
【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６３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４月１日 
 

（平成29年度 第1号） 

通算第63号 

  

（中図書館 新田さんより寄稿） 

発行：横浜市中区地域 

子育て支援拠点 

のんびりんこ 

「ぞうさん ぞうさん おはなが ながいのね そうよ かあさんも ながいのよ」 

 童謡でおなじみの「ぞうさん」の詩に、『わたしのワンピース』（こぐま社刊）などで

知られる、にしまきかやこさんの優しく親しみやすい絵が添えられて、１冊の絵本になり

ました。子どもたちは、太い線で、はっきりと描かれた絵にひきつけられ、シンプルでこ

こちよい言葉に耳を傾けます。もう「ぞうさん」を歌えるお子さんはもちろん、まだ歌を

知らないお子さんも楽しめる絵本です。声に出してゆっくりと読みながら、ぞうの親子と

一緒に、温かなまど・みちおさんの詩

の世界をお楽しみください  『ぞうさん』まど・みちお／詩 

にしまきかやこ／絵 こぐま社 2016年刊 

ヘルスメイトからのおたより その１２ 

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～ 
昨年このコーナーでは、「１日３食しっかり食べよう」を軸に情報やレシピを紹介しました。今年も同じテーマで、

毎日を健康に過ごすための食育情報をご紹介します。 

今、横浜公園では、うららかな陽射しを浴びて、チューリップが色とりどりの花を咲かせてとてもきれいです。外遊

びには最適の季節、春を探しに散歩に出かけましょう。いっぱい遊んでおなかが空いたらおやつの時間。幼児のおやつ

は3回の食事でとりきれない栄養を補います。量と時間を決めて果物や乳製品、市販のおやつを食べ、時には手作りのお

いしさや温かさも伝えたいですね。今回のレシピはおやつや朝食にぴったりの「じゃがいものお焼き」です。 

じゃがいものお焼き 

 

【材料】４人分（１人分 208kcal 塩分 1.3g） 調理時間20分 

・じゃがいも・・・中4個(360ｇ) ・ご飯・・・・・・250g ・すりごま(白)・・ 大さじ1 

・たれの材料 しょうゆ・水・砂糖 各大さじ2 
 

【作り方】 

 ① たれの材料を鍋に入れ煮つめておく。 

 ② ご飯は熱いうちにすりこき等でつぶしておく。 

 ③ じゃがいもは電子レンジ(600Ｗ)で7～8分加熱し、皮をむく。 

   熱いうちにつぶして②を混ぜ、すりごまを混ぜる。 

 ④ ③を8等分にして平たい小判型にまとめる。 

 ⑤ フライパンに油を薄く塗り、④の生地を焼く。 

   弱火で焼いてこんがりと焼き色がついたら裏面も焼く。 

 ⑥ 焼き上がったらお焼きに①のたれをつける。 
 

【コツ】 

 ＊じゃがいもをラップで包む前に隠し包丁を十文字に入れておくと火の通りがよく、皮がむきやすい。 

 ＊じゃがいもの代わりにかぼちゃを使ったり、チーズを入れてもOK。まとめて作って冷凍保存もできます。 

 

【パパが参加しやすいイベントスケジュール】 
2017年 

6月 ・パパと一緒に公園遊び(6/3)※別紙チラシをご参照ください 

  ・安全講習心肺蘇生法（6/17） 

    ①ツインズサロン11:00～12:00 

    ②パパ向け講習会 

  ・とんぼと遊ぼう！＠本牧市民公園（6月中旬頃予定） 

10月・おでかけツアー＠中スポーツセンター（10/28） 

11月・落ち葉プール＠本牧市民公園（11/25） 

2018年 

  1月・パパ向け講座（実施予定） 

 

※スケジュールは変更になることがあります。 

 イベントの詳細につきましては別紙ちらしやカレンダー  

 にてご確認ください。 
 （実施時期が近づいたらそれぞれチラシを配架いたします） 

0歳の親子向け 

「赤ちゃんと一緒におしゃべりタイム」 
おうちでできる簡単な手遊びの紹介やお楽しみの後は参

加者同士のフリートーク。子育て中のちょっとした悩み

を聞いてみたり、情報交換をしたり・・・。おしゃべり

することでママやパパのリフレッシュになりますよ♪ 

 ☆月２回（不定期）開催 

0～2歳の親子向け 

「すくすく親子ROOM」 
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。 

 ☆就労しているママ、パパの参加も大歓迎♪ 

 ☆月1回第１土曜日開催（一部日程変更あり） 

 4月より安田の後任として施設長に就任します。今まで横浜子育てサポートシステム中

区支部事務局の担当職員として勤めてまいりました。皆さまの優しい温かい気持ちに触れ

る活動に携わることが出来て、とても充実した5年半でした。ありがとうございました。

のんびりんこでの役割は変わりますが、引き続き地域の中での支え合いの活動がさらに広

がっていくように取り組みをしたいと思います。 

 今後は、施設長として地域子育て支援拠点の役割と責任を再認識し、のんびりんこの

様々な活動を更に深めていけるよう他の職員と協力しながら取り組みたいと思います。ま

た、地域の中で子どもが育ち、地域のつながりの大切さを実感していけるよう、地域のネットワークも深めていきたい

と思います。引き続き皆さまのご支援、ご指導の程よろしくお願い致します。 二戸明美 

 ４月から横浜市金沢区子育て支援拠点とことこに移動となります。6年間お世話になりま             

した。のんびりんこではたくさんの方々との出逢いがありました。初来館時では3～4ヶ月               

だった赤ちゃんが、ハイハイ→つかまり立ち→歩く→おしゃべりまで！！子ども達の成長                    

を一緒に分かち合える幸せな瞬間を数えきれないくらい体感できました。利用者の皆さん                   

にとって、のんびりんこで過ごす時間は日々の生活の中ではほんのわずかな時間かもしれ                

ません。その中で少しでも子育て中のお母さん達がホッとできたり、子ども達が楽しんで                    

過ごせたら嬉しく思います。ボランティアの方々、地域の方々にもたいへんお世話になり                    

ました。皆さんの温かいまなざしが親子にとって一番の支えになっています。本当にありがとうございました。たく

さんの方々に支えられ感謝の気持ちでいっぱいです。4月からは新施設長(二戸)にバトンを繋ぎます。のんびりんこの

事を引き続きよろしくお願い致します。 安田みゆき  

今年はパパも参加しやすい

事業にスポットを当てます 

 

安田みゆき 二戸明美 
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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 

4/13(木)・5/11(木)11:00～11:30 

のんびりんこで沐浴体験! 第1回 
5/20(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 

  『子どもにとって家庭って…』 

  4/  8(土)  11:00～12:00 

  「家族みんなが楽しく過ごす」 

  5/13(土) 11:00～12:00 

  「親も子も生活ﾘｽﾞﾑをつけましょう」 

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 

4/18(火)･5/17(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：4/15(土)10:00～  

   来館又は電話にて受付け開始 

＊年6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 

4/12(水)・4/27(木) 

5/16(火)・5/27(土)  10:30～11:30 

※出張入会説明会 

5/11(木)＠不老町地域ケアプラザ 

            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 

4/11(火)・5/9(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 

親子で 

プールを楽しもう

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 

５/25（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 

4/22(土)･5/10(水) 11:00～11:30 

4/11(火)･5/23(火) 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 
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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 

「ひろば」での気軽な相談 

5/31（水）10:00～11:30 

  場所：本牧市民公園 

  集合：蒸気機関車付近 

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 4/20(木)10:30～12:30 

     5/17(水)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  4/  5(水)・22(土) 

       5/  3(水)・17(水) 

      10:00～16:00 

※時間が変更となることがございます。 

※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  4/  4(火)10:30～12:30 

      5/10(水)13:00～15:00  

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 

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 

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> 

 毎週火曜日実施 10:00～11:30 

 ※祝日除く       

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 

あかちゃんと一緒に

おしゃべりタイム 

保育士相談 

出張横浜子育て 

ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ入会説明会 

(不老町地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ) 

ツインズサロン 

①パワーヨガ 

5/26(金) 10:30～12:00 

カウンセラーによる 

気軽な相談 

4/15（土） 10:00～12:00 

偶数月第３土曜日に実施 

パワーヨガ 

外遊び 

 ＠本牧市民公園 

｢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：12組 

参加費：300円  

【申込】①5/12(金)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。 

 参加者同士、交互に見合うようになります。 

カウンセラーによる 

気軽な相談 

休館日 

保育教育 

ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ相談 

横浜子育てｻﾎﾟｰﾄ 

 ｼｽﾃﾑ入会説明会 
ホッとおしゃべりｻﾛﾝ 

～ﾄｲﾚｯﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ～ 

保育教育コンシェルジュ相談 

月1回実施 4/11(火)10:30～12:00 

     5/12(金)13:30～15:00 

  ※4月～  8月：月１回実施 

   9月～11月：月２回実施     

親子でプールを楽しもう 

4/29(土) 11:00～11:45 

対象：のんびりんこ利用者 6ヶ月～2歳の親子 

定員：20組 

参加費：500円（当日支払い） 

場所：横浜中央YMCA(10:30 ３階ロビー集合)  

申込・問合せ：4/15（土）10:00～ 

   来館又は電話にて受付開始 

  ※受付はのんびりんことなります            

   お間違えのないようにご注意ください。 

持ち物など詳細はHP・チラシをご覧ください。          

ホッとおしゃべりサロン 

  ～トイレットトレーニング～ 

5/19（金）10：50～12：00 

 集合：10:30(グループ分けをします)  

「どういうふうにしたらオムツが外せるのかし

ら？」「意識しすぎたら辛くなってしまった!」

などなどトイレットトレーニングで気をもむこ

とも多いですね。お母さん同士でおしゃべりし

ましょう！ 

対象：主に中区在住の 

  トイレットトレーニングを考えている親子   

  （始めている方も、これからの方もOK） 

定員：15組 

申込：5/5（金）10:00～ 

   来館又は電話にて受付け開始 

保育士相談 

保育士相談 

保育士相談 

保育士相談 

保育士相談 

保育士相談 

保育士相談 


