ヘルスメイトからのお便り

その13「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～」

第６４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！

ジメジメ、ムシムシする梅雨の時期は、心も体も沈みがちになりますね。そんな時は親子で外に出てみませんか？
鮮やかなアジサイやカタツムリのかわいい姿が、私たちにスパイスを与え、心を癒してくれるでしょう。
今回のレシピは、見た目も楽しく、お腹も心も満足できる「カラフル野菜ライス」を紹介します。
おにぎりにしても色合いがかわいくて、お子さんもきっと喜びますよ!
カラフル野菜ライス
【材料】2人分（大人の量）（1人分熱量367kcal 塩分1.1g ）調理時間 20分(下準備のみ)
・米1合（150g） ・ツナ缶（油漬け）小2/3缶（50g） ・なめ茸 1/3瓶（40g）
・パプリカ（赤）1/6個（30g）・パプリカ（黄）1/6個（30g）・小松菜 2株 （60g）
【作り方】
①米は洗って水に30分つけておく
②パプリカは粗みじん切り、小松菜は茹でて1cm大に切り、水気を絞る。
③米はざるに上げ、水気を切り炊飯器に入れる。ツナは、ほぐしてから缶汁ごと加える。
なめ茸・パプリカを加えて混ぜ、水を1合の目盛りまで入れて炊く。
④炊き上がったら小松菜を入れ混ぜる。
☆おすすめのポイント
・野菜はビタミン・ミネラル・食物繊維が豊富なので、元気な体を維持するためには
欠かせません。このレシピは知らず知らずに、野菜が食べられます♪
・卵で包めばオムライス！ サンチュで包めばべジライス！
トマトジュースやコンソメスープで煮ればリゾットに！
とろけるチーズを加えればライスグラタンに変身！料理のレパ－トリーが拡がります。
～なめ茸を作ってみよう!～
えのきが安く手に入る時に、まとめて作っておくと便利!
★自家製なめ茸の作り方
①えのき茸（100g）は石づきを取り、半分に切り、熱湯を回し掛けして湯切りをする。
②鍋に調味料、酒大匙1/2、砂糖・しょうゆ各小匙1、水大匙1/2を入れ、えのき茸を投入。
③弱火で汁がなくなるまで煮詰めたら完成。

初めて自分の傘を買ってもらった時の喜びを大人は忘れてしまっています。どんなにかうれしくて
雨が降るのが待ち遠しかったことでしょう。「なっちゃん」はお母さんに買ってもらったきいろいか
さを持って散歩に出かけます。次々に小さな動物を傘の中に入れてあげると、傘はその動物に合わせ
て広がったり、高くの伸びたり・・。想像してもみなかったことが絵本を読んでもらうことで「こう
だったらいいな」という夢になって子どもの心に明かりをともすことがあると思います。心の中に広
がる想像の翼をお子さんと一緒に楽しめる絵本です。西巻さんはこの絵本を45年以上も前に描きま
したが、今なお生き生きとして素敵な魅力があります。
（ことりの会

賀谷さんより寄稿）

『ちいさなきいろいかさ』
さく：もりひさし 絵：西巻茅子 金の星社

＊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

のんびりんこでパパと一緒に遊び、学びませんか？ママ・じぃじの参加もOKです。
今年度いくつか企画している中のいくつかを今回ご紹介します！

水辺にでる機会が増える夏を前に「水辺の安全（ウォーターセーフティ―）
」や「家庭内
の事故予防」について学びませんか？かわいいお子さん、大好きな家族のためにケガや事
故の防止のためにできることを学びます。
また、いざという時に備えて、人工呼吸や心臓マッサージの仕方を一緒に学びます！

発行：横浜市中区地域
子育て支援拠点
のんびりんこ
発行日
平成２９年６月１日
（平成29年度 第２号）
通算第6４号

<昨年度の様子>

日時：平成29年6月17日（土）①11：00～11：30 ②13：30～14：30
対象：①多胎児の保護者
※ママのみも可。ツインズサロンの中で実施します。申し込み不要
②乳幼児のパパ及びじぃじ（申込制）※子ども同伴OK、同室ですごします。
※託児はありません
内容：日常生活に潜む事故やけがの予防のためにできること
人工呼吸の仕方・心臓マッサージの必要性・心肺蘇生法実技（大人～乳幼児まで）
講師：横浜中央YMCA 関口 努氏（ウエルネススポーツクラブ責任者/健康運動実践指導者）
日頃子どもたちに運動指導をし、プライベートでも二児を子育て中のパパ。
専門知識と日々の経験から楽しい学びの時間を提供します！！

日時：平成２９年６月３日（土）10：30～12：00（申込制）
※雨天の場合は不老町地域ケアプラザでおこないます。
対象：主に中区在住の未就学児(歩行のできる子)とそのお父さん
※お母さんの参加もOK
「公園で親子の姿を見なくなった」
「公園に遊びに行きます。ベン
チに座って子どもを見ています。」では、もったいない！！
子どもは歩き始めてから６～７歳までに基礎的な運動パターンを
遊びの中で習得していきます。パパと一緒に外で遊んだり、体を
動かして運動センスを伸ばしましょう！
鬼ごっこや昔遊びなど、中スポーツセンターの
お兄さんインストラクターや地域の方々と公園で
楽しみましょう！
外遊びの後は、不老町地域ケアプラザの子育て
支援『あのね』の特別開催を体験します。
ミニ講座を聞いた後、持参したお弁当を食べたり
オモチャで遊ぶこともできます。
<昨年度の様子>

パパが育児に積極的に関わることは、子どもの成
長や家族の育ちにおいてとっても大切な事です
ね。家族のためにパパの力が発揮できる方法を一
緒に学びませんか？講師はもちろん先輩パパ！実
践を交えた講座で役に立つこと間違いなし！
●10月21日（土）
父親育児はじめの一歩！＆体を使った遊び
【場所】麦田地域ケアプラザ 【対象】父子
●11月4日（土）
パパならでは絵本の読み聞かせ
＆「仕事×子育て」 両立方法
【場所】のんびりんこ 【対象】父子
●2018年1月27日（土）
ほめる子育て＆夫婦のパートナーシップ
【場所】のんびりんこ
【対象】家族（父子のみの参加も可）
※詳細は９月以降チラシをご参照ください

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★
子育て応援ボランティア説明会

※ 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

休館日

３

火
４

水

7/2
すくすく親子
Room

５

休館日
１１

６

１２

あかちゃんと一緒に
おしゃべりタイム
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いろんな国の言葉
であそぼう

休館日

金
７

カウンセラーによる
気軽な相談

保育士相談

１０

木

6/13(火)・7/11(火)
10:30～11:30

土
８

１４

休館日
１５

１６
沐浴体験

休館日

保育士相談

幼稚園説明会

パパとじぃじのための安全ミニ講座
6/17（土）13:30～14:30

横浜子育てｻﾎﾟｰﾄ
ｼｽﾃﾑ入会説明会

お誕生日会

日
９

助産師相談

保育教育
ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ相談

１７

１８

１９
保育士相談

休館日

２０
栄養士相談

子育て応援
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ説明会

２１

２２

２３

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)

保育園に行こう!
水・プールあそび
＠錦保育園

休館日

カウンセラーによる
気軽な相談

２５

２６
保育士相談

休館日

２７
あかちゃんと一緒に
おしゃべりタイム

保育園に行こう！プール･水あそび
＠横浜市錦保育園
(集合9:50)

※雨天時7/21(金)10:00～12:30

２８
おはなしの時間

大好きなお子さん、家族のためにケガや事故の
防止のためにできることを学びましょう。
対象：乳幼児のパパおよびじぃじ
内容：日常生活に潜む
事故やけがの予防のためにできること、
心肺蘇生法実技（大人～乳幼児まで）等
講師：横浜中央YMCA 関口 努さん
(ｳｴｽﾈｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ責任者／健康運動実践指導者)
定員：１2人（先着順）
※子どもも同室で受講できます。

7/19(水) 10:00～12:30

ママヨガ

２４
/31

２９

３０
横浜子育てｻﾎﾟｰﾄ
ｼｽﾃﾑ入会説明会

休館日

対象：主に中区在住の1歳以上の親子
定員：10組 参加費：50円（保険代）
申込：7/5(水)10:00～
来館又は電話にて受付け開始
みんなで保育園の園庭で水あそびをしよう！園
内の見学もさせていただけます。保育園での生
活に興味のある方はぜひのぞいてみませんか？
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外で遊ぼう！

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。

ツインズサロン
6/17（土） 10:00～12:00
偶数月第３土曜日に実施
｢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！
6月は11：00～安全ミニ講座をおこないます。

幼稚園説明会＠開港記念会館
7月10日（月）10:00～11:40
受付開始＊9：30

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。

カウンセラーによる気軽な相談

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

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）

6/8(木)・7/13(木)11:00～11:30

横浜市幼稚園協会中支部協力のもと、幼稚園に
ついての説明会を開催します。大切な時期を過
ごす幼稚園だからこそじっくり考え、体験し、
選びたいものですね。
対象：中区の幼稚園に入園を考えている保護者

「ひろば」での気軽な相談

いろんな国のことばであそぼう

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。

※予約開始日・申込方法等、確認してね♪
7/1

おたんじょうび会

6/ 7（水）10:00～11:30
場所：山吹公園
集合：遊具付近

２５

出張横浜子育て
ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ入会説明会
(本牧原地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ)

２６

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

7/27（木） 11:00～／11:40～

ツインズサロン

カウンセラーによる
気軽な相談

保育士相談

休館日

１５

保育教育
ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ相談

栄養士相談

あかちゃんと一緒に
おしゃべりタイム

おはなしの時間

横浜子育て
ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ入会説明会

いろんな国の言葉
であそぼう

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

6/ 9(金)･7/26(水) 11:00～11:30
6/24(土)･7/ 6(木) 14:00～14:30

１１

あかちゃんと一緒に
おしゃべりタイム

助産師相談

6/23(金)･7/18(火)14:00～15:00

すくすく親子ROOM
『子どもにとって家庭って…』
6/ 3(土) 11:00～12:00
「子どものしつけって…」
7/ 1(土) 11:00～12:00
「子どもの安全のために親ができること」

※ お問い合わせはのんびりんこ（045-663-9715）まで

（保護者自身の悩みなど）<男性ｶｳﾝｾﾗｰ>

月２回実施 6/ 7(水)・21(水)
7/ 5(水)・20(木)
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 6/ 8(木)13:00～15:00
7/ 7(金)10:30～12:30

横浜子育てサポートシステム
入会説明会
6/14(水)・6/27(火)
7/14(金)・7/29(土)
10:30～11:30
※出張入会説明会
6/23(金)@本牧原地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ10:30～11:30
7/20(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

のんびりんこで沐浴体験!

第2回

7/15(土) 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：6/15(木)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。

栄養士相談(ミニ講座と栄養相談)
月1回実施 6/13(火)13:00～15:00
7/19(水)13:00～15:00
保育教育コンシェルジュ相談
月1回実施 6/14(水)13:30～15:00
7/11(火)10:30～12:00
※4月～ 8月：月１回実施
9月～11月：月２回実施
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 ※6/13はなし

①産後ママの骨盤ケア
6/7(水) 13:30～14:30
対象：産後～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

②mama yoga
7/20(木) 10:30～12:00
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】①5/24(水)10:00～②7/6(木)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。

パパと一緒に遊ぼう
6/3(土) 10：30～12：00
※12:00～15:00はﾌﾘｰﾀｲﾑです
対象：主に中区在住の未就学児(歩行できる子)
とそのお父さん（お母さんの参加OK）
定員：20組
場所：日の出川公園(雨天時不老町地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ)
申込･問合せ：不老町地域ケアプラザ
5/11(木)10:00～来館又は電話にて受付
持ち物など詳細はHP・チラシをご覧ください。
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