＊地域子育て支援拠点施設

こそだち
通信
第７号

開設日時

・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番12号 （ ☎ 083-246-7800）
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いつも遊んでいる
｢こどもの宙｣で、お子さんを
一時預かりします｡《てまり》
・対 象
・日 時

生後6か月～満6歳(未就学児）
毎週火・木曜日
午前10時～午後3時
※1回につき４時間を限度として、
1時間単位で申し込んでください。
・場 所 子民家「こどもの宙」
・利用料金 1時間 ５00円
※お問い合わせは｢こどもの宙｣へ。

Mon.

October

Tues.

神田先生の健康相談
「最近の話題 、 はしかについて」
＊日時 10月18日(火) 午前11時
今“はしか”の感染が広がってい
ます。 対応などについてお話をお
聞きします。お母さまやお父様の母
子手帳があれば、ご持参ください。

学生交流｢梅ヶ峠の自然の中で､
秋の詰まった森を歩こう｣
＊日時 10月27日(木)
午前9時40分～午後1時
＊ 講師 梅光学院大学 田中俊明先生
とゼミ生
※申し込みが必要です。
※お弁当をご持参ください。
詳細は｢こどもの宙｣まで、お問い
合わせください。
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たんぽぽのはら

神田先生の健康相談
こどもの発達について NO.4
｢幼稚園、小学生時代｣
＊日時 10月４日(火) 午前11時
＊子どもの発達がわかると、関わりが
わかってきます。

やじろべー作り
＊日時 10月19日(水) 午前11時
＊講師 上中 猛先生
ヒシの実を使って作ります。
楽しく遊びましょう。

育児講座「主任児童委員さんを囲んで」
＊日時 10月25日(火) 午前11時～12時
＊講師 山本裕美さん・松本洋子さん
＊主任児童委員さんを囲んで、子育てについて
色々と思いを話してみませんか。

※育児講座…各拠点での講座です
※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）

出張ひろば「まつぼっくり」
テーマ「体を動かして遊ぼう」
＊日時 ５・12・19・26日(水)
午前10時～午後3時
※26日は11時頃から、王喜こど
も園へ遊びに行きます
○段ボール箱で遊ぼう
○座布団山で遊ぼう
○まつぼっくりタイム(11時半）
季節の歌・手遊び・わらべ歌他

休館

出張ひろば「もりのひろば」

休館

子民家「こどものとなり」

≪日曜日・祝日はお休みです≫

Sun.
２

休館
３

はらっぱ

＊ 日時 10月４日(火) 午前11時
＊ 講師 梅光学院大学 田中俊明先生
※申し込みが必要です

Fri.

休館
休館

そら
となり
はらっぱ

となり

育児講座 「こどもと自然」

Thurs.

１

そら

子民家「こどもの宙（そら）」

Wed.

・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）

＊日時

「こどもはらっぱ」
赤米を収穫しよう
＊日時 10月15日(土) 午前11時
＊講師 太田雅史先生
（下関考古博物館 学芸員）
※原則、春に開催した「赤米を植えよう」
に参加された方。
※詳しくは、スタッフまで。

育児講座
「知っておきたい 子どもの救急」
＊日時
＊講師

10月19日(水) 午前11時
長岡敏正先生
（下関市保健部保健医療課 主任）
＊当日は、AEDの使用方法など
の実践も予定しています。
※申し込みが必要です。

＊場所

6・13・20日（木）
午前10時～午後3時
深坂自然の森・自然の家

10月のテーマ
「秋の自然を楽しもう」
・落ち葉やどんぐり拾い、虫捕り
・バードウォッチング
・森の散策 etc・・・
※活動に合わせて、
必要なものをご用意ください。

「今村先生とリトミック」
＊日時 10月13日 午前11時
＊場所 深坂自然の森 自然の家
＊講師 今村方子
※「そら」での申し込みが必要。

「秋の木の実で作品を作ろう」
＊日時 10月20日11時～12時
＊指導者 深坂森の家スタッフ
＊参加費 100円
※申し込みが必要です。(電話可)

８～９月の楽しかったこと
－出張ひろば in 深坂－
子どもにとって外遊びは「生きる力」を学ぶ大切な経験です。
身近な自然の中を走りまわり、自然物にふれてしっかりと遊びこむことで
子どもの五感を育て、丈夫な身体つくりをしていきましょう。
◎日 時
毎週木曜日 午前10時～午後３時
◎場 所
深坂自然の森、自然の家
◎準 備 ・服装…戸外遊びに適した服装（ズボン、長袖シャツ）着替え、
帽子など
・持ってくるもの…水筒、シート、保険証
※日焼け止めクリーム、虫除けなど、各自必要と思うもの
☆雨天の場合も、戸外の遊びをしますので雨具の準備をしてきて
ください。レインコートは、あればセパレートのものが活動し
やすいです。
☆昼食をとる場合はお弁当を持ってきてください。
☆イベントによっては、料金が必要な場合があります。

となりに、育児講座「民芸玩具ぱた
ぱた人形」講師の村上さん手作りの素
敵な案内板が届きました。
子民家「こどものとなり」は場所が
分かりにくいようなのですが、入り口
の案内板が目印になりました。
王司支所から中央霊園に至る、県道
33号の員光バス停から2～3分です。

こどもの宙「海辺で遊ぼう」

こどもの宙「育児講座」
下関市の幼稚園・保育園・
認定こども園について

８月26日、長府の御船手（おふ
なて）海岸に磯遊びに行きました。
参加者は初めての体験にワクワクし
ながら、いざ海へ。潮が引いた岩場
へ行くと、エビ・カニ・貝・魚があ
ちらこちらに。中でもゆらゆら揺れ
て柔らかいイソギンチャクに大興奮
です。
どんな生き物を見つけたかみんな
で見せ合いっこし、「また来年ね」
と海へもどして磯遊び終了！
またひとつ、ステキな夏の思い出
ができました。自然とたわむれ全開
となる子どもたちの心と身体、そう
して豊かな心は成長します（ち）。

９月12日開催のこどもの宙育児
講座は、「下関の幼稚園、保育園、
認定こども園について」という
テーマで、新内先生にお話をして
いただきました。
参加の皆さんは、資料を手に熱
心にお話を聞き、質問も積極的に
されていました。”日頃気になっ
ている事を気軽に聞けてよかっ
た”、”個人的にもっとじっくり
聞きたい”などのご意見をいただ
きました。
これからも気になること、わか
らないことなどがありましたら、
遠慮なくお尋ねください（し）。

◎利用時間は、各自の都合のよい時間をご利用ください。
◎服装は濡れても良い服、靴で来てください。
◎利用簿に必ず記入し、名札をつけて参加してください。
◎帰る時にはスタッフに声をかけ、名札を返してください。

深坂自然の森、自然の家でのさまざまな遊び

