
日 月 水 木 金 土
1

【パナソニック】
親子で

あかりを学ぼう！

6 7 8

【パナソニック】
親子で

あかりを学ぼう！
ベビーマッサージ

【AFC】
mitete体験会

絵本
読み聞かせ

ママヨガ
ママも楽しく
子育て英会話

子育て講座
冬に困った！

肌対策

午前11時～正午 午前11時～正午 午前11時～正午 午前11時～正午 午前11時～正午

3ヵ月～2歳 0～3歳 首座り～1歳半 あんよ～3歳 マタニティ～未就学児

親子6組様 親子10組様 親子6組様 親子6組様 親子10組様

500円 参加費無料 500円 500円 参加費無料

9 10 12

エプロンシアター ベビーマッサージ ママヨガ
【LaBelleFleur】
クリスマスリース
ワークショップ

午前11時～正午 午前11時～正午 午前11時～正午

0歳～未就学児 3ヵ月～2歳 首座り～1歳半

親子10組様 親子6組様 親子6組様

参加費無料 500円 500円

20 21 22

【LaBelleFleur】
クリスマスリース
ワークショップ

ファースト
サイン

絵本
読み聞かせ

【アスペングローブ】
つくってあそぼう

木のおもちゃ

午前11時～正午 午前11時～正午

0～6歳 0～3歳

親子6組様 親子10組様

500円 参加費無料

23 24

【アスペングローブ】
つくってあそぼう

木のおもちゃ

【グレースソフィア】

出張
絵画造形教室

【グレースソフィア】

出張
絵画造形教室

①午前11時～②午後1時～ ①午前11時～②午後1時～

5歳～小学生 5歳～小学生

各回親子6組様 各回親子6組様

500円 500円

30 31

※イベント内容は変更になる場合がございます。

火

11

18

25
29

【アスペン グローブ】期間限定～木のぬくもり雑貨～

【アスペン グローブ】期間限定～木のぬくもり雑貨～

16 17 19
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5
【港南区役所】給食展

14 15

2 3

【港南区役所】給食展

4

26 27

ご予約は２週間前から、ご来店いただいた先着順に承ります。

お問合せ：京急百貨店 5階=子ども服フロア モモカキッズカウンター フリーダイヤル：0120（343）383

くわしくは

裏面へ！

ハグ・クミ・パーク
12月 イベントカレンダー

12月26日(水)・27日(木)

【グレースソフィア】出張絵画造形教室

木製のコマに自由に色を付けて、

年末年始に遊べるオリジナルのコマを作ってみよう！

□ご参加申し込みは、12月12日(水)より承ります。

くわしくは

裏面へ！

くわしくは

裏面へ！

くわしくは

裏面へ！
くわしくは

裏面へ！

くわしくは

裏面へ！

くわしくは

裏面へ！

12月1日(土)～12日(水)

京急モモカキッズ会員様限定 クリスマス8％ポイントアップフェア

〈対象売場〉5階＝子ども服売場

〈対象除外売場〉セール品、商品券、無印良品、カフェムジ、グローバルワーク、Gap、Gap kids,、JINS、

イ－ストボーイ、ABC-MARTプレミアステージ、学生服



12月6日(木)～12日(水)

【港南区役所】給食展

横浜市の学校給食について、

港南区内の学校の様子をパネルにて展示いたします。

6日(木)・7日(金)・10日(月)・11日(火)の午後には

当日に提供された給食を展示。

港南区内の栄養教諭・学校栄養職員が来店しパネルの説明も行います。

■時間：パネル展示 午前10時～午後8時

※最終日12日(水)は午後2時にて終了

給食展示・栄養教諭、栄養職員来店 午後2時30分～4時30分

※6日(木)・7日(金)・10日(月)・11日(火)のみ

■場所：5階＝ワークショップ

□当日募集

※給食の試食は出来ませんので

ご了承ください。

京急キッズランド
京急川崎保育園だより

12月4日(火)

【AFC】mitete体験会

miteteブランドは、結婚・出産・子育てなど゛変化の世代”

一人ひとりの声に耳を傾け、見守り支え続ける存在でありたい。

という思いが込められています。

ママ・キッズでお使いいただける「マタニティクリーム」など
お試しいただける体験会です。

■時間：午後2時～4時

■場所：5階＝ワークショップ

■参加費：無料

□当日募集

12月22日(土)・23日(日)

【アスペン グローブ】

つくってあそぼう 木のおもちゃ

塗って組み立てて遊んじゃおう♪

神奈川県ならではの寄木細工の「けん玉」や「コマ」

冬休みにじっくり遊べる「寄木のブロックパズル」など

世界でたった一つ自分だけのおもちゃを作ろう！

■時間：午前11時～午後5時

■場所：5階＝ワークショップ

■対象年齢：未就学児～大人

■参加費：木のくるま 税込1,836円

ブロックパズル 税込1,080円

□当日募集

12月15日(土)・16日(日)

【LaBelleFleur】

クリスマスリース ワークショップ

お花とパールリボン、クリスマス仕様のリボンを組み合わせて作る

ミニサイズの『ミニ☆クリスマスリース』と、

ふわふわしたお花で作る「クリスマスリース」＆

リボンをデコレーションして作る「リーススタンド」のセット

『スタンド付☆クリスマスリース』の2種類をご用意。

小さなお子様から大人の方まで簡単にお作りいただけます♪

■時間：①午前11時～午後1時/②午後2時～4時

■場所：5階＝ワークショップ

■参加費：ミニ☆クリスマスリース

…税込1,944円

スタンド付☆クリスマスリース

…税込2,916円

□当日募集

12月1日(土)・2日(日)

【パナソニック】

親子であかりを学ぼう！

PTAも推奨するパナソニックの「文字くっきり光」が照らす

あかりの下でぬりえを楽しもう！

パナソニック100周年を記念したオリジナルの「ぬりえ絵本」をご用意。

お子さまが楽しんでいる間、ママは「レッグリフレ」でリフレッシュ。

パナソニックの照明器具で「お子さまの成長」または「くらし」に

合ったあかりのご提案も同時開催いたします。

■時間：午前11時～午後4時

■場所：5階＝円形ひろば

ワークショップ

■参加費：無料

□当日募集

12月20日(木)～25日(火)

【アスペン グローブ）

期間限定 ～木のぬくもり雑貨～

小田原・箱根の寄木細工や無垢材の雑貨で

木のぬくもりに触れてみませんか？

寄木細工のアクセサリーや、箸置きなどの雑貨、

昔懐かしい木のおもちゃなど

ここでしか手に入らない雑貨を集めました。

かぼちゃのケーキ

〈材料〉1台分
・かぼちゃ … 1/4個(正味250ｇ)

・たまご … 1個

・バターまたは油 … 20ｇ

・砂糖 … 大さじ1～2 Ａ

・牛乳または水 … 150㏄

・ホットケーキミックス粉 … 150ｇ

（作り方）
1.バターはレンジで溶かす。

2.かぼちゃの種と皮をとりラップで包み直接レンジに入れ、

500Ｗで4分半程度加熱して軟らかくする。

3.炊飯器の釜の中でＡの材料を順に混ぜ合わせる。

ホットケーキミックス粉がダマにならない様にしっかり混ぜる。

4.3にかぼちゃを加え、泡だて器でかぼちゃを軽くつぶす。

5.ゴムヘラ等で釜の内側についた生地をきれいにし空気抜きをして

炊飯スタートする。

6.炊き上がったら竹ぐしを刺し、生地がついてこなければ出来上がり。

※生地がついてきたら再炊飯する。

冬至って？？

冬至は1年で一番、昼が短くて夜が長い日です。

この日にゆず湯に入ると風邪を引かないといわれています。

香りの強いゆずは昔から邪気を払うとされています。

また、かぼちゃを食べる習慣もあります。

諸説ありますが、これは゛ん“のつく食べ物を食べると

運を呼び込み幸せになれると言われている事から

別名゛なんきん“と呼ばれている

かぼちゃを食べるそうです。

栄養士 安田 芽衣

お試しいただいた方に

粗品をプレゼント！


