・M・ラチョフ
出版社： 福音館書店

＊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/
*受付時間 火～土曜日 ９:00～1７:00
＊アクセス＊
*TEL/FAX 045-663-0676
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。
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*受付時間 火～土曜日 10:00～16:00
*TEL 045-228-8330
FAX 045-663-9715

携帯メール会員募集中！！
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。

★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。
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横浜子育てｻﾎﾟｰﾄ
ｼｽﾃﾑ入会説明会
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あかちゃんと一緒に
おしゃべりタイム

休館日
2７

12/10(土) 11:00～12:00
「子どものあそびって…」
～思いやりの心を育てましょう～
1/ 7(土) 11:00～12:00
「子どものあそびって…」
～夢や希望に向かって
前向きに子育てをしましょう～

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

あかちゃんと一緒に
おしゃべりタイム
12/21(水)･1/25(水)11:00～11:30
12/ 6(火)･1/14(土)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

落ち葉プールであそぼう

28

３０

３１

1/1

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 12/ 1(木)10:30～12:30
1/ 5(金)10:30～12:30

休館日

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 12/13(火)10:30～12:30
1/18(水)13:00～15:00
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お誕生日会
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休館日

子育て応援
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ説明会
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２5
カウンセラーによる
気軽な相談

休館日

20

休館日

２6
あかちゃんと一緒に
おしゃべりタイム

２7
おはなしの時間
歯医者さんに
教えてもらおう
｢子どもの虫歯予防｣

22

21
沐浴体験

栄養士相談

休館日
２9

２8
横浜子育てｻﾎﾟｰﾄ
ｼｽﾃﾑ入会説明会

休館日

親子の食育
＠麦田地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ

30

31

休館日
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栄養士相談(ミニ講座と栄養相談)
月1回実施 12/13(金)13:00～15:00
1/20(木)10:30～12:30
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 12/ 7(水)・21(水)
1/ 6(金)・24(火)
10:00～16:00※予約も可能です

※予約開始日・申込方法等、確認してね♪

いろんな国のことばであそぼう

15
あかちゃんと一緒に
おしゃべりタイム

ホッと
おしゃべりサロン
｢おっぱいのこと｣

保育士相談

休館日

｢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。

8

にほんごで
あそぼう！

16

おはなしの時間
1/26（木） 11:00～／11:40～

日

すくすく親子
Room

※ お問い合わせはのんびりんこ（045-663-9715）まで

12/13・1/10(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

歯医者さんに教えてもらおう
~子どもの虫歯予防~
1/26(木)

14:00～15:00

中区歯科医師会の医師による「歯医者さんのお
話」虫歯予防やおやつの与え方などを学びま
しょう。
対象：中区近隣に在住の未就学児と保護者
定員：20組
費用：無料
問合せ・申込：1/12（木）10：00～
来館又は電話にて受付け開始

にほんごであそぼう！
12/1・1/12(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♪

おたんじょうび会
12/8・1/12(木)11:00～11:30
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。

クリスマス★ツインズカフェ
12/17（土） 10:00～12:00
偶数月第３土曜日に実施

「ひろば」での気軽な相談
2９

年末年始（12/29～1/3）は休館となります

月

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）

休館日

横浜子育て
ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ入会説明会

休館日

12/16(金)･1/18(水)14:00～15:00

カサカサ・ふかふかの落ち葉プールでこの季節
ならではの外遊びを親子で楽しもう！

カウンセラーによる
気軽な相談

2６

すくすく親子Room

12/2（金）10：00～11：30
場所：本牧市民公園
集合：レストハウス

栄養士相談

1９

子育て応援ボランティア説明会

横浜子育てサポートシステム
入会説明会
12/15(木)・12/27(火)
1/11(水)・ 1/28(土)

10:30～11:30

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

のんびりんこで沐浴体験!
1/21(土)

第4回

13:00～14:30

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：12/15(木)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。

｢双子の子育て」ならではの楽しさ、苦労、
困った～！等を気軽に話し合いましょう。今
回はジャンボ松ぼっくりを使った「クリスマ
スツリー」を作ります。
大人向けの飲み物を用意しますのでお茶を飲
みながらゆっくりしませんか？
※子ども向けの飲み物はございません。
各自ご準備ください。
※材料に限りがありますので参加を希望され
る方はご一報ください。
※材料費200円がかかります。
お釣りのないようにご準備ください。

ホッとおしゃべりサロン
～おっぱいのこと～
1/19（木）10：50～12：00
集合：10:30(グループ分けをします)
おっぱいについて気になることをお母さん同士
でおしゃべりしましょう！当日は先輩ママや助
産師さんが来てくれます。事前に広場の掲示版
でも情報交換ができるのでぜひそちらにもご参
加ください。
対象：主に中区在住のおっぱいについて
（母乳、ミルク、断乳、卒乳など）
気になることがある親子
定員：15組
申込：1/5（木）10:00～
来館又は電話にて受付け開始

親子の食育
｢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～
1/26(木) 10:30～12:00
ヘルスメイトさんによる講座と試食を通じて
親子で楽しく食育を学びましょう。
対象：10ヶ月以上の親子
定員：20組
費用：50円/組（保険代として）
＊食物アレルギーのある方は申込時にお申
し出ください。
＊試食メニュー等については別途チラシを
ご覧ください。
問合せ・申込：1/12（木）10：00～
麦田地域ケアプラザ
来館又は電話にて受付け開始
☎045-664-6023
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