
ふしぎなしっぽのねこ
　　　　　　カティンカ

ジュディス・カー／作・絵　
こだまともこ／訳
徳間書店／出版
対象／幼児～

編 集 後 記  

 ももの里保育園提供

 じゃこトースト

　お姫様ブーム中の娘。自宅ではずっとドレス（ノース
リーブ）を着ています。見ているこっちが寒い…。でも
去年まで頻繁に風邪をひいていたのに、今年はひいてい
ない！娘なりの薄着健康法となったのでしょうか？   　
　　　　　　　　　　　　　   　　　　　  （T・O記）

①食パンにマヨネーズを薄くぬる。

②①の上からちりめんじゃこと粉チーズをまんべんなく散らす。

③オーブンやトースターで軽く焼き目がつくまで焼いて完成。

カティンカは、ふつうのねこ。
でも、しっぽはちょっぴりと
くべつ。あるよる、カティン
カのしっぽがひかりました。
どうぶつたちもあつまってき
て、いったいなにがはじまる
のかしら…？

●レシピ

●材料【子ども 1 人分（子ども 1人：211kcal）】

　次回以降の編集会議は、2月21日（木）、3月
22日（金）午前10時から中原区役所別館1階
幼児室で行います。お子さん連れでも参加でき
ます。申込も不要ですので、ぜひ一度見学にい
らしてください♪

なかはら子ネット通信を一緒に作って下さる方募集中！

市公営保育園の献立表をホームページでも見ることができます。

川崎市公式ホームページ

「保育園　献立」で検索 保育園　献立 × 検 索

いつものパンが手作りおやつに変身!!

離乳食完了後から食べられます。マヨ

ネーズと粉チーズはレシピではたっぷり

の分量なので、調整してください。

〇8枚切り食パン ……… 1枚

〇マヨネーズ ………… 8g

〇ちりめんじゃこ ………… 4g

〇粉チーズ ………………… 8g

 

平成31（2019）年２月 

発行：中原区総合子どもネットワーク（なかはら子ネット） 

なかはら子ネットは区内で子育てしている人達を応援する 
中原区総合子どもネットワークの愛称です。
区内の自主グループや関係団体・機関等で組織しています。
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連絡先：中原区役所地域ケア推進担当

電話：044-744-3304／FAX：044-744-3196
次号（第75号）は

平成31（2019）年４月発行予定です。中原区
シンボルマーク

 

　｢動物を通じて誰もが集い、憩い、学べる交流施設」として、高津区から中原区に移転します。
“来所型いのち・MIRAI教室”の開催や市民交流スペースの開放などを通じて、地域に親しまれる施
設をめざします。グループでのスペース利用や施設の見学も可能ですので、事前にご連絡ください。

■川崎市動物愛護センター　ANIMAMALLかわさき
　中原区上平間1700番地8　電 話：044－589－7137
　　　　　　　　　　　　　 FAX：044－589－7138

　※電話とFAXは2月12日より運用開始

　開館日時：月～木・日（8時30分～17時15分）
　　　　　　祝日・年末年始は休館　
　入 館 料：無料
　交　　通：電車　ＪＲ南武線平間駅から徒歩7分
　　　　　　　　　　　　　　鹿島田駅から徒歩11分
　　　　　　 バス　東急バス「鹿島田」バス停から徒歩6分
　　　　　　　　　市バス　「平間小学校前」バス停から
　　　　　　　　　　　　　　徒歩4分
　※館内には、バリアフリートイレ、おむつ交換スペース、授乳室、
　　ＡＥＤを完備しています。
　　なお、ペット同伴の入館（屋内利用）はできません。
　

0歳～未就園児の子ども達とママでゆる～く活動しています。遅刻、早
退、ドタキャン、大丈夫です！みんなでやりたい事を考えて楽しく遊ぶ
感じですので、まずはお気軽に見学に来てください♪

本紙の配布や掲示に協力してい
ただける場所を探しています。
右記までご連絡ください。

　活動場所：平間こども文化センター
　対象月齢：0歳～未就園児
　開 催 日：主に火曜日（月2回）10：00～12：00

35歳以上のママが対象のサークルです。育児のお悩み座談会や、季節
ごとのイベント、工作、遠足など、参加者の希望で活動内容を決めてい
ます。40代のママも活躍中です。同年代のママ友が欲しい方はぜひ！

ひよこクラブ
　活動場所：福祉パルなかはら　
　対象月齢：0歳～未就園児
　開 催 日：主に第2・第4火曜日　10：30～13：30

ブルーベリー

季節の行事や、体を使った遊び、工作などのほか、遠足や消防署見学など
もあります♪1年間同じメンバーで過ごし交流を深めます！2月21日
（木）10：00～が見学会（メンバー募集日）です。
前日までに、takenokoclub_mail@yahoo.co.jp あてにご連絡ください。（先着20名）

　活動場所：新城こども文化センター
　対象月齢：1歳6ヶ月～未就園児
　開 催 日：毎週木曜日　10：00～11：00

工作や公園遊びなどの活動をしていま
す。色々なイベントを考えて、子ども達
が楽しめるよう工夫しています。今年は
牛乳パックを繋げてそうめん流しをしま
した。来年度に向けてメンバー募集中で
す。まずは、遊びに来てみてください。

たけのこクラブ
　活動場所：西加瀬こども文化センター
　対象月齢：1歳6ヶ月～未就園児
　開 催 日：毎週火曜日　10：30～ 12：00

アンパンマン
キッズ
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　区内で活動している子育てグループが大
集合！活動の様子や見学希望など、グルー
プの方と直接お話することができます。お
もちゃ作りやお絵かきコーナーもあります。
ミミケロにも会えるかも？

子育てグループ説明会「子育てグループ知りたいな」

　日　時：２月25日（月）10：00～11：30（予約不要・入退場自由）

　場　所：中原区役所５階会議室（ベビーカー置き場は５階に設けます）

　対　象：関心のある保護者と０歳から小学校入学前までのお子さん

※グループの問い合わせ先は下記までご連絡ください。
　問い合わせ：中原区役所地域ケア推進担当　TEL044-744-3239　FAX044-744-3196

平成31年2月12日（火）に新・川崎市動物愛護センター

愛称「ANIMAMALL かわさき」が

上平間に移転・開設します！

①いのちを学ぶ場

②いのちをつなぐ場

③いのちを守る場

動物愛護センターの３つの役割

アプリへの投稿を通じて、
不用品の譲渡等もできます。
困った時にはアドバイスが
もらえるかも！

問い合わせ

中原区役所地域振興課　電話044－744－3282
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� たけのこクラブ 新城こども 
文化センター

　1歳6か月～　 
　　　未就園児

毎週木曜日 
10:00～11:00 �

国際子育てひろば 
「コアラ」 福祉パルなかはら 現在0～3歳児

� 井田キッズ 井田こども 
文化センター 2歳～3歳 第2・4金曜日 

10:00～12:00 �
プレイセンター 

かんがる～ 中原市民館 他 0歳～未就園児

�
アンパンマン 

キッズ
西加瀬こども 
文化センター

　1歳6か月～ 
　　　未就園児

毎週火曜日 
10:30～12:00 ��

大谷戸第4東町 
母親クラブ

大戸こども
文化センター

東町在住の0歳～就学前で、
町内会費を納めている方

 

� ひよこクラブ 平間こども 
文化センター 他

　0歳～　 
　　　未就園児

主に火曜日（月2回程度）
10:00～12:00 �� でんでんむし 新丸子こども

文化センター 他 0歳～未就園児  

� ポッポキッズ 下沼部町内会館 他 　0歳～ 
　　　未就学児

木曜日（月3回位） 
10:00～11:30 �� ツインキッズ 区役所別館 1 階

幼児室 ふたご・みつごなど  

� きらきら星 新丸子こども文化センター、
福祉パルなかはら

　1歳6か月～ 
　　　未就園児

毎週金曜日 
10:15～11:30 �� ひなた村8番地 中原平和公園 他 0歳から  

�
子育てサークル
ブルーベリー 福祉パルなかはら 　0歳～未就園児 

　35歳以上のママ
第2・4火曜日 
10:30～13:30 �� ごうじ母親クラブ 神明神社２階 0歳～未就学児  

中原区は PIAZZA ㈱と協定を締結しました。武蔵小杉駅周辺にお住まいの方に地
域でのお友達を増やしてもらおうと、地域アプリ「PIAZZA」の利用を呼びかけ
ています。地域のイベント情報収集や情報交換にぜひお役立てください。

（中原図書館提供）

※説明会に参加
するグループ
や詳細はQR
コードからご
確認ください。

アニマモール

アニマモール

小学生向けサマースクールの様子
（旧センターにて）

PIAZZA㈱のホーム
ページはこちら


