名古屋市天白区
子育て応援拠点マーガレットま～ま

ま～まＮＥＷＳ

２０２2 年 12 月
みなさん、こんにちは！！
今年もあとわずかですね！はやっ！！

今年が終わるまでに、やっておきたいこと、やりたいことありますか？私は、結婚１７年目
の旦那さんと、手を繋いで歩く！かな～♡最近、託児に預けてデートするママたちをよく見かけます。初々しくて、いいいですね。
子どもができると、旦那さんと手を繋ぐことって減ったり、なくなっちゃったりしませんか？

しかも、時が経つほど、恥ずかしくなってきちゃっ

て。。。繋げない！！！そうなる前に繋ごう！ということで、みなさんにも宣言させてもらいました!(^^)!

ま～まの一時預かりを利用して、愛する

旦那さんと手つなぎデートしてみては？？♡
さて、今年のクリスマス、どうお過ごし予定ですか？赤ちゃんと過ごす初クリスマス、あんよが出来るようになった一歳ちゃん、大人と同じご飯を食
べれるようになり自我がでる二歳ちゃん、いろんなことに気付き分かり始めてきちゃう三歳ちゃん、子どもの年齢によって過ごし方は、きっと違いま
すよね。今年最後の行事、月齢が違う子どもたちも、ママたちも、みんなで楽しめるクリスマスをスタッフが考案中です☆一緒に楽しみましょう！！
ｂｙ Azumi Horinouchi

クリスマスに手作りピザは、いかがでしょうか？
Café＆cooking studio chichi＋ 常田知里先生監修
【野菜たっぷりフォカッチャピザ】
☆材料☆
強力粉４００g、 ドライイースト６ｇ、 ４０℃ぬるま湯２２０ml

《プレパパ・プレママちゃん》
第一回目 10 月に開催されました！
助産師さんを囲んで、３組の妊婦さんと、お産までのドキドキワ
クワクな気持ちを共有したり、経産婦さんにお産の様子を聞い
たり、楽しいマタニティライフを送るために、何を知って、何を準

砂糖大さじ１、 塩小さじ１、 生地用オリーブオイル大さじ 1（ピュアオイル）

備したらいいの？など、いま不安なことを、みなさんとおしゃべり

塗る用オリーブオイル大さじ１（エクストラバージン）

♪誰かに話すことで、ちょっぴりでも不安が解消できたよ！生ま

☆作り方☆

れてきた赤ちゃんと、行ける場所があるんだ。ということを事前

①大きめのボウルに強力粉を入れ、手前と向こう側に２カ所のくぼみを

に知ることができたのは、生まれてからの安心に繋がったよ♡

作り、手前にイーストと砂糖、向こう側に塩とオリーブオイルを入

と参加者さんから声を頂きました。

れ、手前のくぼみに湯を注ぎ入れる。ゴムベラで手前のイーストから

２か月に１回、助産師さんをお招きして開催されます！

グルグルと混ぜ合わせ、徐々に混ぜる弧を大きくしていき、最後に塩

次回は、今月の

とオリーブオイルを合わせて混ぜるようにする。
②一まとまりになってきたら打ち粉をしたまな板に生地をうつし、手の

12 月１０日 10：30～11：30 開催です
周りに知り合いの妊婦さんがいらしたら、ぜひ紹介してね♡

ひらで向こう側に延ばし、手前に折り畳み、９０度向きを変えて延ば
す。この作業をくり返す（約５分）
③延ばした生地を丸めて（継ぎ目は下）ボウルに入れ、生地にオリーブ
オイルを塗り、ラップをして温かいところか、オーブンで４５分発酵
させる。
④２倍に膨らんだら、拳で優しく潰す。
（ガス抜き）
⑤天板にクッキングシートを敷き、生地を平らに延ばし１０～１５分置
く。
（二次発酵）
⑥生地にくぼみをつけ、ハケやスプーンでピザソースか、ケチャップを
均一に塗る。ピーマン、プチトマト、コーン、ベーコン、玉ねぎ、き
のこ、などのお好みの具材をのせピザ用チーズを散らす。
⑦２１０℃に予熱したオーブンで１５分～２０分焼く。

【広場ほっとだより】
広場スタッフの清美です。寒くなりましたが広場には、赤ち
ゃんがいっぱい来てくれています。

この前は６月生まれ

ベビちゃんとママ５組♡ ６月生まれの会が出来ちゃうね
（笑）と話してました。知ってますか！？水曜日と金曜日は
17 時まで開いてますよ

たそがれ泣き…ありますよ

ねっ（泣）なかなか母がへこたれちゃいません？そんな時
こそ、いろんな家事を後回しにして気分転換に広場にくる
のも有りだよ。いつでも気軽に来て欲しいなっ♪
待ってるからね～♡
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1
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3

4

お休み

【一時預かり】1 月の１回目
予約開始！

毎週月曜日

毎週月・木曜日出張ま～ま

ねんころちゃん Time

開催中 9：30～14：30

10:00～11:00

♪音楽あそび 10：30～11：30
（＠出張ま～ま）

日

ま～まちゃん
Time
10：00～11:00

♥ミ シ ン CLUB♥
10:00～12:00/3 組
5

6

ママヨガ 10:30～(＠檸檬の木) お休み

Kodomiru えほん相談室
10：30～11：30（＠出張ま～ま）

【赤ちゃんがきた】

7

8 【のなみっこ広場】10～11:30

🌼お外ま～ま
10:00～11:00
＠郷下公園
（現地集合でも OK）

子育てサロン(＠野並コミセン)

幼児食相談会
10：30～11:30＠出張ま～ま

10：00～12：00

13

リズムでわくわく
10：30～/15 組(＠檸檬の木)

10

防災訓練
13:00～

【一時預かり】1 月
２回目予約開始日

～親子の絆づくりプログラム～

12

9

14

15

16

11

お休み

プレママ
ちゃん
10：30
～11：30

17

18

♪音楽あそび 10：30～11：30

お休み
🌼お外ま～ま
10:00～11:00
＠郷下公園
（現地集合でも OＫ）

21 🌼お外ま～ま

お休み

（＠出張ま～ま）

おもちゃ病院 10～12：00
（＠出張ま～ま）

♥ミ シ ン CLUB♥10:00 ～
12:00/3 組

19

20

ママヨガ 10:30～(＠檸檬の木)

お休み

26

27

28

29

お休み

🌼お外ま～ま
10:00～11:00
＠郷下公園
（現地集合でも OK)

お休み

22

23

24

30
お休み

31

25
お休み

（＠）郷下公園
10：00～11：00

19 日～24 日クリスマス week

リズムでわくわく
10：30～/15 組(＠檸檬の木)

♥ねんころちゃん Time(０歳～あんよを始めた１歳までの子が対象
の時間):スタッフと手遊びなど親子ふれあい遊び♬があるよ
★ほかの月齢の子は、別の部屋で遊ぶことができます。
♥40 ま～まちゃん Time
(40 歳あたりのママとお子さんが対象の時間):
同世代のママ同士で、いろいろおしゃべりしよう！！

年始４日（水）～
お休み

一時預かりの
予約開始日だ
よ！

【講座の予約 TEL と場所】（📞052-875-4550）
＠檸檬の木：天白区池場 4-303
＠出張ま～ま(武道カルチャーセンター)：天白区元八事 3-23

・親子共、自宅で検温してから遊びに来てね。
・入室前には入口に設置してある消毒液をご利用ください。

・ご家族に体調の悪い方がいる場合、ご利用をお控えください。
・📞お出かけ前にお電話ください。
♪混雑しないようにスタッフが配慮しますね。

❁

マーガレットま～まは、プレパパ・ママから概ね 3 歳までの親子が気軽に
集い交流できる場所です。子育て支援員の他、保育士などの資格を持った
子育て応援コーディネーターがいます。
子育てに関するどんな事でも気軽にご相談ください。一緒に考えましょう。

開 設 日 ❁ 月・水・木・金・土
このプレートが目印
開設時間 ❁ 月・木・土 9：00～15：00
水・金 9：00～17：00
住
所 ❁ 天白区野並２丁目１０４
駐 車 場 ❁ ２台（河村パーキング/野並 2-5）
電 話/FAX❁ ０５２－８７５－４５５０
ＨＰ
❁ https://ameblo.jp/apple-tree-nagoya
メ ー ル ❁ HP のお問い合わせ・LINE よりご連絡ください。
（一時預かりの予約はお電話にてお願いいたします。
）

HP

公式 LINE

市営地下鉄桜通線
野並駅①番出口より

【出張ま～ま】毎週(月) (木) 9：30～14：30❁天白区元八事３-23 (武道ｶ
ﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ)🚌バス停[島田橋]徒歩３分🅿6 台❁０９０-５０３２-４５２２

徒歩 5 分

