地域子育て支援拠点施設

こそだち
通信
第９号

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）

2016年
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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》
ご家族の用事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。
＊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
＊場 所 子民家「こどもの宙（そら）」
＊利用料金 1時間 ５00円
※原則として、1回につき４時間を限度に、
1時間単位でお申し込みください。
※お問い合わせ 子民家｢こどもの宙｣
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もりのクリスマス会
子民家「こどもの宙（そら）」

12月15日(木)
午前10時半～12時
場 所 深坂自然の家２階
内 容 クリスマスの歌、マジックショー、
ママさんグループ「おそらHASKY-ズ」に
よる楽しいステージ他
※申し込みが必要です。

神田先生の健康相談
「インフルエンザについて」
そろそろインフルエンザ流行の季節。
予防についてのお話をお聞きしましょう。
個別相談もどうぞ。
＊日 時 12月20日(火) 午前11時

＊日時
＊場所

7・14・21日（水）
王喜公民館２Ｆ和室

12月テーマ
｢クリスマスの行事を楽しもう！｣
※21日は王喜こども園のクリスマス会
に参加します。午前10時に、直接、
王喜こども園の玄関に来てください。
＊作ろうコーナー
クリスマスツリーを作ろう
＊体を動かして遊ぼう
座布団山、牛乳パックの一本橋、みん
なで踊ろう
＊まつぼっくりタイム (11時30分)
季節の歌に合わせて、マラカスや鈴を
ならして遊ぶ。ジングルベル お正月
＊お話
まどからのおくりもの他

日 時

育児講座
「父となって思う事」
なかなか聞けない夫(父)の気持ち…
お父さんの仲間入りをした桑畑先生に
聞いてみませんか？
＊日 時 12月6日(火) 午前11時
＊講 師 桑畑洋一郎先生
（梅光学院大学子ども学部講師)
※申し込みが必要です。

※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」
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≪日曜日・祝日はお休みです≫

子民家「こどものとなり」
神田先生の健康相談
「発熱について」
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。
気軽に相談にも応じてい
ただけますよ。
＊日 時 12月６日(火)
午前11時

育児講座

「下関市の幼稚園・保育園・
認定子ども園について」
下関市の幼稚園・保育園・こ
ども園、また、一時預かりについ
てなどのご質問もどうぞ。
＊日 時 12月13日(火)
午前11時
＊講 師 新内和美 先生
（ＮＰＯ法人 下関子ども・
子育ちネット)

「こどもはらっぱ」
育児講座
｢こどもの発達について知ろう」
ぐんぐんと成長する子どもたちの
運動発達について理解し、月齢に合わ
せた関わり方を一緒に考えましょう。
＊日 時 12月9日(金) 午前11時
＊講 師 福重イツ子先生
（ＮＰＯ法人下関子ども・
子育ちネット)
※申し込みが必要です。

出張ひろば「もりのひろば」
＊日時 1・8・15・22日（木）
午前10時～午後3時
＊場所 深坂自然の森、深坂自然の家

12月のテーマ
「寒さに負けず元気に遊ぼう！」
・落ち葉拾い・バードウォッチング
・森の散策 ・室内で新聞遊び
※活動に合わせて必要なものをご用意
ください。

「まつぼっくりで
クリスマスツリーを作ろう」
＊日時 12月22日(木) 午前11時
＊場所 深坂自然の家2階
＊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。
（定員あり・電話可）

もりのひろば「焼き芋とピザ作り」

10～11月の楽しかったこと
子民家「こどものとなり」を訪れてくださった地域の方々
＊ゼリー名人黒瀬美智子さん
９月27日（火）に「ゼリ―作り」を教えていただき
ました。シソジュースで作ったゼリーの色の鮮やかさ
には、思わずみんな「おいし(・)そ(・)ー！」の声がと
びました。また、大型絵本やペープサートもあり、子
どもたちも大喜びでした。

11月17日（木）、もりのひろば、で深坂スタッフ
による「焼いもとピザ作り」を行いました。
11月なのに暖かく戸外の活動には最適でした。ピザ
を石窯へ入れて焼けるまの待ち時間は、おしゃべりし
たり、落ち葉やどんぐりを拾ったりしました。
焼けた石窯ピザは香ばしくて外はカリッ！中はフ
ワッ！みんな美味しいと大絶賛！もちろん食べ残す親
子はゼロでしたよ！
ピザの次は焼いも。みんなで枯葉をたくさん集
めて火の中へ。焼いもは、ふうふうしながら食べ、
おかわり続出、あっという間の完食でした。深坂
スタッフSさん、Gさんステキな体験をありがとう
ございました（ち）。

＊工作名人 上中猛さん
10月19日（水）にやじろべーやカタツムリ作り
を教えていただきました。珍しいひしの実や身近に
あるストロー等を使って可愛らしい作品が完成しま
した。予定時間が過ぎても夢中になるほどの楽しい
工作の時間でした（な）。

＊主任児童委員の山本裕美さん、松本洋子さん
10月25日（火）に、「主任児童委員さんを囲
んで」がありました。子育ての話。子育て今昔、
育児あるある話など、いろいろな話がはずみ、
笑いの絶えないあっという間の一時間でした。
参加者の意見として、“「こどものとなり」は、
”子育ての話を聞くことができたり、不安や悩
みも思い切り聞いてもらえると思えた”
とのうれしい声も聞かれました。

＊たんぽぽのはらさん
10月28日（火）は、『お楽しみ会』がありました。今年3度目の
公演はいつものように、絵本の読み聞かせ、歌や体操、手あそびなど
親子で楽しみました。特に、読み聞かせの中では、民族楽器のステキ
な効果音もあり、ギターに合わせて一緒に歌ったり、絵本の中から
ちょうちょが飛んできたりと見ているだけでも楽しく、年齢の低い子
どもたちも大喜びでした。
見たり聞いたりするだけでなく、歌に合わせて、
立ったり、座ったり、走ったり、 親子で体を動
かして楽しい時間を過ごしました。「また参加し
たいです」と大盛況でした。
次回は１月の予定です（し）。

やまぐち子どもハッピーフォーラム
山口県こども政策課事業として「みんなで子育て応援山口県」
をキャッチフレーズに、子どもや子育て家庭を支え合う地域社会
づくりに、企業や地域の団体などと連携し、取り組む「やまぐち
子どもハッピーフォーラム」協賛事業として、11月19日（土）
NPO法人下関子ども・子育ちネットも各拠点にて「ハッピー
フォーラム」を開催しました。（い）。
「こどものとなり」では、地域の「おかめ会」の方に遊戯や寸
劇をしていただきました。80歳を過ぎた皆さんの演技に参加者
一同大感動。子どもたちの中には、一緒になってまねて
踊っていたりする子もありました。また、昔なつかしい
「かもめの水平さん」や「すずめのおやど」の歌を全員
で歌ったりお手玉遊びをしたりと、世代をこえたとても
ほのぼのとした交流の時間が持てました(ふ)
「こどもの宙」ではいろいろなものを製作。
近くの公園で拾ったどんぐりを使ったどんぐりコマ。廃
材（牛乳パック、ペットボトルなど）を使って作ったパッ
チンかえる、パクパク人形、マラカスなど親子で楽しそう
に作っていました。
お父さんの参加もあって、子どもたちはとても嬉しそう
でした。作った手作りおもちゃ
を満足そうに持ち帰っていまし
た。今日のこの事が、ご家庭で
話題になれば嬉しいです（し）。

「こどもの宙」の制作

「こどもはらっぱ」では、考古博
物館の学芸員さんやボランティアの
方々と一緒に、博物館の様々な場所
を探索するスタンプラリーを開催、
秋の一日を楽しみました。（ふ）

「こどものとなり」おかめ会の皆さん

「こどもはらっぱ」のスタンプラリー

