ヘルスメイトからのお便り

その14 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６５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！

蝉しぐれに、うだるような暑さ、食欲もなくなりがちな今日この頃です。毎日の食事作りも大変ですが、夏バテをし
ないためにも3食しっかりと食べたいものです。比較的過ごしやすい朝に、まとめて野菜をゆでたり、肉の加熱など、面
倒な食材の下処理を一気にしておけば、昼食や夕食作りが楽になります。空いた時間で、お子さんとたっぷり遊んでく
ださいね！
今月は、ゆでて和えるだけの簡単な『しゃっきり野菜とワカメのナムル』のご紹介です。野菜の歯ごたえと、さっぱり
とした味付けが夏にぴったりのサラダ感覚の一皿です。お好みで、ツナ缶や蒸し鶏などを入れるとボリューム感と栄養が
アップ！ 大人用にはラー油やパクチーを入れてみるのも、ひと味違っておいしいですよ。
しゃっきり野菜とワカメのナムル
【材料】2人分（１人分 熱量：59kcal塩分：1.2ｇ）
・もやし…1/2袋(100ｇ) ・ニンジン…1/5本(30ｇ) ・キュウリ…1/2本(55ｇ)
・ミニトマト…小6個(60g) ・湯通し塩蔵ワカメ…8g
・すりごま(白)…適量
・調味料Ａ [ 酢 大さじ1、ゴマ油 小さじ1、しょうゆ 大さじ１弱］
【作り方】
① もやしは水で洗い、ひげ根を取ってザルにあげておく。
ニンジンとキュウリは細めのせん切りにする。ミニトマトはヘタを取り半分に切る。
ワカメは水で戻し、よく洗って塩を落としてから食べやすい大きさに切る。
② 鍋に湯を沸かし、塩を一つまみ入れ、ニンジン、もやしの順に入れて30秒ほどゆで、
ザルにあげて冷ます。(お好みのかたさでゆで時間を調整)
③ ②が冷めたらボウルの中にもやし、ニンジン、キュウリ、ワカメを入れ、ざっくりと混ぜ、調味料Aをよく混ぜてか
ら野菜に加え、味がなじむように和える。
④ ③を器に小高く盛りつけ、ミニトマトを飾り、すりごまを上からパラっとかけて、できあがり。
【調理のポイント】
＊にんじんは根のものですが、今回はもやしと一緒にゆでるので、水からではなく、沸騰した湯に入れています。
野菜の歯ごたえを残すには、短時間でゆでてそのまま冷まします。（水にさらすと水っぽくなってしまいます）
お子さんの分は、お子さんが食べやすい固さや長さにしてあげて下さいね。
＊味付けした後に、冷蔵庫で冷やせば味もなじみ、涼味も感じますよ。
＊市販の味ポンやレモン果汁、米酢、甘口が良い場合はりんご酢など使い分けると、色々と変化した味が楽しめます。

誕生日は、子どもにとって特別な１日。誕生日を題材にした絵本もたくさん出版されています。
多田ヒロシ／さく
『だれかしら』
文化出版局
今日はぼくの誕生日。
｢ともだち いっぱい くるかしら？｣と楽しみにしている
男の子のもとに、たくさんの友だちがやってきます。「と
んとんとん」「だれかしら」ドアの向こうには誰がいるか
な？繰り返しの楽しさと、誰が来たのかを当てる楽しさが
あります。友だちは、様々なプレゼントを持ってきてくれ
ますが、きりんさんが持ってきてくれたのは…。表紙をよ
く見ると分かりますよ。

『うさこちゃんのたんじょうび』
ディック・ブルーナ／ぶん・え
いしいももこ／やく 福音館書店

お誕生日に一番好きな服を着たうさこちゃ
ん。プレゼントをもらったり、友だちと遊んだ
りして過ごします。『うさこちゃんのたんじょ
うび』は、朝起きてから夜寝るまで、うさこ
ちゃんの誕生日の１日を描いています。
（中図書館

新田さんより寄稿）

＊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。
今年度企画している中のいくつかを今回ご紹介します！

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8月１日

9月の防災の日を迎えるにあたり、緊急時の手当てに
（平成29年度 第3号）
通算第65号
ついて学びませんか？こどものケガ・体調不良の際、一番近くにいるのは親である皆さん
です。いざという時、どうしたらいいんだろう？日頃からの備えとして、今年も日本赤十
字社の講師よりこどもの病気の特徴や、日常おこりやすい事故に対する応急手当について学びます。
日時：2017年9月9日（土）①10：00～12：00 ②13：30～15：30
＊①②とも同じ内容で実施いたします。
対象：地域の子育てに関心のある方、テーマに関心のある方、子育て・孫育てをしている方
＊親子同室で受講できます。託児はありません。
内容：こどもに起こりやすいけがや病気の手当て
講師：日本赤十字社 指導員
会場：のんびりんこ 研修室
申込：8月1日（火）より中区社会福祉協議会にて電話・FAX・はがき・E-mailにてお申し込みください。
電話：045-681-6664 FAX：045-641-6078 E-mail：info@nakasya.net

6月3日（土）に日の出川公園に親子が集い、好天のもと、
外遊びを楽しみました。参加者は父/９名･母/13名･お子さ
ん/22名･合計44名。主任児童員２名･地域の方２名･ボラン
ティアさん４名などたくさんの方に見守りやお手伝いをしてい
ただきました。中スポーツセンターのお兄さんトレーナーの指
導で、親子で組になりロボット歩きやぶら下がりごっこ、ジャ
ンケンして負けたら足を開いていくゲームを行いました。お子
さんもパパも、お～とっと！となりながらニッコニコ。棒を飛
び越えたり、くねくねロープの上を歩いたり、何回も何回も繰
り返して楽しみました。「簡単」だけど「楽しい」＝「運動セ
ンスを伸ばす遊び」をたくさん楽しみました。昔遊びコーナー
では独楽、お手玉、けん玉、竹とん
ぼなど、パパもやったことのない遊
びにも一緒に挑戦！不老町地域ケア
プラザの子育て支援「あのね」を特
別開催して頂き、講義を聞いたり、
お昼を食べたり…親子の笑顔が溢れ
た土曜日でした。

6月17日（土）にのんびりんこにて安全ミニ講座を
実施しました。
＊11：00～11：30 7組(大人11人(ﾂｲﾝｽﾞｻﾛﾝ))
＊13：30～14：30 5組(大人9人)
ご家族での参加も多く、子どもにとって安全な環境作
りや、もしもの時の心肺蘇生法などを学びました。毎
日過ごしている家の中にも、お外にも危険がいっぱ
い！ただし…危険な物を全部を排除することはできま
せん。大切なのは意識すること。「何が危険なのか」
「だからどうするのか」を家族で考え、共有しておく
ことが大切です。また、子連れで参加できる講座とし
て、親子同室で実施しまし
た。多少にぎやかでもOK!
アンケートでも｢子連れで参
加できてありがたい｣という
声をいただき、講師も参加
者も有意義な時間となりま
した。

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。
月

火
１

水
２

木
３

金
４

土
５

６
すくすく親子
Room

保育士相談
助産師相談

７

８

９

１０
カウンセラーによる
気軽な相談

保育士相談

休館日

いろんな国の言葉
であそぼう

１１

１２

休館日

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
8/23(水)･9/ 7(木) 11:00～11:30
8/12(土)･9/26(火) 14:00～14:30

１３
あかちゃんと一緒に
おしゃべりタイム

お誕生日会

日

8/18(金)･9/20(水)14:00～15:00

休館日

保育教育
ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ相談

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

おはなしの時間
１４

１５

１６

１８

１９

横浜子育て
ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ入会説明会

休館日
２１

１７

２３

２５

ホッとカフェ

２６

休館日
２７

横浜子育てｻﾎﾟｰﾄ
ｼｽﾃﾑ入会説明会

サマーイベント

休館日

あかちゃんと一緒に
おしゃべりタイム

２９

２８

３０

３１

9/1

9/2

9/3
すくすく親子
Room

消費生活推進員より
生活の知恵講座

8/ 5(土) 11:00～12:00
『子どもにとって家庭って…』
～イヤイヤ期を楽しむ工夫～
9/ 2(土) 11:00～12:00
『子どもをあずかるって…』
～親の気持ち・子どもの気持ち～
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）

外で遊ぼう！
9/20（水）10:00～11:30
場所：本牧山頂公園
集合：レストハウス前
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。

消費生活推進員より
生活の知恵講座

9/ 5（火） 14:30～15:00
関内を拠点に活動している「横浜桃の会合唱
団」の皆さんと、日本の童謡や唱歌を楽しみま
しょう。「しゃぼん玉」
「さんぽ」などよく知っ
ている歌を声楽家の歌声を生で聴いたり、地域
の方と触れ合いながら一緒に歌いましょう。

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。

みんなで歌おう

カウンセラーによる
気軽な相談

保育士相談

休館日

２４

9/28（木） 11:00～／11:40～

ツインズカフェ

栄養士相談
子育て応援
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ説明会

２２

２０

すくすく親子ROOM

「ひろば」での気軽な相談

8/29(火) 11：00～11:30
14：00～14:30
紙芝居やクイズで新・洗濯表示についてなど、
毎日の生活で誰もが関係していることについて
消費生活推進員の方が分かりやすく教えてくれ
ます！

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
４

火
５

水
６

７
カウンセラーによる
気軽な相談

みんなで歌おう

休館日

木

金
８

土
９

あかちゃんと一緒に
おしゃべりタイム

日
１０

幼児安全法講座

休館日

助産師相談

１１

１２

休館日
１８

１３

１５

保育教育
ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ相談

お誕生日会

保育士相談

横浜子育てｻﾎﾟｰﾄ
ｼｽﾃﾑ入会説明会

栄養士相談

２０

２１

２３

休館日

２７
保育士相談
あかちゃんと一緒に
おしゃべりタイム

２４

２９

30

おはなしの時間
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
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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

のんびりんこで沐浴体験!
２８

※ お問い合わせはのんびりんこ（045-663-9715）まで

月２回実施 8/ 9(水)・23(水)
9/ 6(水)・20(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 8/ 1(火)13:00～15:00
9/ 6(木)10:30～12:30

8/8(火)・9/12(火)
10:30～11:30

休館日

外遊び
＠本牧山頂公園

２６

休館日

出張横浜子育て
ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ入会説明会
(新山下地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ)

カウンセラーによる
気軽な相談

２５

１７
沐浴体験

２２

子育て応援
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ説明会

保育士相談

１６

※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

いろんな国の言葉
であそぼう

１９

休館日

１４

栄養士相談(ミニ講座と栄養相談)
月1回実施 8/18(金)10:30～12:30
9/14(木)13:00～15:00

第3回

9/16(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：8/15(火)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。

おたんじょうび会
8/10(木)・9/14(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。

ツインズカフェ
8/19（土） 10:00～12:00
｢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。今回は夏の
スペシャルドリンクもご用意しています。ホッと
一息ついてくださいね♥
※お子さんの飲みものは各自ご用意ください

ホッとカフェ
8/19（土）13:30～15:00
パパもママも子育ては楽しい！でも、ちょっと
大変だなって思う時もある…そんな思いを一緒
に話しませんか？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。

サマーイベント
8/25(金)14:00～14:30
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・お兄さんとあそぼ
う！手遊びやパラバルーンなど楽しいことがい
～っぱい！

保育教育コンシェルジュ相談
月1回実施 8/ 9(水)10:30～12:00
9/13(水)13:30～15:00
9/28(木)10:30～12:00
※4～8月は月１回
9～10月は月2回実施します
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 ※8/15、9/5はなし

幼児安全法講座
9/9（土）①10:00～12:00
②13:30～15:30

横浜子育てサポートシステム
入会説明会
8/16(水)・8/26(土)
9/13(水)・9/26(火)
10:30～11:30
※出張入会説明会
9/22(金)@新山下地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ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

子どもに起こりやすいけがや病気の手当てにつ
いて学ぼう！①、②とも同じ内容で行います。
対象：地域の子育ての興味のある方、
テーマに関心のある方、
子育て・孫育てをしている方
内容：子どもの病気の特徴について、日常おこ
りやすい事故に対する応急手当について
学びます。
講師：日本赤十字社 指導員
定員：各１0人（先着順）
※子どもも同室で受講できます。
予約：8/1（火）より中区社会福祉協議会に
電話(681-6664)･FAX(641-6078)
E-mail(info@nakasya.net)で申込み
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