地域子育て支援拠点施設

こそだち
通信
第11号

・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

2

一時預かり《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《てまり》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 原則として毎週火・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 長府古城町6-12
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）」

February

Mon.

Tues.

Wed.
１

Fri.

Sat.

３

もりのひろば
節分

４
節分

Sun.
５

休館
休館

育児講座

６

７

８

９

10

もりのひろば

そら
となり
はらっぱ

健康相談

11
育児講座

そら
となり
はらっぱ

14

まつぼっくり

15

16

まつぼっくり
休館

20

21

22

18

24

まつぼっくり

たんぽぽのはら

26
休館
休館

休館

27

28
育児講座
休館

16日(木)はロバの音楽座によるコンサート「ポロンポロン」と
子育て支援者研修「しなやかな感性を育む音を求めて」開催
のため３拠点とも休館となります。コンサート詳細は裏面に。

季節の行事を楽しもう「節分」
＊日時 2月3日（金）午前11時
いやいや鬼や泣き虫鬼をみんなで
追い払いましょう！

育児講座
「みんなで話そう 薬のこと」
子育て中の薬剤師さんを囲んで、薬のこ
とについていろいろお話ししましょう。
＊日時 ２月10日（金）午前11時
＊講師 高田久美子さん(薬剤師)
※お薬手帳をご持参ください。
※申し込みをお願いします。

神田先生の健康相談
「アデノウィルスについて」
＊日 時 ２月21日（火）午前11時
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。

子民家「こどものとなり」
「節 分」 ＊日 時 2月２日（木）10時半～12時
みんなで鬼退治をしませんか？楽しい鬼の遊びが待っています。
・お面作り・鬼退治・鬼の踊り・福の神登場・大型絵本など

神田先生の健康相談「うんちのはなし」
＊日時 ２月７日(火) 午前11時
子どもの排便についてお悩みはありませんか？
個別の相談にも気軽に応じていただけます。

育児講座
「子どもの食事について」

＊日時 ２月28日（火）午前11時
たんぽぽのはらさん
＊講師 福重イツ子
のお楽しみ会
(下関子ども・子育ちネット）
＊日時 ２月24日(金)11時
離乳食や子どもの食事について
＊内容 歌ったり踊ったり、
の悩みを一緒に考えましょう。
お話を聞いたりして
※申し込みをお願いします。
楽しく過ごしましょう。

※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
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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)

「こどもはらっぱ」
育児講座
「褒めること と 認めること」
～子どもへの言葉かけを考える～
＊日時 ２月３日（金）11時～
＊講師 三澤恵先生
(梅光学院大学子ども学部講師）
※講座当日は、大学生のお兄さん
お姉さんが手作りおもちゃを
持って遊びにやって来ます♪
※申し込みをお願いします。

「節分週間」
1月31日～２月４日の
「はらっぱの時間」は、節分の歌、
鬼の踊りなどを
一緒に楽しみましょう。

1・8・15・22日（水）
午前10時～午後３時
王喜公民館２Ｆ和室

◎王喜こども園で
人形劇を鑑賞しよう
・・・2月15日 午前10時～11時
※9時45分王喜こども園玄関集合
２月のテーマ

「鬼の遊びを楽しもう！」
〇体を動かして遊ぼう
・ぶらぶら鬼をやっつけよう
・鬼のパンツを踊ろう！
【まつぼっくりタイム(11時40分頃)】
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、
豆まき、うぐいす他
〇お話
・てぶくろ、おおさむこさむ他

出張ひろば「もりのひろば」
＊日時 ２・９・23日（木）
午前10時～午後3時
＊場所 深坂自然の森・自然の家
※16日はコンサートのためお休みです。

２月のテーマ
「もりの冬をたのしもう！」
〇冬の森の散策、バードウォッチング
〇新聞遊び、うたかるた遊び他

○たき火を楽しもう№２
・・２月23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＞
＊材料準備のため15日で締め切ります。

音楽会開催のお知らせ！

1月の楽しかったこと
平成28年度下関子ども・子育ちネット地域子育て支援事業

０才からきける初めての音楽会「ポロンポロン」
あたたかで素朴な「ロバの音楽座」の音色は
子どもたちの心にどのように響くのでしょうか。
NPO法人下関子ども・子育ちネットがお届けする、
豊かな心をはぐくむ「0歳からのコンサート」です。
「こどもの宙」、「こどものとなり」、「こどもはらっぱ」に
パンフレットを置いています。親子（祖父母孫）でご参加ください。

こどものとなり「たんぽぽのはらさんのお楽しみ会」
１月20日（金）、こどものとなりでは「たんぽぽ
のはらさんのお楽しみ会」がありました。小雪の舞う
あいにくの天候でしたが、たくさんの参加があり、こ
どものとなりの部屋がいっぱいになりました。
子どもたちは、ギターの演奏に合わせての絵本の読
み聞かせに引き込まれて、体をゆすったり手拍子をし
たりして楽しんでいました。大人たちも優しい声で一
緒に歌いながら子どもたちの姿を見守り、ステキなひ
と時を過ごしました。「次回も楽しみです。」との感
想が多くありました。
２月も開催予定です。お楽しみに！（い）

もりのひろば「たき火を楽しもうNO.1」

＊日 時
＊場 所
＊対 象
＊入場料
＊募集人数
＊申し込み

2017年2月16日（木） 午前11時から（45分）
ドリームシップ（下関市生涯学習プラザ）２F 「宙のホール」
0才から3才までの子どもとその親
親子１組で1,000円
親子50組 （先着順）
「こどもの宙」、「こどものとなり」、「こどもはらっぱ」
で直接申し込んでください。

※ 午後はスタッフ等研修「しなやかな感性を育む音を求めて」を開催します。

１月19日（木）もりのひろばで“たき火を楽しもうNO.1～焼芋と焼きマシュマ
ロ作り”が行われました。焼き芋は、みんなで協力して手際よくあっという間に準
備完了。沢山の枯葉の中に入れ焼きあがりを待つ間に、焼きマシュマロを作りまし
た。小枝にマシュマロを刺して焦がさないようにじっくり焼き、キツネ色になると
外はパリパリ、中はふわトロ。みんなマシュマロの新食感に大興奮。たき火のまわ
りは、とろけたマシュマロで口の周りを真っ白にした子どもたちの笑顔でいっぱい
になりました。
黄金色の安納芋も焼けて、口いっぱいほおばり、おかわり続出。お腹も心も大満
足の一日でした。今日も自然の中で森の空気とたき火の煙が食欲全開スイッチを入
れてくれたようですね。
参加者から「冬の森も楽しく魅力がいっぱい」「たき火
で身体ぽかぽかお腹いっぱい」とたき火の再希望者続出。
次回をお楽しみに。今回御指導下さった深坂スタッフＨさ
ん、準備・片付けはもちろんのこと、優しく子ども目線で
たくさんの子どもたちと関わって下さってありがとうござ
いました。「たき火を楽しもう」は２月も開催予定です。
今度は、お味噌汁を作ります（ち）。

