ミミケロ リサーチ！ お正月編
ありがとう
ございます！
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聞きました
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中原区子育てイメージキャラクターのミミとケロ。中原区に住んでいるお友達のことをもっと知りたい！ということで、
子育てサロンなどに参加された方や区役所に来所された親子連れの方にアンケートにご協力いただきました。中原区で子育
て中の皆さんの声をお届けします！今回のテーマは「お正月」。おせち料理やお雑煮は小さいお子さんにはまだ食べられな
いものもありますが、日本の伝統文化として「我が家のお正月」をお子さんにも伝えていけると素敵ですね。
125 名に
聞きました

「おせち料理」ってどうしていますか？

おせちは食べない
19％

おせちセットを購入
13％

単品おせちを購入して
一部は手づくり
49％

丸餅 21％

醤油仕立て 90％
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。
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煮たお餅
37％

角餅 79％

に多く、お餅は「角餅」が主流。
「醤油仕立て」のお雑煮が圧倒的
分かれました。
意見が
餅」か
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」か「
「焼いたお餅
に東日本は角餅、西日本は丸
大まか
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ぞれの
婦それ
先の夫
に帰省
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「山形風（０歳 Ｋ．Ｓさん）」
Ｅ．Ｉさん）」
「野菜等は入れず、海苔のみ（０歳
は丸餅の味噌仕立ての
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、次
てで
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「１日目は角餅の醤油
お 雑煮（匿名）」
義母さんのお雑煮が楽しみ
「主人の実家に帰るので、富山のお
」
です。（７歳、０歳 Ｍ．Ｙさん）

子育てサロンなかはら、赤ちゃんふれあい広場ホットほっと、地域子育て支援センターちゃちゃ、中原区役所
文中のコメントのあとの年齢はお子さんの年齢です。ご協力いただいた皆様ありがとうございました。

こんだて紹介

雑 炊（すみよしのはら保育園提供）

だしの香りに食欲をそそられるようなメニュー
で、たくさんの野菜も一度に食べる事ができ栄
養たっぷりです。野菜を全て柔らかく煮たら完
了期から食べる事ができます。お好みで他の野
菜やきのこを入れてみてもいいですね。
●

材 料：大人２人+子ども２人分（子ども１人分約149kcal）

＊米 …………………………１カップ ＊だし汁 …………………… ３カップ
＊人参…………………………1/3本 ＊しょう油 ……………… 小さじ1/2
＊かぶ…………………………1/2個 ＊塩 ……………………… 小さじ1/2
＊大根 ………………輪切りの２cm
＊鶏もも肉 …………………… 70ｇ
＊長ねぎ………………………1/3本

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

*******************************************************************************************************************************************
七草がゆの
代わりに
いかが？

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

●

①米は重量に対し１.５〜１.６倍程度の水加減をし、炊飯する。
②人参・かぶ・大根は小さめのいちょう切りにし、鶏肉は細かく切る。
③②をだし汁の中に入れて煮る。
④③に小口切りをした長ねぎを加え①を入れて火にかける。
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

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。

発行：中原区総合子どもネットワーク
（なかはら子ネット）

大人も！子どもも！クリスマスを楽しもう
手形 & 足形でクリスマスのオーナメントづくり

焼いたお餅
63％

アンケートにご協力いただいた皆さま、どうもありがとうございました。新しい年も素晴らしい1年になりますように。これからも「なかはら
子ネット通信」では、子育て真っ最中の皆さんの声を反映し、タイムリーな紙面づくりを行っていきます。ぜひ皆さんの声をお聞かせくださいね。
アンケート実施場所

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

大人になっても心躍るこの季節。今年のクリスマスはどんなふうに過ごしますか？素敵な思い出ができますように♪

味噌仕立て
10％

すべて手づくり 6％
大体手づくりして一部は
単品おせちを購入 13％

令和元（2019）年12 月

お雑煮は何派？

お正月の定番と言えば「お雑煮」もありますね。地方によって様々
と言われるお雑煮。中原区の皆さんは何派？

「おせち料理」とはお正月に食べるお祝いの料理。ひとつひとつの料理に長寿や子孫繁
栄などの願いが込められているそうです。皆さんのおせち料理事情はいかがでしょうか？

79
号

なかはら子ネット通信

読んでみて

かげパ（中原図書館提供）

作／富安 陽子 絵／しまだともみ
出版社／ひさかたチャイルド 対象／幼児〜
よる、めがさめると、ぼくのかげが、まどから出ていくところ
だった。せかいじゅうのかげたちがあつまるパーティーに行くん
だって。どんなところなんだろう？ぼくもいっしょにつれてって。

お子さんの成長の記念になる、手形や足形。そのままでももちろん思い出になりますが、クリスマスならではのアレンジを楽しんでみませんか？
今回はArt Studio shinの南 志野さんに教えていただき、編集委員が手形＆足形アートに挑戦しました！

用意するもの

・キットパス（絵の具やスタンプ台でもできますが、キットパスがオススメ！）
・下敷きやクリアファイルなどツルツルしたもの
・霧吹き ・濡れタオル ・ウエットティッシュ ・画用紙
・マーカーやシール、マスキングテープなどのお好きな飾りつけアイテム

キットパスを下敷きなどに塗ったら、
霧吹きで水を数回吹きかけると絵の具のように。

●3歳の娘と参加しました！

電話：044-744-3304 ／ FAX：044-744-3196

次号（第 80号）
は
令和2（2020）年2 月発行予定です。

窓ガラスのようなツルツルしたものにも描ける楽しい
チョーク。万が一口に入れても安全な素材で出来ています。

足型
トナカ が→
イに♪

←手型も
トナカイに♪

マーカーやシールなどを使って
楽しく飾りつけをして出来上がり。

作品例を参考にあとは娘にお任せで…手(足)形とともにその時の感性も成長記録として残
そうと思い、好きなようにやってもらいました！工作が大好きな娘はお絵描きやシール、糊
付け…とても楽しんでいました♪
クリスマスツリーのオーナメントにできるように紐を付けましたが、クリスマスが終わっ
たらファイルに入れて保存しようと思います。
子どもと遊びの延長で作ることができて、記念や祖父母へのプレゼントにもなるので
一石二鳥です♪♪
今回使用したキットパスは安全で発色がよく、汚れが落としやすいという優れもの！
実際、手も足も塗りたくりましたが一切汚れませんでした！クレヨンのようにも描ける
し、水筆で水彩画のようにも描けるし…色々と楽しめそうなので早速買いに行こうと思い
ます！
（Ｔ．Ｒ記）

●やってみました♪

「手形アート」というと、額縁に入れて大事に飾る…というイメージでしたが、天井から
吊り下げたりツリーなどに飾ったりと、オーナメントとしても使えることに驚きました！今
回体験してみて、画材によっては準備・片付けが楽で、とても気軽にできるんだなと思いま
した。
「記念」だけではなく、普段のおうち遊びにも最適ですね。先生が仰っていましたが、
小さな子であれば手(足)形だけたくさんとっておいて仕上げはじっくり親が、2〜3歳くら
いであればお絵描きやシール貼りなどを一緒に、親子で楽しめます(^o^)
（Ｎ.Ｓ記）
詳しい遊び方や出来上がった
作品は子ネット通信HPで

【協力】
Art Studio shin HP

キットパスについてはこちら
（日本理化学工業株式会社HP）

今夜は特別クリスマスディナー
今年のクリスマスはどんなメニューにしようかな？そんな方にオススメのレシピを長寿保育園の栄養士の先生が教えてくれま
した。子どもたちが楽しみにしているクリスマスのメインディッシュに、かわいくて食べやすいトナカイのハンバーグ。歌のト
ナカイのように真っ赤なお鼻をケチャップで作れば、今にも鈴の音が聞こえてきそうな一品の出来上がりです。

トナカイ

ハンバーグ

●材料：大人２人＋子ども２人分（子ども１人分 213kcal）

●レシピ

トナカイの角
ハンバーグ

① れんこんを半月に厚めに切り、酢水にさらしアクを抜く。
② ①のれんこんの水気を拭き、オーブントースターでカリッとするまで焼く。
（焦げそうな場合はアルミホイルをかけて様子を見ながら）
③ ハンバーグの玉ねぎをみじん切りにする。
フライパンに油をひき透明になるまで炒める。
④ パン粉に牛乳をかけ浸しておく。
トナカイの顔らし
⑤ ボールに豚挽肉と炒めた玉ねぎ、パン粉、塩、こしょうを入れて混ぜ、
く楕円型に成形し油をひいたフライパンで焼く。中心まで火が通ったらお皿にとる。
⑥ じゃがいもは皮をむいてひと口大に切り、水から茹でて竹串がとおるまで茹で
る。じゃがいもをボールにあげ、潰してまとめやすい軟らかさになるまで煮汁
を加え、調整する。
⑦ ハンバーグの上に包丁で切り込みをいれ、れんこんをはさむ。
⑧ じゃがいもを楕円形にまるめ顔の下のほうに乗せ、ケチャップで鼻をかく。
⑨ チーズと海苔で作った
目をのせ出来上がり。

このゆびと〜まれ！を一緒に作ってみませんか？

連絡先：中原区役所地域ケア推進課

「川崎ものづくりブランド」認定製品です

キットパスをつけた手や足は、
濡れタオルやウエットティッシュで
拭けばすぐにキレイに！

手や足に水で溶いたキットパスを
つけて、画用紙にペタっ！

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

中原区のタイムリーな子育て情報を発信する「なかはら子ネット
通信このゆびと〜まれ！」は、子育て真っ最中の皆さんの声で作ら
れています！みんなで「次の特集は何にしようかな？」
「こんなこと知
りたいな」と情報交換しながらワイワイおしゃべり♪お子さんが遊べ
るスペースもあるので、お子さん連れでもＯＫ！原稿を書くことにな
った場合は、後日メールで送っていただきます。お子さんのエピソ
ードが記事になることもあるので、子育
ての思い出にも。まずは一度、お散歩が
てら遊びにきませんか？次回以降の編集
会議は、
12月16日（月）
、
１月16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。申込は不要です
ので、お気軽にお越しください！

キットパスって？

トナカイの鼻
トナカイの目

クリスマス

・れんこん 中1/3本
・豚挽肉 350ｇ
・玉ねぎ 大1/2個
・油 少々
・パン粉 カップ2/3杯（40ｇ）
・牛乳 大さじ3
・塩 小さじ1/3
・こしょう 少々
・じゃがいも 中２個
・ケチャップ 少々
・スライスチーズ 一枚
・焼き海苔 少し

カップケーキ

絞りやすい軟らかさにしたさつま芋のフィリングに
抹茶の粉末を混ぜてタルトカップの上に絞りました。星型の砂糖菓子と
アラザンをトッピングしツリーをイメージしたデザートになっています。

何年たってもお気に入り！思い出のクリスマスプレゼント

うちの子は2・4歳差で3人いますが、1人目が1歳のときのクリスマスプレゼントが大のお気に入りです！それは某人気キャラク
ターの知育絵本。タッチペンで押すと日本語と英語を喋ってくれます。動物をタッチすると鳴き声が聞こえたり、言われたものを探
してタッチするクイズなどもあります。小学生になった長男も楽しむことができますが、対象年齢は3歳以上なので小さい子は一緒に
やってあげた方がいいかも。タッチペンを２回修理に出しましたが、まだまだ手離せません(^o^)
（Ｎ.Ｓ記）

