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第14 回なかはら子ども未来フェスタ

年に１度の子育てフェスタ！

「なかはら子ども未来フェスタ」は中原区の子育てに関する団体が
集まる、年に１度の子育てイベント。地域の子育て団体は
勿論、子育て真っ最中のママ・パパも企画、運営してい
ます♪子育て中の方も、これから子育て予定の方も、
是非ご家族で遊びにいらしてください。

大人気☆ミミとケロに会えるかも！？

としてお子さんに大人気のミミとケロ！
一緒に写真を撮ってあげると喜びます♪
日
時：11月30日（土）10時〜15時 雨天決行
場
所：中原区役所
問い合わせ：なかはら子ども未来フェスタ
実行委員会事務局
（中原区役所地域ケア推進課）
電
話：744-3257

親子で楽しめる！

作って遊べるコーナーや食育、
消防服の体験など、
お子さんと一緒に楽

しめるコーナーがたくさん！今年はさらに、子育て中のママやパパにう
れしい子育て団体などの情報を強化！参加したい場所が見つかるかも♪

第41回 なかはら ゆめ 区民祭

第９回コスギフェスタ2019

であい・ふれあい・ささえあ
い がテーマのお祭り。ステー
ジや模擬店などを楽しめます！
日 時：11月17日（日）
10時〜14時 雨天決行
場 所：中原区役所
問い合わせ：なかはら福祉健康まつり
実行委員会事務局
（中原区役所地域ケア推進課）
電 話：744-3304

こどもたちがまちを考え、まちをつくり、こど
もたちだけのまちを運営するプログラム。仕事を
してこどものまちの通貨を稼いで、お買い物をし
たり食べたり遊んだり。楽しみながら社会制度を
学べます。今年は何が起こるかな！？
日 時：11月16日（土）17日（日）
※時間帯はミニ
カワサキのホー
ムページをご
確認ください
場 所：国際交流センター
（中原区木月祗園町2-2）
参加費：1日券 500円 事前申し込み不要
対 象：18歳以下で、保護者なしで１人でまちに
入って楽しむことができるこども
問い合わせ：こどものまちミニカワサキ実行委員会
メール：minicity.kawasaki@gmail.com
［こどものまちミニカワサキ
実行委員会ホームページ ］▶

ころから食べることができます。

材 料：大人2人＋子ども2人分（子ども1人分 139kcal）

＊納豆（小粒かひきわり）……2パック

＊小麦粉………………………大さじ7

＊しょうゆ（下味）…………小さじ1/3

＊ベーキングパウダー……小さじ1/3

＊ニラ……………………………1/2束

＊白胡麻………………………大さじ1

＊にんじん………………………1/3本

＊卵 …………………… Mサイズ２個

＊たまねぎ………………………1/2個

＊塩 ……………………… 小さじ1/3

＊小女子………………………… 20ｇ

＊揚げ油 ………………………… 適量

こうなご

**********************************************************************

感もよく栄養ばっちりの一品です。離乳食完了期の

衣

レシピ********************************************************

●

①ニラは1ｃｍに刻み、にんじんは千切り、玉ねぎは薄切りにする。
こうなご

②納豆にしょう油で下味をつけて①と小女子を混ぜる。
③小麦粉とベーキングパウダーをまぜる。
④卵を割りほぐし③と白胡麻と塩を混ぜ②を混ぜる。
⑤中温
（170℃）の油に④をすくい入れ４〜５分揚げて、火が通ったら出来上がり。
公立保育所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
公式ホームページから「保育所 献立」で検索するか、QRコードから
ご覧ください。
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。

中原区の
シンボルマーク

著／すずきみほ

出版社／偕成社

対象／幼児〜

ふみちゃんは幼稚園から帰ってきたら、お部屋の中でさか
さまになります。さかさまになると、いつもみているもの
が、なんだか別の何かに見えてくるよ。さぁ、何が見えてく
るか、探検しよう！

************************************************************************
編集後記
大人にも魅力的な話題満載、紙面スペースが

足りず載せられないのが残念なほど。そんな濃厚かつ和気あいあいとし
た編集会議はホッとできる私の居場所でもあります。また、作り上げた
紙面を区内あちこちで目にすることができるのは、嬉しく、思い出に。
こんな優しい場所が沢山あれば、い〜なぁ。（R.O記）

編集委員大募集！
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、10月17日（木）
、11月21日（木）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。申込は不要ですので、お気軽にお越しください♪

連絡先：中原区役所地域ケア推進課

電話：044-744-3304 ／ FAX：044-744-3196
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穴場散策MAP

節。いろんな場所
過ごしやすくなってきたこの季
をご紹介します♪
。編集委員のおすすめスポット
すね
親子で体験できるといいで
マーク意味

1

上小田中高架下公園

所在地：中原区小杉町2-295-3
3

上小田中南公園

1
3

武蔵中原駅の近くにある上小田中南公園は走行中の
電車だけでなく、車両基地の電車が見えます！道路を
挟みますが、点検のために停車している車両を観察で
きます。車両基地から線路に上っていく電車も見るこ
とができるので、電車好きでなくて
もワクワクします！公園自体も広く
て遊びやすいのでおすすめです♪
また公園と車両基地の間の道路が路
線バスルートなので、走っている電
車と停車している電車、更にバスが
一度に見られることもあります！
（T.R記）

武蔵中原

新丸子

4

2

中原区役所

国際交流
センター
元住吉
日吉公園

所在地：中原区上小田中5-4-4

授乳室

４階にある展望デッキは明るいガラス張りになっ
ていて、東急東横線・目黒線武蔵小杉駅に乗り入れ
する10種類以上の電車を見ることができます！展望
デッキの両サイドには東急9000系の車両側部が取り
付けられ、子どもも大人も楽しめます。
所在地：中原区小杉町3-472

等々力緑地

武蔵新城

水道

武蔵小杉東急スクエア展望デッキ

5
市民ミュージアム

おむつ替えスペース

南武線武蔵小杉駅や東横線新丸子駅から歩いてす
ぐの、朱塗りの鳥居が綺麗な神社です。キツネの像
がたくさん(108体！) 、色々なポーズや大きさがあり
楽しめます。カエルの像が一つだけ混ざっています
ので、それを探すのも楽しいです。参拝客が少ない
時間には、神社での手水の使い方や参拝の仕方を教
えていただけます。車も入らず、安心してお散歩で
きるスポットです。
（S.T 記）
所在地：中原区新丸子東2-980

こすぎ公園

2018年12月オープン。周辺では珍しくボール遊
び可の広い公園。フェンスもあります。ボール遊
びのスペースと、小さいお子さんを中心とした遊
具の広場とが分かれているので、各世代が遊びや
すい公園。
トイレには
オムツ替え
シートスペ
ースがあり
ます。

多目的トイレ

京濱伏見稲荷神社

4

車両基地の武蔵新城寄りにある上小田中高架下公園は
狭いですが、車両基地の真横なので電車好きにはたまら
ないと思います！ （T.R記）
所在地：中原区上小田中3-3
2

トイレ

5

武蔵
小杉
向河原

JR

南武線

こうなご

も食べやすい人気メニューです。小女子も入って食

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。

中原
平和公園

東
海
道
新
幹
線

さかさまたんけんたい（中原図書館提供）

中原区総合子どもネットワークの愛称です。

東急
東
横
線・
目黒
線
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ニラと納豆の香りが食欲をそそり、納豆が苦手な子

みんなに
教えたい！

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

！
子どもと一緒に出かけよう にお出かけして、たくさんの「初めて」を

今年もやるよ！こどものまちミニカワサキ！

武蔵小杉最大のお祭り
「コスギフェスタ2019」
！
「心のふれあう ふるさと中原」をテーマに、町
内会・自治会、地元の関係団体で構成する実行委 皆さんお楽しみに♪
員会の主催で開催します。各種団体によるステー ★コスギフェスタ本祭
ジ、模擬店、ちびっこ小動物園など楽しい企画が ハロウィン・スタンプラリー
（要申込）、仮装コンテスト、
満載です！
仮装パレードなど盛りだくさん！
※一部内容が変更になる場合があります
日
時：10月20日（日）10時〜15時 雨天決行 日 時：10月19日（土）
10時〜19時
場
所：等々力緑地（中原区等々力１-１）
場 所：こすぎコアパーク
（武蔵小杉駅南口前広場）
問い合わせ：中原区民祭実行委員会事務局
ほか駅周辺に３会場
（中原区役所総務課）
★カレーEXPO
電
話：744-3124
地元のカレー専門店が集結するコスギカレーフェス！
4店舗のカレーが食べられる限定セット販売などがあり
ます。10/15〜31にカレー・スタンプラリーも開催。
日 時：10月20日（日）11時〜20時
場 所：こすぎコアパーク
（武蔵小杉駅南口前広場）
※申込が必要なイベントもあります。
下記にお問い合わせください。
主催・問い合わせ：コスギフェスタ実行委員会
電話：819-5888
［コスギフェスタ実行委員会ホームページ］▶

納豆の天ぷら（長寿保育園提供）
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第23回なかはら福祉健康まつり

中原区の子育てイメージキャラクター

★楽しみ方いろいろ

●

なかはら子ネット通信

令和元（2019）年10月

平間

運動の秋 芸術の秋 ちょっと足を伸ばして行ってみよう！
日吉公園
広場のほうでは東急東横線・東京メトロ南北線の行き交う様子が見えます。また斜面のぼりも楽しめます。
春には桜をはじめお花見もできる見晴らしの良い公園です。（長寿保育園）
所在地：横浜市港北区日吉2-31
アクセス：東急東横線・目黒線「日吉」駅徒歩11分

横浜人形の家
みなとみらい線元町・中華街駅から歩いて３分、マリンタワーや山下公園の近く
にあります。常設展と企画展（別途観覧料が必要）があり、常設展では人形の歴史
や文化を感じられ、世界の人形もたくさん飾られています。
（こちらは一部触れて遊
べます）約２か月ごとに内容が変わる企画展では、私は大好きなプーリップ展に行っ
たのですが、
男の子（お父さん）が好きそうなトランスフォーマー展もあったようで
す。また、４階に劇場があって人形劇などもたびたびやっており、毎年６月頃には
人形劇フェスティバルを開催しています。一年間有効のお得な年間パスポート（おと
な1200円、子ども600円）もあります。
（N.S記）
所在地：横浜市中区山下町 18番地
アクセス：みなとみらい線「元町・中華街」駅４番出口徒歩３分
電 話：045-671-9361
※詳しくはホームページをご覧ください。
［横浜人形の家ホームページ］
▶

洗足学園フェスティバル

親子で楽しめるイベントや多彩なコンサートなどが開催
される洗足学園音楽大学•洗足こども短期大学の学園祭です。
以前に「ぐりとぐら」の着ぐるみ人形劇を見たのですが、す
ごく完成度が高くて面白かったです！歌がとても印象的で
した♪
（N.S記）
日 程：11月9日（土）
10日
（日）
場 所：洗足学園音楽大学（高津区久本2-3-1）
アクセス：JR南武線「武蔵溝ノ口」駅南口・
東急田園都市線大井町線「溝の口」駅南口徒歩８分
電 話：856-2711
※ 具体的なプログラム等はホームページをご覧くだ
さい。事前申し込みが必要なイベントもあります。
［洗足学園フェスティバルホームページ］
▶

