地域子育て支援拠点施設

一時預かり「てまり」

・子民家「こどもの宙」
下関市長府古城町6番12号（ ☎ 083-246-7800）
・子民家「こどものとなり」 下関市大字員光1428番地（ ☎ 083-250-9903）
・「こどもはらっぱ」
下関市大字綾羅木字岡454番地
下関市立考古博物館弥生の里（ ☎ 083-250-9902）
*NPO法人下関子ども・子育ちネット事務局下関市長府古城町6-12 （☎083-246-7800）
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子民家「こどもの宙（そら）」
育児講座「七夕コンサート」
七夕コンサートを通して、日本の伝統行
事を楽しみましょう。
＊日時 7月5日(火) 午前11時
＊プログラム パネルシアター、
七夕のおはなし、ミニコンサート

＊日時
7月19日(火) 午前11時
梅雨が明けると、暑い夏がやってきます。
夏の感染症など心配ですね。神田先生に情
報をいただき、健康に夏を過ごしましょう。
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健康相談

21

もりのひろば
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27
育児講座

休館

ママ育・みゅーじっく

七夕お楽しみ会

ほほえましい歌の世界に親しみ
ながら、育児のアイデアが得られ
る楽しいひとときをご一緒しま
しょう。
＊日時 7月1日(金) 午前11時
＊講師 今村方子先生

七夕飾りをつくり、飾り付け
をして、七夕の行事をみんなで楽
しみましょう。
＊日時 7月8日(木) 午前11時
＊ゲスト 「たんぽぽのはら」
さんのお話会

育児講座「金魚つくり」
クラフトテープを使って、かわ
いい金魚つくりに挑戦してみません
か。夏の涼しい飾りになります。
＊日時 7月26日(火) 午前11時
＊講師 山本智恵子先生、井村秀
子先生、奥迫幸子先生

24
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まつぼっくり
絵本リトミック
28
29
30
もりのひろば

31

まつぼっくり
手形プレート

「こどもはらっぱ」

子民家「こどものとなり」

小児科医の神田先生に、子ども
の発達や健康についてお話をお聞
きします。個別相談も。
＊日時 7月5日(火) 午前11時
＊テーマ 子どもの発達について

9

まつぼっくり

25

神田先生の健康相談
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神田先生の健康相談
テーマ「 夏の病気について」

Sat.
2

♪たなばた会♪
笹に飾り付けをしたり、オカリ
ナの演奏を聴いたり‥。みんなで
七夕を楽しみませんか。
＊日時 7月7日(木) 午前11時
＊ゲスト 村上好規さん
（オカリナ演奏）

育児講座
「竹とんぼを作って飛ばそう」
日本の伝統遊びの一つ竹とんぼ
を作って、大空に飛ばしてみよう。
※定員15組、申し込みが必要です。
＊日時 ７月9日(土) 午前10時半
＊講師 武内清治先生
（竹とんぼ名人）

・対象 生後6か月～満6歳(未就学児）
・日時 毎週火・木曜日
午前10時～午後3時
※1回につき3時間を限度として、
1時間単位で申し込みを。
・場所 子民家「こどもの宙」
・利用料金 1時間 600円
※お問い合わせは｢こどもの宙｣へ。

絵本リトミック
絵やことば・詩のあふれる絵本
の世界に音楽を探してあそびます。
＊日時 7月22日(金) 午前11時
＊講師 今村方子先生

※育児講座…各拠点の講座です
※健康相談…小児科神田先生
※もりのひろば…出張ひろば
（深坂自然の森・自然の家）
※まつぼっくり…出張ひろば
（王喜公民館）

□開設日時
・そら/となり 毎週月～金曜日
・はらっぱ
毎週火～土曜日
・午前10時～午後3時(共通)
≪日曜日・祝日はお休みです≫

出張ひろば「もりのひろば」
テーマ“小川で水遊び＆
雨の日を楽しもう”
＊日時 ７月 7・21・28（木）
午前10時～午後3時
＊場所 深坂自然の森・自然の家
・21日…「ストーンペイント」
※指導は深坂スタッフ(参加費100円)
※申し込みが必要です。
※今村先生とリトミックはお休みです。

出張ひろば「まつぼっくり」
テーマ”季節の遊びを楽しもう”
＊日時

手型プレートを作ろう
土笛を作る粘土を使って、お子
さんの手形を記念に残しませんか。
※手形プレートは考古博物館の方に
焼いていただき、後日お渡しします。
※定員15人、申し込みが必要です。
※材料代は100円です。
＊日時 7月27日(水) 午前11時
＊講師 太田雅史先生
（考古博物館学芸員）

毎週水曜日
午前10時～午後3時
＊場所 王喜公民館和室ほか
・6日…七夕飾りを作ろう
・13・20日…歌を歌ったり、体を動
かして遊ぼう。水遊びに使える
おもちゃを作ろう。
・27日…水遊びを楽しもう。
※11時から王喜こども園に行って
水遊びをします。着替え、タオル、
帽子を持ってきてください。

王司地区の匠、永冨さんに作って
いただい「となり」の看板です。
後から、鳥も
飛んできました。

６月の楽しかったこと

「こどものとなり」はじめての“ママ育・みゅーじっく”
６月３日（火）は、「こどものとな
り」初めての「ママ育・みゅーじっく」
でした。
日本の幼児歌曲に親しみながら、親子
で関わるアイディアを手に入れようとい
う講座でしたが、興味を持たれた方が多
く、駐車場が足りないほど沢山の参加が
ありました。
普段親しんでいる「かわいいかくれん
ぼ」（作詞ｻﾄｳﾊﾁﾛｳ/作曲中田喜直）やあ
まり聞いたことがない「こどもの楽隊」
（作詞おかみち/作曲とやませんろく）の
歌を聞きながら、リズム遊びやお母さん
とのふれあい遊びなどをしました。歌を
通してさまざま親子で関わることができ
るためのヒントが得られたようでした。
参加者から「歌の教育的意義を知るこ
とができた」など新たな発見があった感
想や「子育ての中でもっと歌を歌ってい
きたい」などの感想も多く出ました
（ふ）。

ひよこがね
お庭で ぴょこぴょこ かくれんぼ
どんなにじょうずに かくれても
黄色いあんよが 見えてるよ
だんだん だあれが めっかった
すずめがね
お屋根でちょんちょん かくれんぼ
どんなにじょうずに かくれても
茶色の帽子が 見えてるよ
だんだん だあれが めっかった
こいぬがね
野原でよちよち かくれんぼ
どんなにじょうずに かくれても
かわいいしっぽが 見えてるよ
だんだん だあれが めっかった

「こどもはらっぱ」
考古博物館探検隊！

6月14日、こどもはらっぱ育
児講座 「考古博物館探検！」で
した。
考古博物館学芸員・太田さんを
隊長に、博物館へ出発！ 太田さ
んの解説を聞きながら、博物館の
中を歩きました。また、いつもは
見ることの出来ない博物館の裏側
も初体験！
利用者さんからは「貴重な体験
ができた」「説明があって分かり
やすく、親子で楽しめた」と好評
でした。
帰りにはスペシャルゲストの
「ぶえ吉」も登場！盛りだくさん
の1時間でした（＾＾）

子民家「こどもの宙」に
大学生がやってきました
6月15日（水）初夏の心地よい暑さの中、「こどもの宙」に大学生が
「子育て支援論」の授業の一環としてやってきました。
学生さんはスタッフによる拠点の
目的や事業内容の説明を聞いたあと、
スタッフとともにあそびうたを実習。
スタッフから求められる手遊び等の
対応に頭を悩ませながらも楽しそう
でした。
学生さんの将来に少しでも役に
立てたら、スタッフ一同嬉しいか
ぎりです。（ま）

