
【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６２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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*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２９年2月１日 
 

（平成2８年度 第6号） 

通算第62号 

  

（ことりの会 賀谷さんより寄稿） 

 今年は酉年。「とり」が出てくる絵本はたくさんありますが、のんびりんこ世代の親子の

みなさんにおすすめの絵本がこの『ととけっこう よがあけた』です。わらべうたを基にし

た絵本です。にわとりが次々に起こしていくのは、ひよこ、こねこ、こぶた・・で最後に小

さな子どもを起こします。優しい色合い、ゆったりとしたわらべうた、繰り返しのもたらし

てくれる楽しさと安心感で子どもたちが大好きな絵本です。「ととけっこう」のわらべうた

は赤ちゃんや子どもがお目覚めの時に歌うととても喜びます。このうたで起こして！とお母

さんにお願いする子どももいるそうです。  
『ととけっこう よが あけた』こぐま社 

こばやしえみこ・案 ましませつこ・絵                         

ヘルスメイトからのおたより その11 

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～ 

 

暦の上では、まもなく立春ですが春遠からじといったところです。こんな季節には、体も心も温まるお鍋がピッタリ!! 

今月は老若男女誰にも食べやすい、鶏のつくね鍋の紹介です。旬の野菜やきのこもたっぷり摂りましょう。鶏つくね

は、豆腐とみじん切り野菜入りで小さなお子さんにも食べやすくできています。たくさん作って火を入れ、冷凍してお

けば、忙しい朝、野菜を加えて栄養たっぷりスープに変身します。 

 のんびりんこにはスタッフ・利用者親子の他にもたくさんの方が関わり、 

支えてくれています。事務作業などひろばやイベントなどで表に出ない方もいらっしゃり、 

まさに『縁の下の力持ち！！』利用者として来ているママたちもいろんな形で活躍してく 

ださっています。 

 

 

 

 

 

『子育てってイライラするし、心配なこともあるの。誰かに聞いてもらいたいな…』『もうすぐ出

産。実家が遠くて不安です』なんて悩みを抱えていませんか？横浜子育てパートナーは相談者の気持

ちに寄り添いながら、一緒に考えたり、必要な情報を提供したり、地域の施設や支援機関を紹介しま

す。｢こんなこと聞いてもいいのかな…｣と思わずに、気軽に声をかけてくださいね。一緒に考えてい

きましょう。相談は、ひろばで遊ばせながらでも、個室や電話でも大丈夫！相談の予約もできます。

｢親子のひろば｣や｢地域ケアプラザ｣などへも行きますので、お話しを聞かせてくださいね。 

【ひろばボランティア】 

スタッフと一緒にひろばで利用者のみなさ 

んをお迎えしてくださっています。活動の 

頻度は様々ですがひろばで子どもたちと一 

緒に遊んでくださったり、ママ･パパとお 

話をしてくださったりしています。 

現在１１名の方がボランティアとして活動しています。 
※のんびりんこは｢よこはまシニアボランティアポイント｣受入施設です 

【なでしこの会：にほんごであそぼう】 

 なか国際ラウンジで日本語ボランティアとして活動されている方々の有志グループです。 

 のんびりんこでは、外国人親子を対象とした｢にほんごであそぼう｣に関わっていただいています。             

【かざぐるまの会：お誕生日会】                        

 区や市の行事・各種団体やサークル活動をしている間の保育(託児)を行うグ  

 ループです。のんびりんこでは｢おたんじょうひ会｣を共催で行っていただいていま す。           

【ことりの会：おはなしの時間】                                         

 絵本の読み聞かせやわらべうたの活動をしているグループです。 

 のんびりんこで｢おはなしの時間｣に関わっていただいています。  

【吉田さん:絵本の修理】 

ページや表紙が破れてし 

まった絵本を１冊ずつ丁 

寧に直してくださいます。筆やテ 

ープ等数種類の道具を使い、「みん 

ながまた楽しめるように」と作業 

してくださいます。 

【利用者のママたち（のんびりんこサポーターズなど）】 

のんびりんこサポーターズの登録の有無に関わらず、ひろば利用者同士の支え合い、仲間作りの機会としてママたち

の持っている特技や経験・趣味をいろんな形で活かしていただいています。※主な活動を紹介します。 

 ○飾り隊：季節ごとにテーマを設けて手作りの装飾でひろばをより親しみやすいものにしてくれています。 

 ○通信ボランティア記者：サポーターズ通信の記事を考えたり、レシピを投稿してくれています。 

 ○サポーターズ企画：親子向けのコンサートや小物作りなど様々なイベントを多くのママがリーダーとして企画し 

           ています。 

 ○外国語通訳：ひろばに遊びに来た日本語の苦手な親子に対して英語や中国語での会話を積極的にしてくれます。 

 鶏つくね鍋 調理時間20分※ひじきの戻し時間は入りません     
 

【材料】２人分（１人分 195kcal 塩分 1.5g）  

 大根…中1/８本(80ｇ)    人参…中1/４本(50ｇ)    ごぼう…1/6本(20g)  里芋…小２個(80g)   

 きのこ…1/2パック(50g)  いりこ粉末…小さじ２(4ｇ) 煮干しやかつお節でもOK 

 水…カップ２と1/2(500ml) しょうゆ…大さじ2/3 

＊鶏つくね 

 鶏ひき肉(もも)…100ｇ  木綿豆腐…50ｇ      ひじき(乾燥)…4ｇ  ねぎ…1/4本(15ｇ)      

 生しいたけ…中2枚(30ｇ) 片栗粉…大さじ1   しょうが絞り汁…小さじ1/2       
 

【作り方】 

① 人参・大根はピーラーで食べやすい長さの薄切り、里芋は皮をむき２㎜厚さの輪切り、ごぼうはささがきにする。 

  きのこは石づきを取り、小房に分ける。 

② 木綿豆腐はキッチンペーパーで包み、水切りする。ひじきは水で戻し、２㎝長さに切る。 

  ねぎ、しいたけはみじん切り。しょうがはおろしておく。 

③ ボウルに鶏ひき肉、②の材料を入れ、混ぜ合わせよく練り、ボール状に丸める。 

④ 鍋に水といりこ粉末としょうゆを入れ、沸騰したら①の野菜を加えて煮る。 

  野菜が軟らかくなったら③の団子を入れ、火が通ったらできあがり。 
 

【ポイント】 

＊お子さんの年齢に応じて味つけを調整くださいね。 

＊大人には、おろししょうがや山椒などの薬味を加えても。 

＊野菜や調味料（味噌やカレーなど）を変えるとまた違った味になりますよ。  
（大根葉も利用しました） 

＊のんびりんこ横浜子育てパートナー専用ダイヤル＊☎045-228-8330 火～土(祝日含む)10:00～16:00  

パートナーの 

藤井です 

＜ 活動の様子 ＞ 

発行：横浜市中区地域 

子育て支援拠点 

のんびりんこ 
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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 

2/9(木)・3/9(木)11:00～11:30 

のんびりんこで沐浴体験! 第5回 

3/11(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 

「子どもをあずけるって…」  

  2/４(土)  11:00～12:00 

    ～預けるときの心構え～ 

  ３/４(土) 11:00～12:00 

    ～新たな環境にむけて～ 

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 

2/21(火)･3/15(水)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：2/15(水)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 

2/17(金)・2/25(土) 

3/15(水)・3/28(火)  10:30～11:30 

※出張入会説明会 

2/  9(木)＠蓑沢地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ   13:00～14:00 

3/23(木)＠ｼｬｰﾛｯｸBABy本牧 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 

2/7(火)・3/14(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！ 

2/2(木)・3/2(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♪ 

(2月→節分/3月→ひなまつり) 

横浜子育てｻﾎﾟｰﾄ 

 ｼｽﾃﾑ入会説明会 

休館日 

ツインズサロン 

おはなしの時間 

3/23（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。 

子育て講座 

～離乳食のおはなし～ 

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 

2/10(金)･3/21(火) 11:00～11:30 

2/23(木)･3/  8(水) 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 

横浜子育て 

ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ入会説明会 

火 水 木 金 土 
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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 

ホッとカフェ 
 

「ひろば」での気軽な相談 

3/25(土)14:00～14:30 

横浜子育てｻﾎﾟｰﾄ 

 ｼｽﾃﾑ入会説明会 

出張横浜子育て 

ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ入会説明会 

(蓑沢地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ) 

3/29（水）10:00～11:30 

  場所：根岸森林公園 

  集合：レストハウス下 芝生広場 

元気いっぱいお外で思い切り遊びましょう。

子育て支援者さんが子どもにあわせた外での

遊び方を教えてくれます。 

栄養士相談(ミニ講座と栄養相談) 

月1回実施 2/16(木)10:30～12:30 

     3/15(水)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  2/ 2(木)・24(金) 

       3/ 8(水)・22(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  2/10(金)13:00～15:00 

      3/11(土)10:30～12:30  

外で遊ぼう！ 

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 

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 

スプリングイベント 

対象：主に中区在住の未就学児の親子 

申込：当日13:00～  

定員：20組 

みなと総合高校のお姉さん･お兄さんと大きな

カブのおはなしや歌を楽しみましょう。 

保育士相談(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 2/7(火)13:00～15:00 

         3/7(火)10:30～12:30       

保育士相談 

すくすく親子 

Room 

いろんな国の言葉 

であそぼう 

あかちゃんと一緒に

おしゃべりタイム 

保育士相談 

産後ママの 

   骨盤ケア 

出張横浜子育て 

ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ入会説明会 

(ｼｬｰﾛｯｸBaby本牧) 

ツインズサロン 

①産後ママの骨盤ケア 

2/15(水) 13:30～14:30 

対象：産後１年までののんびりんこ利用者 

定員：10組 

参加費：300円  

カウンセラーによる 

気軽な相談 

2/18（土） 10:00～12:00 

偶数月第３土曜日に実施 

子育て講座～離乳食のおはなし～ 

2/28(火) 

①10:30～11:00(目安：4～5ヶ月) 

 離乳食を始める前から始めたばかりの親子 

②11:00～12:00(目安：6～11ヶ月) 

 離乳食を進めている親子 

ホッとカフェ 

  ～大きくなったねの会～ mamayoga 

スプリングイベント 

外遊び 

 ＠根岸森林公園 

｢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。 

｢ふれあい遊び」等で親子でリフレッシュ！ 

対象：産後3ヶ月以降ののんびりんこ利用者 

定員：10組 

参加費：300円  

【申込】①2/1(水)10:00～ 

    ②2/7(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。 

②mamayoga 

2/21(火) 10:30～12:00 

離乳食は赤ちゃんにとって食べることの「はじ

めの一歩」。各段階の食材の固さや調理法の紹

介を管理栄養士さんがしてくれます。  

費用：無料 

申込：2/14(火)10:00～  

       来館又は電話にて受付け開始 

カウンセラーによる 

気軽な相談 

お茶を飲みながら、日々のお子さんの成長を喜

びあいましょう。入園や転居など新しい生活を

始めるみんなにエールを送りましょう！のんび

りんこの「カフェ」で飲み物を用意してお待ち

しています。 

※お子さんの飲みものは各自ご用意ください。 

3/22（水）10:30～12:00 

        13:30～15:00 


