地域子育て支援拠点施設
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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)

・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 下関市長府古城町6-12（ ☎ 083-246-7800）
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｢こどもの宙｣で、お子さんを
一時預かりします｡《てまり》
ご家族の病気やご家族のリフレッ
シュのために一時預かりをご利用く
ださい。お子さんはお庭や和室で、
スタッフやひろばの利用者と一緒に、
絵本を読んだり、砂遊びをしたり、
楽しく遊ぶことができますよ。
＊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４時間を限度として、
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。

子民家「こどもの宙（そら）」
育児講座
昨年度大好評の講座を再び！
「笑いヨガで毎日楽しく」
＊日 時 11月１日(火) 午前11時
＊場 所 深坂自然の森・2階和室
＊講 師 黒田信先生
※申し込みが必要です。

子民家「こどものとなり」
育児講座
「子どもと楽しむ自然の遊び」
～王司・清末近辺～
王司・清末地区の自然について学び、
子どもと一緒に自然の中のあそびを
学びましょう。
＊日時 11月22日(火) 午前11時
＊講師 田中俊明先生
梅光学院大学子ども学部教授
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「こどもはらっぱ」
育児講座
｢出張！しゃべくりサロン｣

やまぐち子ども
ハッピーフォーラム

川中地区民生委員さんを囲ん
開催日
でのしゃべくりサロンです。
11月19日(土)
お子さんのこと、家事のこと、
なんでもたくさんおしゃべりし
ましょう。
こどもの宙
＊日時 11月17日(木)
午前10時～12時
午前11時
古民家で遊ぼう
＊講師 村田千賀子さん、
・手作りおもちゃ
森貴之さん、
で遊ぼう
山本香澄さん
(川中地区
・絵本の読み聞か
の民生委員
せ、わらべうた
さんです）
など

こどものとなり
午前10時～12時
演劇サークル
”おかめ会“の
皆さんと遊ぼう
・お手玉やあやとり
などの昔あそび
・木の実の製作(写
真フレームなど）

そらで、となりで、
はらっぱで、
楽しいことが
盛りだくさん！！

こどもはらっぱ
午前10時～午後3時
秋の一日を楽しもう
・スタンプラリー
(10時半～12時)
・絵本の読み聞かせ、
わらべうたなど

※育児講座…各拠点の講座です
※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」
＊日時 9・16・30日（水）
＊場所 王喜公民館２Ｆ和室
※2日は公民館祭り準備のためお休み。

11月テーマ
「体を動かして遊ぼう」
○作ろうコーナー/けんだまづくり
○みんなで踊ろう！/どうぶつ体操１・
２・３ どんぐりころころ 他
○登ったり、跳び下りたり、渡ったり、
跳んだりしよう/座布団山、牛乳パッ
ク一本橋、輪
○まつぼっくりタイム(午前11時30分)
・季節の歌・手遊び・わらべ歌
・やきいもグーチーパー他
○お話/たまごのあかちゃん、かおかお
どんなかお 、おおきなかぶ

出張ひろば「もりのひろば」
＊日時 11月 6・13・20日（木）
午前10時～午後3時
＊場所 深坂自然の森・自然の家

11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。森の散策など
※活動に合わせて必要なものをご用意
下さい。

「ピザと焼き芋を作ろう！」
＊日時 11月17日（木）
午前11時～12時30分
＊場所 深坂の森キャンプ場
＊指導者 深坂森の家スタッフ
＊参加費 1家庭600円
（ピザ1枚と焼き芋１つ）
※申し込みが必要です（定員あり）

９～10月の楽しかったこと
出張支援「もりのひろば」
～秋の森を散歩しよう～
9月29日(木)、深坂森の家スタッフによるイベ
ント「水辺であそぼう」が雨の為「秋の森を散歩
しよう」に変更になりました。レインコートと長
靴に着替え、小雨降る中、親子で出発しました。
「大丈夫かな？」と心配する母をよそに、子ど
もたちは、すぐに水たまりを見つけて元気一杯に
「ジャーンプ！」「ピチャピチャバシャ―ン！」。
森の入口では、小鳥さんたちに「こんにちは」
とご挨拶。足取り軽く、どんどん森の中へ。色と
りどりの葉っぱや木の実がたくさん落ちていて目
がキラキラ。途中でキノコを見つけたり、生き物
を触ったり観察したりしました。
参加者からは、「親子でレインコート着ての散歩は初めて」「雨だからこそ
の自然体験ができて楽しかった」「雨の日は室内と思っていたけれど、雨の散
歩は最高！」という感想がありました。深坂スタッフＭさん、貴重な体験をあ
りがとうございました。（ち）

スタッフ研修
を開催

10月7日(金)は、NPO法人 子ども・子育ちネットの
スタッフ研修でした。研修は、当NPO法人「下関子ど
も・子育ちネット」が目指すものや3カ所で実施して
いる「地域子育て支援拠点事業」の子育て支援内容の
確認等、事業を実施する上での共通意識の醸成等が目
的でした。
普段はそれぞれの拠点での仕事のため、なかなか会
う機会が少ないスタッフ同士が集まり行った研修は、
子育て支援の原点に立ち戻る濃い内容でしたが、ス
タッフは、終始和やかな雰囲気の中で交流も深めるこ
とができました。
また明日から、より良い「子育ち支援」のお手伝い
が出来るよう、スタッフ一同進んでいこうと思います。
これからも、よろしくお願いいたします。
３拠点閉所にあたり、利用者の皆様には大変ご迷惑
をおかけしました。（ゆ）

こどもはらっぱ 育児講座
～今、気になる！こどもの就園～
9月28日(水)、下関子ども子育てコンシェルジュの岡山つ
き子先生にお越しいただき、保育園、幼稚園、認定こども園
の違いや、現在の入園状況など、分かりやすく丁寧にお話し
していただきました。後半は「育休明け仕事始めに対する子
育ての悩み」をグループトーク。話は尽きませんが、気づけ
資料の観覧ができます。 ばタイムオーバー！お利口に待っていた子どもたちの腹時計
スタッフに
もグーグー鳴っていました。
お尋ねください♪
また、この日のために岡山先生が作成して下さった資
料は、お母様方が知りたい情報が満載‼ 市内各園の細
かな情報等が、ギュッ！と詰まった冊子でした。
参加された方々からも「疑問が解決できました！」
「帰ってから、改めてゆっくりと資料を見ようと思いま
す。」との声をいただきました。今回の講座を通じて、
普段話す機会のない利用者さん同士も仲良くなり、就園
に向けての情報交換をしていた様子です。
一つずつ解決して、子どもにとっても親にとっても、
良い就園になりますように。（ゆ）

こどもの宙 育児講座
～子どもと自然～
10月4日(火)、梅光学院大学子ども学部教授田中俊明先生による育児講座で
した。先生は、サルの方言研究で世界的に著名な心理学者です。大学でも「自
然フィールドワーク技法」「子どもと自然ゼミ」などを担当され、人と自然、
子どもと自然との繋がりを探求しておられます。
今日の講座では、学生交流「梅ケ峠自然の中で遊ぼう」（10月27日開催）
を前に、子どもたちが自然とのかかわりの中で育んでいくものと、梅ケ峠演習
林の状況や生息している動植物映像視聴などをお話ししていただきました。
「すごく楽しいお話で30分では足りない」「自然とふれあうことで子ども
の感性が育まれるということがとてもよくわかった」「過保護は子どもを信頼
していないという話は特に心に残りました」など、参加者の皆様から感想をい
ただき、子どもの自分育ち力を見直すよい機会となったようでした。（い）

