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・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）

2017年

１

一時預かり《てまり》
子民家｢こどもの宙｣で、お子さん
をお預かりします。
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
「子どもの救急について」
突然起こる子どもの病気やけが！
いざという時の救急対応などを教えてい
ただきましょう.。
日 時 １月18日(水)10:30～11:30
場 所 長府東公民館 ２階和室
講 師 長岡敏信先生
(下関市保健部保健医療課 主任)
※申し込みをお願いします。

神田先生の健康相談
「脱水について」
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していただきます。
個別の相談にも、気軽に応じていただ
けます。テーマ以外のご相談もどうぞ。
＊日時 1月17日(火) 午前11時
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あけましておめでとうございます。
新年は1月10日スタートです！

休館

子民家「こどものとなり」
神田先生の健康相談
テーマ「嘔吐、下痢症
の対応について」
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してい
ただきます。個別の相談にも気軽
に応じていただけます。
＊日時 1月10日(火) 午前11時

育児講座「乳幼児期の子育てで大切にしたいこと」
＊日 時 １月27日（金）午前11時
＊講 師 山田洋平先生（梅光学院大学子ども学部講師）
子育て中、子どもへの関わりで、どのようなことを
大切に考え、関わっていったらよいのかを学びましょう。
（心理学からのアプローチ）
※申し込みをお願いします。

※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」
＊場所

11・18・25日（水）
午前10時～午後３時
王喜公民館２Ｆ和室

1月のテーマ
「お正月あそびを楽しもう！」
○ 作ろうコーナー
・折り紙こま・ぶんぶんこま
〇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
〇まつぼっくりタイム（11時半ころ）
〇季節のうた・わらべ歌・手あそび
・コンコンクシャンのうた、たこ、
おもやのもちつき 他
〇お話
・てぶくろ、
だるまさんと 他

「こどもはらっぱ」
育児講座

たんぽぽのはらさんの
お楽しみ会
＊日時 1月20日(金)11時
＊内容 歌ったり踊ったり、
お話を聞いたりして
楽しく過ごします。

≪日曜日・祝日はお休みです≫
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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)

出張ひろば「もりのひろば」

｢知ってる？ 初耳？
あかちゃんの行事」

＊日時 12・19・26日（木）
午前10時～午後3時
戌(いぬ)の日、１歳のお祝いetc…、 ＊場所 深坂自然の森・自然の家
妊娠期から七五三までのいろいろな
１月のテーマ
行事について学んでみませんか？
「もりの冬をたのしもう！」
＊日時 1月17日(火) 午前11時
〇冬の森の散策、バードウォッチング
＊講師 安冨俊雄先生
〇新聞遊び、
（梅光学院大学非常勤講師)
うたかるた遊び他
※申し込みをお願いします。

○たき火を楽しもう№１
・・・１月19日（木） 午前11時
深坂自然の森キャンプ場内
講 師：深坂自然の森スタッフ
参加費：３００円
＊申し込みをお願いします。＜電話可＞

1２月の楽しかったこと

12月15日(木)深坂自然の家にて、3拠点合同イベント「もりのクリスマ会」
が開催され、3拠点から、雨の中約60組の親子が集合しました。今回は、ひろ
ばスタッフは裏方にまわり、地域の方とひろば利用者の方々によるクリスマス
会でした。”みんなで子育てしようよ”をモットーとする法人としてはとても
うれしい企画でした。
まず“ラビットますもと”さんによる、華麗なマジックショー！ そして、
「ひろばにやってくる子どもたちのために、自分たちも何かしたい」と結成さ
れたママさんグループ「おそらHASKY-ズ」による、合奏や大人気だった大型
絵本「はらぺこあおむし」でした。
あっという間の1時間は、マジックでワクワクし、ママたちの出し物・パワー
に感動！ 参加者、スタッフとも、楽しい時間を過ごす事ができました。
また、＜3拠点＋α＞合同での楽しいイベントを企画したいですね！
もちろん、次回も、ママさん達の元気なパワーをお待ちしております♪
おそらＨＡＳＫＹ－ズ
の皆さん

こどもはらっぱ 育児講座
～こどもの運動発達～
12月9日(金)、こどもはらっぱの育児講座
「子どもの発達について知ろう」が開催され
ました。
講師は子ども・子育ちネットスタッフで、
普段は「こどものとなり」勤務の福重イツ子
先生。子どもの「脳科学」の話から始まり、
身体の運動発達の話、指先の発達の話など、
皆さんが「今、知りたい」ホットなお話でし
た。話を聞きながら、我が子の成長と比べて
みたり、考えてみたり……皆さん、とても熱
心に聞いておられました。
集中して講座に参加する母親の背中を見て、
子供たちも、とてもお利口に遊んでいました
よ♪ 次は何をテーマの話がよいでしょうか。

ラビットますもと
さんによる
マジックショー!

新年、明けましておめでとうございます。

お母さん方にエールを送る
スタッフ(＠ｍ)による手作り
号外ニュース「もりのクリス
マス会」が発行されました。

昨年は、たくさんの方々に、子民家「こどもの宙」、
子民家「こどものとなり」、こどもはらっぱをご利用
いただき、ありがとうございました。
今年も引き続き、いつ行っていつ帰ってもよい、
皆さんにとって「ゆっくりゆったり過ごせる、居心地
のよい場」であるよう、運営を行っていきたいと思い
ます。
さらに今年は、利用者の皆さんと一緒に、それぞれ
違った楽しさのある“ひろば”を作り上げたいと思っ
ています。皆さんはひろばでやってみたいことはあり
ませんか？ 例えば、絵本の会、音楽の会、何か作っ
てみたい、何か勉強したい…などなど。
何ができるか、一緒に考えてみましょう。
「おそらHASKY-ズ」に続く、何かを楽しむグルー
プができるとよいですね。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
（スタッフ一同）

