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2016年12 月号 あ～べのイベント情報が一目でわかるあ～べカレンダーや、イベント情報、そのほか

にも子育て中の親子のための育児情報などを掲載し、毎月情報満載でお届けします。 
月刊 あ～べ通信 

 

わたなべ まなちゃん（3歳 9ヵ月） 

 

その他新しい情報を見つけたらぜひ教えてくださいね  

つったい 

     意味 冷たい 

「くづんながさ ゆぎはいっで つったぁい～！」  

 （靴の中に雪が入って冷たい！）  

ｄｖ 

前菜のついている￥1,100の B コースがとっ
てもお得です。ゆったりめの席間隔なので
ベビーカーやお子様連れの方にも安心。ご
家族やお友達と、お子様連れの忙しいママ
さんも、楽しいランチタイムをぜひ。 

山形市本町 2 丁目 4-22 

TEL 023-665-5448  FAX 023-665-5449 
営業時間 LUNCH 12:00-14:30（LO13:30）／DINNER 18:00-22:00 
定休日 月曜日 URL：http://elle-nt.com 

ELLE NEO TRATTORIA（エル ネオ トラットリア） 

納豆汁と聞いて「え～！！」っと思う方もいる

かもしれませんが、山形では寒くなると食卓に

登場したり、七草粥の代わりに食べられている

とても身近な食べ物なんです。 

しんしんと冷える山形の冬に「納豆汁」を食べ

てあったまりませんか？ 

材 料 

納豆・・・・・・1 パック 
なめこ・・・・・1 袋 
わらび等の山菜・適量 
こんにゃく・・・1 枚 
油揚げ・・・・・1 枚 
豆腐・・ ・・・1 丁 
セリ・・・・・・適量 
ねぎ・・・・・・適量 
味噌・・・・・・適量 
だし汁・・・・・適量 

2 こんにゃく、豆腐、油揚げは食べやすい大

きさに切る。なめこはさっと洗い、水煮の山

菜を使う場合にはザルに明け水を切る。 

3 普段のお味噌汁を作るときと同じように 

山菜、こんにゃく、油揚げを入れて少し 

煮て、最後に豆腐を入れ味噌で味付けを。み

する。みそ味は少し濃いめにしておく。 

1「納豆」は、すり鉢で、豆の形がなく 

なるくらいに丁寧にすりつぶす。 

 

４火を止めてすりつぶした納豆を入れる。 

※すり鉢に少し汁を入れてのばしてから入れるといいよ 

５煮立てないように火にかけて、沸騰直前で火を止める。 

６器に盛りせりとねぎを添えてできあがり！好みで七味も♪ 

作り方 

家庭によって入れる材料は様々、お家

にある野菜を入れて作ってみてね。 

※さといも、ごぼう、ニンジン 

厚あげなど 

 

参考あり 

寒い季節になると納豆

汁コーナーがあるスー

パーも！そこには山菜

の水煮やいもがらの入

った「納豆汁の具」、 

納豆をお味噌や塩で調

味した「納豆汁の素」

がならんでいますよ♪ 

今はおおきなすり鉢
なんかもってない！
という方も多いです
よね。小さなすり鉢で
も2パックすりつぶせ

ますよ。 

あびこ すみれちゃん（3歳 4ヵ月） 
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うさこちゃんの日 
12 月 26 日(月)10:30～11:00 
あ～べスタッフとママボランティアさんによる
おはなし会です。時間までお越しください♪ 

カレンダーのマーク 
12 月のお誕生会 
12 月 5 日（月）11:10～11:30 
(受付時間 10:30～11:00） 
12 月生まれのお友達のお誕生会をおやこ広場
で行います。 
●12 月生まれのお友達は当日に受付まで！ 

月 あ～べカレンダー 携帯メルマガ配信中 
あ～べのイベント情報を
毎月２回配信します。 
購読希望の場合はこちら
のＱＲコードを読み取っ
て空メールを送ってね♪ 

12

すくすく成長記録日 
12 月 13 日(火)・14日(水)・16 日(金) 
10：30～12：00 
お子さんの身長体重を看護師 
スタッフがはかります。 

★シンシンの会 ※要申込 
12 月23 日(金・祝)10:00～12:00 
シングルのママが安心（シン）して集える会です。 
詳しくはお問い合わせ下さい。 

“ぽけっと”タイム「卒乳」 
12 月 2 日(金)10:30～11:30 
「そろそろおっぱいやめた方がいいかな？」
「でも夜はなかなか離れられない」そんなお
っぱいの悩み、みんなで話してみませんか？
おやこ広場で、お子さんを遊ばせながらの開
催になります。お申込みはいりません。 
時間までにお越しください。 

うさこちゃんの日 

12月のお誕生会 

館内整理日の 

ためお休み 

 

★シンシンの会 
（シングルママの会） 

※要申込 

 

★パソコン講座 

年賀状を作成しよう 
 

おしごと相談 

 
母乳育児 

なんでも相談 
  ★

 
 

クリスマス会 

 
 

わらべうたであそぼう 

12 月21 日(水)10：30～11：00 
心地いいリズムにのって親子で楽しんじゃおう！ 
ぜひ参加してみてね～♪ 

お休み 

 

  ★

 
 

ぽけっとタイム 

「卒乳」 

お休み 

 

★手作り講座 

  ★

 
 

山大医学部看護学科 実習 

 …赤ちゃん＆マタニティーママの日    …すくすく成長記録日（10:30～12:00） 

★…参加に申込が必要 ★マークが無いものは申込不要 
 

山大医学部看護学科 実習 

山大医学部看護学科 実習 

年末年始休館日 

 

お休み 

 

お休み 

 

きがるに育児相談会 

 ★ナイトイベント 

託児 
★IT検定試験 

山大医学部看護学科 実習 

保健師相談 

 
山大医学部看護学科 実習 

★発達相談会 

出前広場 今月はお休みです 
次回は 1 月 25 日(水)10：00～11：30 

場所：福山ひろば（山形市東原町 3-5-7） 
あ～べの広場がおでかけします。 
時間までに来てね！ 

ママ FreeTime 

ママ FreeTime 

★

 

★

 

山形大学学生実習 
①看護師、助産師を目指す、山形大学 

のお兄さん、お姉さんが託児ルー

ム、おやこ広場に実習に来ます。 

②「まちづくりと社会参画」について 

学んでいるお兄さん、お姉さんが 

ボランティア実習としておやこ広

場に入ります。 

ご協力よろしくお願いいたします。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

★ナイトイベント託児 

日 時：12/10(土） 
9：00～20：00 

場 所：あ～べ託児ルーム 
1 回 3 時間まで 
託児料：1 時間 500 円、それ以降 30 分毎 250 円。 

当日七日町商店街でのお買い物の金額が 3 千円以上
で１時間、６千円以上で 2時間無料になります。 
ご利用のレシートまたは領収書をお持ちください。 
割引対象時間は最高２時間までとさせていただきます。 

12/9(金)の午後 3 時までご予約ください 
毎年好評！！早めのご予約をおすすめします！ 

※七日町商店街振興組合にご協力をいただいて実施します 

 

メリークリスマス♪小さいおともだちもみんなで 

一緒に歌って、踊りましょう。 

サンタさんも来てくれるといいな。 

予約はいりません。当日時間までにお越し下さい。 
※混雑が予想されます。 

時間に余裕をもってお越し下さいね。 

日時：12 月 9 日(金）10：30～11：10 

場所： 子育てランドあ～べ おやこ広場 

★ あ～べの聖歌隊 ★ 楽しいおはなし 
★ みんなで歌おう！クリスマスの歌 

 

あ～べのクリスマス会 
 
 

あ～べの講座は託児付きです。（6 か月～就学前のお子さん）※講座の託児利用に関しては講座特別料金となっています(一部の講座除く)。 

託児利用の際は事前登録が必要です。講座お申し込みの際に一緒に申し込んでください。 

あ～べの各種講座 

 

あ～べで相談しましょ 

 

お問い合せ・お申し込みは 子育てランドあ～べまで ☎023－615－1930 

 

母乳育児なんでも相談 

12月24日(土) 10:00～12:00 
母乳育児を応援する会メンバーの小児科医、産婦人科医、助産師

等がおやこ広場に来ます。 

予約は不要です。時間までにお越しください。 

 

〝はじめてみようかな おしごと″相談 
12 月 21 日 (水 ) 10:00～12:00 
マザーズジョブサポート山形のマザーズコンシェルジュによるおやこ広場

での再就職についての相談会です。 

（就職の斡旋ではありません） 

★ママのための予約制カウンセリング  
不定期開催（要申込） ママのための個別相談です。相談したい方と

カウンセラーの日程調整をします。お問い合わせください。 

きがるに育児相談会 12月 7 日(水) 10:30～12:00 

日頃、疑問に思っていること、ちょっと心配なこと、聞いてみたいことなど、きがるにお話ししましょう。あ～べスタッフがおやこ広場でお相手します。 

★…参加に申込が必要 マークが無いものは申込不要 

★発達相談会 12月24日(土) 10:00～12:00 
言語聴覚士による個別相談です。申し込みたい方はスタッフに声を 

かけてください。 

絵本相談会 今月はお休みです。次回は 1 月 27 日(金) 10:30～12:00 

おやこ広場で絵本相談を行います。「絵本の選び方が分からない」
なんて時は是非参加してね♪ 

  

で相談にのってくれます。 

保健師相談 12 月 14 日(水) 13:00～14:30 
子育てでちょっと困った時、心配になった時、保健師さんが優しく

おやこ広場で相談にのってくれます。 

トピックス 

●申し込み受付は、開催１カ月前からとなります。 ●受講料、託児料はおつりの無いようにお持ちください。 

★パソコン講座「年賀状を作成しよう」全 2 回講座 写真入りのオリジナル年賀状を作成します。作成したデータは保存してお持ち帰りできます。  

12 月5 日(月) ・6 日(火)   10：00～12：00 持ち物：使いたい写真データ 2～3 枚をあらかじめ選んで USB メモリに保存してお持ちください。 
受講料：800 円(おつりのないようにお持ちください) 対象：パソコンの文字入力ができるママ 定員：15 名※要申込 

●託児利用:お子さん１人 1 回 500 円（事前予約が必要です。お申し込みの際にお知らせ下さい。） 

★ママ Free Time あ～べの部屋   
12 月 12 日(月)・20 日(火) 9:00～17:00 場所：子育てランドあ～べ 研修室 利用対象：子育て中のママ（小学生までのお子さんをお持ちの方） 
託児ルームにお子さんを預けて、同じフロアの研修室で「自分時間」を過ごしませんか？ 飲み物も準備しています！(１杯50円)読書・編み物・勉強など使い方はママ次第! コミックもありますョ！   
研修室利用：無料 研修室のみの利用は、予約不要です。当日受付までいらしてください。 
託児利用：利用時間 9：00～16：00  託児料：１時間 500 円／以降 30 分 250 円（事前登録・予約制 ※1 回 3 時間まで） 

★手作り講座 「くさり編みの花モチーフ」 
初心者の方でもカンタン♪ブローチやヘアゴムなどいろいろなかわいい小物にアレンジできますよ♪ 
12月16 日(金)  10：00～12：00 受講料：500 円 定員：10 組※要申込 ●託児利用:お子さん１人 1 回 500 円（事前予約が必要です。お申し込みの際にお知らせ下さい。） 

持ち物：並太毛糸（好きな色を選んでね）5 号または 6 号のかぎ針（選んだ糸の適合号数を確認してください） 

★「赤ちゃんと一緒 ～ＢＰ(ベビープログラム)～Ⅸ期」全 4 回 今年度最終回 

平成 29 年 1 月 18 日(水)・25 日(水)・2 月 1 日(水)・8 日(水)   13:00～15:00  場所：子育てランドあ～べ 楽室（たのしつ） 
他のお母さんたちと一緒に赤ちゃんとの生活について話したり考えたりして子育て仲間をつくりませんか？赤ちゃんと一緒に参加するプログラムなので安心です。 

第一子が、平成 28 年 8 月 4 日～11 月 18 日生まれの方  定員：20 組（赤ちゃんと一緒に参加して下さい）※要申込 

参加料：無料（ただし、テキスト代として 864 円が必要です） 申込み：1 月 11 日(水)まで 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

あ～べの図書コーナーより  

 今月の１冊  
 

託児ルーム・おやこ広場から 

 

1 月のイベント情報 

   子育てランドあ～べ 

乳幼児とその保護者のための交流や子育て支援の施設です。親

子で遊べるおやこ広場や、目的を問わずお子さまをお預かりする

託児ルームがあります。また、育児に関する相談や、ママ達のため

の各種講座も実施しています。 
  

TEL     023‐615‐1930 

開館時間  9:00～17:00 

託児ルーム 9:00～16:00（要予約） 

休館日     木曜日、毎月最終火曜日 

場 所    山形市七日町 2-7-10 NANA-BEANS 4F 

パソコン･スマホサイト http://ikuji-land.jp/        検索してね！ 

 

あ～べ 

携帯サイトはこちら 

1/4(水)  10 時開館 

1/10(火)・11（水）・13（金） パソコン講座「短期集中エクセル講座」 

1/11(水) 1 月のお誕生会 

1/16(月)～18（水） パソコン講座「情報処理技能検定 3 級対策講座」 

1/17(火)・18(水)・20(金)  すくすく成長記録日 

1/18(水) おしごと相談・赤ちゃんと一緒Ⅸ期 

1/20(金) 手作り講座「消しゴムハンコ」 

1/21(土) 母乳育児なんでも相談 

1/23(月)～25（水） パソコン講座「情報処理技能検定 2 級対策講座」 

1/25(水) わらべうたであそぼう・赤ちゃんと一緒Ⅸ期 

1/27(金) ママ FreeTime・絵本相談 

1/29(日) シンシンの会 

1/30(月) うさこちゃんの日 

1/31(火) 館内整理日のためお休み 

 

 

『たのしいそりあそび』 
アンナ・クレイボーン／作 ジョー・ムーン／絵  たに ゆき／訳  大日本絵画 

ちりん、ちりん、からん、からん！魔法のそりで楽しい旅がはじまります。動物たち

が一匹ずつプレゼントを持って乗り込んで来ますよ。みんながそろったら到着するとこ

ろは・・・素敵なお楽しみ。 

ちいさい子どもたちが大好きな穴あきしかけ絵本のクリスマスのお話です。色とりど

りのそりが穴からのぞいています。ページをめくるごとに動物とそりの音が増えて楽し

さも増えていきます。クリスマスの時期だけでなく、雪が降ったら、そりで遊んだら、

と冬の間中楽しめます。 

あ～べの子育て講座  
10 月 31 日（月）～11月 2 日（水） 

ぽけっとタイム「お引越してきた親子集まれ」 

 

11 月 4 日（金） 

１日目は「ヨガ～気楽にストレッチ～」。育児でこ

り固まった体をゆったりとストレッチしてほぐしま

した。とても寒い日でしたが身も心もぽかぽかにな

り、「リフレッシュできた」と皆さんの表情もすっき

りとして見えました。２日目は「子どもの心の発達の

おはなし」。年令に応じた子どもの行動の意味などを

わかりやすく教えていただき、お茶を飲みながらの質

疑応答の時間には途切れることなく次々と質問の手

が上がりました。「自分の子どもに当てはまることが

たくさんあった」「これからの子育てに生かしたい」

と大変好評でした。３日目は「幼児安全法」。子ども

の心肺蘇生と AED の使い方を学びました。一度講習を

受けたことがある方が多かったのですが、今日参加し

たことで「すっかり忘れていることがわかった」との

こと。「しっかり学ぶことができ大変勉強になった」 

と改めて受講して良かった

との声が多く聞かれまし

た。３日間託児を利用し参

加したママたち。ママも子

どもたちもそれぞれ距離も

縮んだようでしたよ。 

転勤や結婚で山形に引越してきた親子が集ま

り、ちょっと前に山形へ転居してきた「先輩ママ」

を囲んで、お話をしました。雪かきや雪道運転の

話、冬に向けて、服や靴はどんな物を準備したら

よいか、暖房の設定温度や光熱費のこと、時短節

約メニュー、かかりつけの病院について等、話が

盛り上がりました。参加したママからは、「先輩マ

マの話がとても為になった。聞きたかった話もい

ろいろ話してくれて楽しかった。」「冬に必要な生

活情報を聞けてとってもよかったです」という声

がありました。  

次回のぽけっとタイムは 12 月 2 日（金）の「卒

乳」です。講師に助産師の酒井由美子さんを迎え  

お 話 し て い た だ

きます。質問タイ

ムもありますよ。

申 し 込 み は い り

ません。当日時間

ま で に お 越 し く

ださい。  

年末年始休館日 
12 月 29 日(木)～1 月 3 日(火) 

3 日間連続 


