
【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６６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：横浜市中区地域 

子育て支援拠点 

のんびりんこ 

ヘルスメイトからのお便り その15 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～ 
 

 横浜公園も少しづつ秋の景色になってきました。涼しさが寒さに変わるこれからの時期は、温かい料理が恋しくなり

ますね。アツアツの具沢山「簡単茶わんむし」はいかがですか？お子さんからご高齢の方まで、どなたにも喜ばれるで

しょう。具材をアレンジすれば、突然のお客様への１品にもなりますよ。出来立ては非常に熱いので、小さなお子さん

には温度に充分気を付けてあげて下さいね。 

簡単茶わんむし 

【材料】２人分（１人分 熱量：105kcal 塩分：1.5ｇ） 

 ・卵…１個  ・鶏むね肉…４切れ（40ｇ） ・かまぼこ（薄切り）…２枚（20ｇ）  

 ・ほうれんそう草…１株（20ｇ）      ・生しいたけ…１枚（40ｇ）   ・里芋…中１個（40g） 

・調味液A（だし汁 カップ１（☆）、しょうゆ 小さじ１と１/２、塩 少々） 

・調味料B（酒 小さじ１、塩 少々） 

【作り方】 

① 卵は白身を切るように溶きほぐし、調味液Aと混ぜ、ザルなどでこしておく。 

② 鶏肉は食べやすい大きさに切り、調味料Bで下味をつける。かまぼこは食べやすい大きさに切る。 

  ほうれん草はゆでて、水気を絞り２㎝位に切る。里芋はゆでて４つに切る。 

  生しいたけは汚れと石づきをおとしてから、軸と笠に切り分け、軸は縦に裂き、笠は薄切りにする。 

③ 耐熱性の茶わんを２つ用意し、それぞれに②の具を入れてから①の卵液を静かに流し込む。 

④ 鍋に深さ1.5cm位の水を沸騰させ、③を入れたら、かたく絞ったぬれ布巾をかけてから蓋をし、 

  中火で約10分蒸す。（布巾は水蒸気が茶碗蒸しに落ちないようにするため→アルミ箔で器に蓋をしてもよい） 

⑤ 竹串を中央に刺し、中から澄んだ汁が出てくれば出来上がり！ 
 

☆簡単だしの取り方☆かつお節6ｇを茶こし付の急須に入れ、熱湯200mlを注いで1分間ほど置くとできあがり！ 
 

【おすすめのポイント】 

＊お急ぎの場合は、調味液Aをだしつゆの素で代用できます！ 

 （３倍濃縮タイプの場合,つゆの素大さじ１と1/2＋水カップ１） 

＊器は湯飲み茶わんやマグカップで。蒸し器がなくても鍋を使えばお手軽です。 

＊えびや塩ゆでしたユリ根・ぎんなんを使えば本格派茶わん蒸し。具材は人参・ 

 かぶ等冷蔵庫にある野菜、煮物の残り等いろいろ工夫してご家庭の味にして下さい。

  

 

 

 

 

 

 9月9日（土）に保護者向け、11日（月）に子育て支

援者向けの幼児安全法講座を行いしました。保護者向け

の講座は午前・午後の２回行いましたがどちらも定員に

達する人気ぶり！保護者のみなさ

んの関心の高さがうかがえまし

た。講座の中では「こどものケガ

や病気について」をメインに学び

ました。 

 その他にもバンダナやストッキ

ングを用いた応急手当の方法や、

子育て支援者向けの講座ではAEDを使って乳児と幼児の

心肺蘇生法を学びました。備えあれば憂いなし!良き学び

の時間となりました。 

運動の秋！学びの秋！お子さんと一緒にのんびりんこで遊ぼう♪学ぼう♪ 

パパと一緒に参加する事業をご紹介します。ママももちろんご参加いただけます。 

 小さな男の子「ぼく」がおもちゃのアヒル「プッカ」を連れてお風呂に入ります。 

するとお風呂の底から、カメ、ペンギン、オットセイ、カバ、クジラが次々に出てきます。 

それぞれの動物との会話はとても楽しくて、そのままお子さんとの日々の暮らしにきっと再 

現されることでしょう。日常と空想の世界がつながり、子どもの心の世界の楽しさ、豊かさ 

に大人も気づかされます。 

 本には4歳からと書かれていますが親子でなら2・3歳から楽しめます。大きくなったら自 

分で読んでも楽しめますので、長い間、手元で大切にしたい絵本です。保育園や地域、図書 

館のおはなし会でも子どもたちが大好きな絵本です。 

（ことりの会 賀谷さんより寄稿） 『おふろだいすき』松岡享子・作 林明子・絵 福音館書店 

 

 

 

 毎日お仕事に忙しいパパはなかなか子どもとゆっくり

関わる時間が取れませんよね？そんな中でもできるパパ

ならではの子育て方法をお子さんと一緒に遊びながら学

びませんか？ 

 「パパと子ども」をテーマに３回連続講座

としてのんびりんこ・麦田地域ケアプラザで

実施します。各回のテーマや日程にあわせて

の単回参加もOKです。 
 

日時：①10月21日（土）＠麦田地域ケアプラザ 

   ②11月  4日（土）＠のんびりんこ 

   ③2018年1月27日（土）＠のんびりんこ 

   ★時間は全て10：30～12：00となります★ 

対象：未就学の子どもとパパ 

   ＊兄弟児やママの参加もOKです 

★詳しくはチラシ・のんびりんこHPをご確認ください★ 

 

 
 
 

 秋の公園にはいろいろな落ち葉や松ぼっくり木の実な

ど、子どもたちの楽しみがいっぱい！その中の一つ、落

ち葉をたくさん集めた「落ち葉プール」を実施します。 

申し込みは不要です。ご家族そろってお越しください！ 

 

日時：11月25日（土） 10：00～11：30  

         小雨決行（荒天中止） 

場所：本牧市民公園  

    レストハウス周辺 

対象：未就学児の親子 

 

★詳しくはチラシ･のんびりんこ 

ＨＰをご確認ください★ 

発行日 

平成２９年10月１日 
 

（平成29年度 第4号） 

通算第66号 

子育てが楽しくなる！新山下地域の施設にパパと一緒にお

でかけして、よくばりに色々楽しんじゃいましょう！ 

  中スポーツセンター 

施設見学＋パパとふれあい遊びの体験！インストラクター

による『子どもの発達』のミニ講座も！ 

    新山下地域ケアプラザ 

特別開催の『おひさま』の体験。おもちゃやドリンクバー

のある多目的ルームで情報交換！ 

日時：１０月２８日（土）10：00～12：00        

対象：主に中区在住の歩けるようになった 

   未就学児とパパ＊ママも一緒も参加可能 

定員：先着１５組 

★詳しくはチラシ・のんびりんこHPをご確認ください★ 
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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 

10/12(木)･11/9(木)11:00～11:30 

のんびりんこで沐浴体験! 第4回 
11/18(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 

すくすく親子ROOM 
   10/  7(土)  11:00～12:00 

   『子どもをあずけるって…』 

    ～保育園･幼稚園との関わり方～ 

   11/11(土)  11:00～12:00 

   『子どものあそびって…』 

    ～のびのびあそぼう～ 

子育て応援ボランティア説明会 

10/12(木)･11/14(火)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：10/17(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。 

すくすく親子 

Room 

 

いろんな国のことばであそぼう 

横浜子育てｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ入会説明会 

  10/13(金)・10/26(木) 

  11/16(木)・11/29(水) 10:30～11:30 

※出張入会説明会（各会場10:30～11:30） 

 10/17(火)@麦田地域ケアプラザ 

 11/22(水)＠本牧和田地域ケアプラザ            

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 

10/10(火)・11/14(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 

横浜子育てｻﾎﾟｰﾄ 

 ｼｽﾃﾑ入会説明会 

休館日 

おはなしの時間 

11/30（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。 

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 

10/14(土)･11/10(金) 11:00～11:30 

10/24(火)･11/28(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 

月 火 水 木 金 土 日 
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休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

おはなしの時間 

出張のんびりんこ 

中スポ＆新山下CP

おでかけツアー 

骨密度測定と 

ウォーキング 

アドバイス 

10/11（水）10:00～11:30 

  場所：山手見晴らし公園   

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  

  10/20(金)13:00～15:00 

  11/15(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 

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 

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 ※10/31はなし      

保育･教育 

ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ相談 

いろんな国の言葉 

であそぼう 

あしあとコンサート 

保育士相談 

パワーヨガ 

出張横浜子育て 

ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ入会説明会 

(麦田地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ) 

ツインズサロン 

カウンセラーによる 

気軽な相談 

10/21（土） 10:00～12:00 

親子で楽しむ世界の絵本 

図書館司書さんから絵本の読み聞かせによる

効果や読み聞かせのコツを聞いて実際に親子

で絵本を読んでみましょう。中国語･英語の通

訳付き。協力：中区民活動センター 

外遊び 

＠山手見晴らし公園 

カウンセラーによる 

気軽な相談 

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 

保育教育コンシェルジュ相談 

月1回実施 10/  6(金)13:30～15:00 

     10/26(木)10:30～12:00 
 

※のんびりんこでのコンシェルジュ相談は

10月で終了となります。以降は区役所で予

約をして相談することができます。     

子どもと育つパパ講座 

  ～はじめの一歩～ 

①10/21(土)10:30～12:00 ＠麦田地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ 

  ｢パパの育児はじめの一歩＆身体あそび｣ 

②11/ 4(土)10:30～12:00 ＠のんびりんこ   

  ｢仕事と子育ての両立＆絵本の読み聞かせ｣ 

③2018年1/27(土)10:30～12:00 ＠のんびりんこ 

  ｢ほめる子育て＆パートナーシップ｣ 

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 

ツインズサロン 

休館日 紅茶講座 

リフレッシュ講座 

「ひろば」での気軽な相談 

①紅茶講座 

 10/31(火)11:00～11:45 

 対象：のんびりんこ利用者 15組 

 参加費：500円 

     ※母子同室となります。  

 申込：10/17(火)10:00～  

②パワーyoga 

 11/24(金)10:30～12:00 

 対象：のんびりんこ利用者 12組 

 参加費：300円  

 ※母子同室保育で、参加者が交互に見合うよ 

  うになります。 

 申込：11/10(金)10:00～ 

【申込方法】 

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。 

保育士相談 

カウンセラーによる 

気軽な相談 

｢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！ 

休館日 

すくすく親子 

Room 

あかちゃんと一緒に

おしゃべりタイム 

子どもと育つ 

   パパ講座① 

(麦田地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ) 

子どもと育つ 

   パパ講座② 

子育て応援 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ説明会 

親子で楽しむ  

絵本の世界② 

あかちゃんと一緒に

おしゃべりタイム 

横浜子育てｻﾎﾟｰﾄ 

 ｼｽﾃﾑ入会説明会 
保育士相談 

落ち葉プール 

＠本牧市民公園 

親子で食育 

(本牧原地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ) 

休館日 

休館日 

休館日 出張横浜子育て 

ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ入会説明会 

(本牧和田地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ) 

10/13（金） 

＊骨密度測定（先着20名） 13:30～14:30 

＊ウォーキングアドバイス  14:30～15:00 

健康運動指導士が子育て中でもできるウォーキ

ングの姿勢やポイントを教えます。 
問合せ:中区福祉保健ｾﾝﾀｰ☎224-8333 

子育てパパ＆ママの健康応援！ 

骨密度測定とウォーキングアドバイス 

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  10/ 11(水)・25(水) 

       11/  3(金・祝)・22(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  10/  5(木)13:00～15:00 

      11/10(金)10:30～12:30  

①11/21(火）②11/25(土)  

         14：00～14：30 

子どもと一緒に遊びながらパパならではの子育

てについて学びましょう。 

対象：未就学の子どもとパパ 
   ※兄弟児やママも一緒に参加できます 

定員：各回15組 

講師：NPO法人 全日本育児普及協会 

申込：10/7(土)10：00～ 

   来館又は電話にて受付け開始 

落ち葉プールであそぼう！ 
11/25（土）10:00～11:30 

  場所：本牧市民公園 

      レストハウス周辺集合 

秋ならではの外遊び！ビニールプールいっぱ

いの落ち葉で遊ぼう！ 

 11/3(金・祝)  

①11:00～11:40(10:15～順次楽器の作成) 

②14:00～14:40(13:15～順次楽器の作成) 

プロの音楽家による参加型打楽器コンサートで

す。大人も子どもも楽しめる曲がたくさん♪是

非ご参加ください。 

対象：主に中区近隣に在住の未就学児と保護者 

定員：各20組 

申込：10/11(火)10:00～ 

   来館又は電話にて受付け開始 

あしあとコンサート 

10/28(土)10:00～12:00 

対象：主に中区在住の 

   歩けるようになった未就学児とパパ 

   ＊ママも一緒に参加可能 

場所：中スポーツセンター10:00集合 

   ＊中スポーツセンターで遊んだ後、 

    新山下地域ケアプラザに移動します。 

申込：10/4（水）10:00～ 

   来館又は電話にて受付け開始 

出張のんびりんこ 

～中スポ＆新山下CPおでかけツアー

11/8(水)10:30～12:00 

ヘルスメイトさんによる講話と試食で食育につ

いて学ぼう！ 

対象：主に中区在住の10ヶ月以上の親子 20組 

会場：本牧原地域ケアプラザ 

申込：10/25(水)10:00～ 電話・来館 

   本牧原地域ケアプラザ ☎623-0971 

親子で食育～秋野菜で元気もりもり～ 

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  

   ※11月は講師が代行となります。 

（乳幼児運動指導・子育てアドバイザー） 

親子で楽しむ   

絵本の世界① 


