
…広場はお休みです

22

29

21

28

1614 15

5

17 18 19

7 11

2 31

108 9

6

1312

4

31

2423

30

2625

20

27

つどいの広場
「みらいポケット」

みらいポケット ご利用案内

開所曜日 ： 月・火・水・木・金・土（祝祭日・年末年始などを除く） 〒226-0003

開所時間 ： １０：００～１５：３０ 横浜市緑区鴨居1-11-2ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ鴨居101

利用料金 ： 無料 TEL ：045-532-3313   FAX ： 045-530-0805

URL：http://mirainotane.co.jp/pocket/pocket

Mail ：pocket@mirainotane.co.jp
◎ゴミは各自お持ち帰りください。

◎貴重品の管理は各自でお願いいたします。

◎お部屋内でお子さんの写真や動画の撮影をする際は、他の利用者の方が入らないように

お願い致します。 ※個人のブログ等への使用時も十分に配慮をお願いいたします。

◎スマートフォン・携帯電話の広場でのご利用は、他のお子さんへの影響も考え、出来るだけ

お控えください。

お正月といえば、私がこどもの頃は、羽根つきや福笑い、 かるた

や凧揚げなどをして遊ぶのが楽しみでした。

今はあまり馴染みがなくなってしまいましたね。

先日、実家で昔遊んでいた羽子板を発見！！

今年のお正月は、子供と羽根つき合戦でも

しようかと思います。

スタッフのつぶやき

よみきかせ
１３：３０～

１３：４５

栄養相談
10:30～

1２:０0

JR 横浜線鴨居駅から

歩いて５分です

みらいポケット

1⽉のイベントスケジュール

● ベビーマッサージ 1７⽇(⽊)10:00〜11:00

(予約制、定員５組) ※親子1名ずつで１組です。

・所要時間 約１時間

・料金 ５００円

・参加年齢 2ヶ月～

・講師 吉木直己 先生

URL : http://www.omisejiman.net/pon-pon/

BLOG: http://ameblo.jp/pon-ponbaby/

（先生のブログです。当日の様子もアップされます）

● 発育測定の⽇ １６⽇(⽔)

終日身長と体重の測定ができます。(スタッフが測定します)

また、13:30～14:30 は看護師さんが来てくれますので、

発育の相談もできます。● お誕⽣⽇会 ３１⽇(⽊) １０：３０〜１１：０
０

今月は1月生まれのお子さんのお誕生日会です。

かわいいカードをプレゼントします。ベビー・マッサージ

10:00～11:00

● よみきかせ 1５⽇(⽕) １３：３０〜１３：４５

小さいお子さんも聞き入ってしまうよみきかせです。

てあそびもしますよ。

お誕⽣⽇会
（1⽉）

１０：３０

～１０：５０

つくって

あそぼ

横浜⼦育てサポートシステム⼊会説明会
地域で子どもを「預かってほしい人」と「預かれる人」をつなぐ、横浜市の子育て支援事業です。利用してみたいなと思われる方は、

まず入会説明会にご参加ください。お子さま同伴で大丈夫です。

申込み先： 横浜子育てサポートシステム緑区支部 （TEL 045-982-3521） 要予約（定員８名）

日時： １月２４日（木）１０：３０～１１：３０ 場所： みらいポケット

● 栄養相談 １０⽇(⽊) 10:30〜12:00 (受付は11:30迄)

栄養士さんが来て離乳食の相談ができます。離乳食

だけでなく、おっぱいやミルクの回数など、授乳の

相談も出来ます。

※母子手帳をお持ちいただくと、

より詳しくお話が出来ます

発育測定の日

子育てサポート

入会説明会

10:30～11:30

広場の冬休み
12月28日(金) ～ 1月4日(金)

成人の日

●冬休みのお知らせ

12月2８日(金)～1月４日(金)まで

広場はお休みです。

1月5日(土)から通常通り開いています。

● つくってあそぼ ２２⽇(⽕)

身の回りにある材料で､工作をしましょう。参加費は無料です。

特に時間は設けていません。(材料がなくなり次第終了となります)

今月は、節分の工作をします。 お楽しみに

ｽﾀｯﾌ会議の為

お休みです

元日
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《6月のおやつ・誕生会日》

☆☆

Ｎｏ．4

さくらの郷みらい保育園

平成25年7月1日

《6月の給食》

～～

＜材料＞≪

◎じゃが芋……… 60g ◎油……… 5g

◎豚挽き肉………20g ◎葱……… 5g

◎おろししょうが…0.2g ◎ごま油… 0.3g

◎甜麺醤……… 0.5g ◎みそ…… 1.2g

◎しょうゆ……… 1.6g ◎三温糖… 1.3g

◎片栗粉……… 0.8g

☆作り方☆

①じゃが芋はいちょうに切り、素揚げする。

②葱はみじん切りにする。

③フライパンにごま油を熱し、葱とおろししょうがを炒め、挽肉

を加えパラパラになるまで炒める。

④じゃが芋を入れ全体にからまったら調味料を加え、出来上

がり。

＜材料＞

○牛乳……………50g

○片栗粉…………7g

○三温糖…………5g

○ピュアココア……5g

○三温糖…………1g

☆作り方☆

①鍋に片栗粉、三温糖、牛乳を入れて中火にかけ、粘りが出る

まで練る。

②内側を水で濡らしたバットに流して、冷蔵庫で冷やして固める。

③冷えたら1口大に切り、三温糖とあえたココアをまぶしたら出

来上がり。

メニュー紹介・給食献立 メニュー紹介・おやつ献立

～～ ～ ～
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《５月のおやつ・誕生会日》

☆かわりくずもち☆

Ｎｏ．3

さくらの郷みらい保育園

平成25年6月1日

《５月の給食》

～麻婆じゃがいも～

～６月４日は、虫歯予防デー～

歯は、一生使わなくてはならない大切なものです。虫歯や歯の病気になると、食べ物を噛むことができなくなり、身体に必要な栄養が取れなくなります。丈夫な

歯を作り、健康的に過ごすためには、歯磨きはもちろんのこと、毎日の食生活が大切です。色々な食品を食べるよう心がけましょう。

よく噛むと、すごい効果があるよ

①歯の病気予防

よく噛まないと、あごの筋肉や発達に影響を与え、八重歯や歯並びが悪くなります。歯並びが悪いと、食べかすが歯につきやすく、虫歯、歯槽膿漏の原因にな

ります。よく噛むことによって分泌される唾液には、歯を固く丈夫にし、酸に対する抵抗力を高めるたんぱく質であるスタテリンも含まれています。

②脳の活性化

よく噛むことで、脳細胞の活動が活発になり、同時に血液の循環がよくなるので、脳の機能が活性化するそうです。
③消化を助ける

よく噛むと、消化酵素を含む唾液の分泌が促進され、胃腸の消化機能をたすけます。しっかりと食べものを噛まないと、消化が不十分になり、胃に負担をかけ

ます。
④味覚の発達

薄味でもおいしく、素材の味を楽しむことができます。
⑤肥満を予防

噛むという刺激は、脳内の満腹中枢に影響を与え、食事を食べる速さや量を調節します。食べ始めてから３０分程度たつと、脳の満腹中枢が作用して食欲を

抑えるので、ゆっくり時間をかけて、よく噛んで食べることは食べ過ぎを防ぐ効果があります。よく噛まないと満腹感を感じるまでに時間がかかり、食べ過ぎてし

まいます。

紫陽花が色づき始め、本格的な梅雨の季節がやってきます。この時期はじめじめする天気が続くこともあり、気温・湿度とも高くなりますので、体調を崩しや

すくなります。特に、食中毒は気をつけましょう。

食中毒の基本は手洗いです。石鹸を使ってきちんとした手洗いを食事前はもちろん、ご家庭でも習慣づけ、手はいつも清潔にしておきましょう。

手を洗った後は、清潔なタオルでふきましょう。ぬれた手でそのまま、ぶらぶらと自然乾燥や髪の毛を触ったりすると、せっかくの手洗いが台無しになってしま

います。

＜材料＞≪

◎じゃが芋……… 60g ◎油……… 5g

◎豚挽き肉………20g ◎葱……… 5g

◎おろししょうが…0.2g ◎ごま油… 0.3g

◎甜麺醤……… 0.5g ◎みそ…… 1.2g

◎しょうゆ……… 1.6g ◎三温糖… 1.3g

◎片栗粉……… 0.8g

☆作り方☆

①じゃが芋はいちょうに切り、素揚げする。

②葱はみじん切りにする。

③フライパンにごま油を熱し、葱とおろししょうがを炒め、挽肉

を加えパラパラになるまで炒める。

④じゃが芋を入れ全体にからまったら調味料を加え、出来上

がり。

＜材料＞

○牛乳……………50g

○片栗粉…………7g

○三温糖…………5g

○ピュアココア……5g

○三温糖…………1g

☆作り方☆

①鍋に片栗粉、三温糖、牛乳を入れて中火にかけ、粘りが出る

まで練る。

②内側を水で濡らしたバットに流して、冷蔵庫で冷やして固める。

③冷えたら1口大に切り、三温糖とあえたココアをまぶしたら出

来上がり。

メニュー紹介・給食献立 メニュー紹介・おやつ献立
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