年末年始くらいいいじゃない、声を大にして言っちゃおう♪

その2

私 こ ん なこと頑張りました！

友達づくり。引っ越してきてから支援センターに週 3 回以上通い、
いつも会うママ達と気軽に話ができる関係に（Y・Ｔ、９か月のママ）

「来年はこんな１年にします！」や
「こんな１年になるといいな〜」を教えて♪

苦手な虫取りのための公園通い。
片栗粉スライムや絵の具遊び
！
などにも試行錯誤でチャレンジした
(N・M、1 歳と３歳のママ )

4 月から職場復帰なので仕事と育児の両立を頑張る！
関西のひいおばあちゃんに娘を会わせたい。
妊娠前の体重に戻したい（笑）（Y・T、９か月のママ）
※回答：子ネット通信編集委員のママ・パパ

もっと絵本を楽しもう！

キリンのなやみごと（中原図書館提供）

美味しく簡単にできるごはんのレシピを紹介します。カレー風味で
色合いも良く、クリスマスの献立にもおすすめのレシピです。
ピラフの上にリボンパスタやパプリカ、人参を型で抜いたもので盛り
付けると、よりかわいくお子様と一緒に盛り付けも楽しめます。

作／ジョリ・ジョン
絵／レイン・スミス
出版社／化学同人
対象／幼児

※離乳食を卒業したお子さん向けのメニューです。

材料【大人２人分＋子ども３人分（子ども 1 人：260 kcal）】

＊ごはん …………………………3 合
＊ほうれん草…………180g（1 袋弱）
＊たまねぎ ………………… 1/4 個
＊赤ピーマン………………… 中 1 個
＊豚ひき肉……………………… 80ｇ

＊油 ……………………… 大さじ 2
●鶏がらスープの素 ……………

1ｇ

●カレー粉 ………………………

2ｇ

●食塩……1ｇ

＊にんにく… 2ｇ
（チューブ 約2cm）

キレ
イ

●

リスマスにぴっ
色でク
たり
！
な緑

●レシピ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

①ほうれん草を洗い、軸の部分を切ってから塩を
少し入れたお湯で下ゆでをして、プロセッサー
等でペースト状にする（みじん切りでも OK）。
玉ねぎ、赤ピーマンはみじん切りにする。
②鍋に油を熱し、
にんにく・玉ねぎをよく炒めたら豚ひき肉を入れ、酒（分量外）
をかけてしっかりとお肉をほぐしながら炒める。
●の調味料を入
③火が通ったら、ほうれん草、赤ピーマンを入れて少し混ぜ、

れて味がなじむまで炒める。
④ごはんに③を混ぜ合わせたら完成。

公立保育所の献立表は
川崎市公式ホームページ「保育所 献立」で検索 またはQR→
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。

中原区の
シンボルマーク

自分の首が細くて長いことにコン
プレックスをもっているキリンのエ
ドワード。ほめてくれるのはママだ
け。ある日、カメのサイラスと出会
います。サイラスはエドワードにし
かできないお願いをして…。自己肯
定感を育む１冊。

編集後記
編集会議は、子育てのちょっとした相談、地域の情報、タイムリーなト
ピックなどについて楽しく、そしてちょっと真面目に保育所の先生や区
役所の皆さん、ともに子育てに奮闘しているママさん達と和気あいあいと
お話ししたり、体験したりできる場。いつも楽しみにしています(^^)
文章に自信はないけれど、残り少しの育休の間、皆さんと楽しく「この
ゆびと〜まれ！」を作っていけたらなと思っています。
（Ｙ・Ｔ記）

このゆびと〜まれ！を一緒に作ってみませんか？
次回以降の編集会議は、12月14日（火）、1月20日（木）午前10時
から、中原区役所別館１階幼児室で予定しています（1時間程度）。
ご興味がある方は気軽にお問い合わせください。
※念のため開催の有無を下記の連絡先へ確認してください。

連絡先：中原区役所地域ケア推進課

電話：044-744-3304 ／ FAX：044-744-3196
65keasui@city.kawasaki.jp

次号（第 92号）
は
令和 3
（2022）年 2 月発行予定です。

さむーい冬！おでかけもいいけれど、
ぬくぬくおうちでも楽しみたい♪

おうち時間を楽しむヒントをお届けします。

う

ち

時間の過ご

み ん なの お す す め絵本紹介

保育士さんに聞きました！親子で絵本を楽しむヒント

編集委員から 「かがみのサーカス」
わたなべ ちなつ / 福音館書店

絵本は０歳の赤ちゃんから楽しめるものです。赤ちゃんはお話の内容
絵本は０歳の赤ちゃんから楽しめるもの
です。赤ちゃんはお話の内容

よりもママやパパの声を聴いて沢山のことを感じ取っています。家庭で

鏡のような特殊な紙に半ページだけ絵が描かれて
いて、開くと絵がページ全体に広がります。1 才半の
娘は、奥行きのある鏡の世界が気に入ったようで、
ひとりで色々試してみたり、おとなと一緒にやった
りして、一日に何度も読んでいます。
（M・A 記）

は読み聞かせのテクニックは気にせず、親も一緒に楽しむ
親も一緒に楽しむことが一番大
ことが一番大
は読み聞かせのテクニックは気にせず、親も一緒に楽しむことが一番大

事です。１歳過ぎには反応がより豊かになってきて、
さらに成長すると
「こ
れよんで」とアピールしてきたり、お気に入りの絵本ができたり、親子

で絵本の楽しさを共有しやすくなります。小さなうちは、ゆったりと心
で絵本の楽しさを共有しやすくなります。小さなうちは、ゆったりと心
がふれあうツールと捉えるのがいいでしょう。
がふれあうツールと捉えるのがいいでしょう。

地域子育て支援センターなかはらから

（中原区保育・子育て総合支援センター 保育士）

＊０歳児におすすめ＊

ほうれん草のカレーピラフ（多摩保育園提供）

ー ムでも 楽
♪

夏休みが延長になり今日もそうめん！？
と言われながらのお昼づくり
（Y・Ｊ、小 2 と小５のママ）

イホ

しく

来年こそは旅行！車で遠出して、
一緒に
たくさん思い出を作りたい。長男と
後かなと
で最
旅行
回の
温泉に入れるのは、次
です
そう
が出
、涙
けで
考えただ
マ）
（Ｆ・Ｔ、５歳・３歳・１歳のマ

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。

お

子どもとたくさんお話しするよう
にしたら、かなり仲が深まった
（K・A、１歳のパパ）
離乳 食 ♪
の

た

「夏祭り」に浴衣を着せて
連れていきたい！
（K・H、２歳・６歳のママ）

おはなしよんで

み

ママ

発行：中原区総合子どもネットワーク（なかはら子ネット）

なかはら子ネット通信

くさん 本物 に触れさせたい。
飛行機にたくさん乗る！子どもをた
歳のママ）
私はジムに通いたい（M・A、１

給食はノー会話の子ども達。向かい合って班になって
けど地域活動にも
育児家事介護の両立。しんどかった
ワイワイ食べられるようになるといいな！（Y・Ｊ、小 2 と小５のママ）
のママ）
１歳
・A、
（M
！
んだ
て済
なく
参加できたおかげでふさぎ込ま
ぐ っすり
い遊ん で
zzz
キャンプや公園めぐり、車中泊など
っぱ
に
い
チャレンジしたい
育児書通りにはできていないけど、元気にすくすく
の水着借りて
(N・M、1 歳・３歳のママ )
育っているので、ここまで頑張った自分を褒めて
あげたいな（Y・Ｔ、９か月のママ）

めて
初

91

子どもも大人も何かと我慢の多かった 2021 年。ママ・パパ達はきっと普段以上に頑張る場面が多かった
のではないでしょうか？「お疲れさま」の想いを込めて、みんなの声をご紹介します！

方

その1

令和 3（2021）年12 月

し

リサーチ！

みんなの今年頑張ったこと、来年やりたいこと大発表！

ステ

ミミケロ

［くっついた］ 三浦太郎 / こぐま社
ページをめくると色々な動物が次々とくっつく姿に思わず親子でも
ぎゅーっとくっつきたくなること必至です！
＊１歳児におすすめ＊

「自動車文庫」
「自動車文庫
」を知っていますか？
市立図書館では、自動車文庫が２週間に１回市内を回り、貸出を行っ
ています（雨天中止）。中原区内では、平間公園・上小田中西公園・市営
宮内住宅・井田小学校の４か所を巡回します。詳しい利用方法などにつ
いては、図書館ホームページをご覧ください。

［おしくら・まんじゅう］かがくいひろし / ブロンズ新社
大人気「だるまさんが」シリーズの作者の作品。テンポよく印象に
残る擬音とほんわかした絵に、親子でプッと笑っちゃう絵本です。
＊2 歳児におすすめ＊
［わにわにシリーズ］小風さち（文）山口マオ（絵）/ 福音館書店
『わにわにのおふろ』『わにわにのおでかけ』など、ユーモラスなわにわに
の絵と「じょろろーん」などの擬音で表現される世界観にはまるシリーズです。
☆地域子育て支援センターなかはらの他、公立保育園でも保育士セレクト
「ベビーカースルーで貸出絵本」
のおすすめ絵本が借りられる「
「ベビーカースルーで貸出絵本
ベビーカースルーで貸出絵本」を実施中
ベビーカースルーで貸出絵本
です。詳しくは中面をご覧ください。

詳しくはこちら

編集委員が利用してみました！
沢山の本が積まれていて、子ども達は珍しい車に大興奮！中に入って自
分で読みたい絵本を選んで借りました。おとな向けから子どもの絵本まで
揃っていて、近所で借りて返却できるので、とても便利でした。（F・T 記）

コロナ禍で一気に身近になったオンラインでのイベントや講座。
子どもと一緒に 「ちょっと苦手かも…」という方もこの機会に一度試してみませんか？
オンライン体験 おうちでみんなとおしゃべりできたり、冬の運動不足を解消できる講座もありますよ。
編集委員がオンライン親子体操にチャレンジ！
１歳 11か月の息子と Zoom で参加しました。ス
マホやタブレットだとすぐに触ってしまうため、テ
レビに写したところ、画面も見やすくスムーズでし
た。少し鼻水が出ていても気軽に参加できたのも良
かったです。会場との同時開催
で、先生や他の参加者が名前を
呼んでくれたり、近くに来てく
れたりして、子どもも一緒に
楽しめました。 （N・M 記）

講座では、３児の母でもあるさっちー先生から
おうちで簡単にできるタオル遊び を教えていただきました。
その１ 広げてそり遊び
バスタオルにお子さんを乗せて引っ張ります。首が座った子はうつぶせで、お座りができる子は座ら
せて、バランス感覚を養う運動に。２・３歳になると立って乗れる子も。お子さんが後ろに倒れないように、
引っ張る手は低くしてゆっくり動きましょう。
その２ 丸めて結んでボール遊び
普通のボールは月齢が低い子だと扱いが難しいですが、タオルだと赤ちゃんでも握りやすく、当たっても
痛くない、転がり過ぎないボールになります。転がしたものを追いかけて取りに行ったり、たくさん作って
積み上げるのもいいですね。
参加した講座「さっちーと一緒にのびのび親子体操」の情報は中面に♪

