地域子育て支援拠点施設

こそだち
通信
第12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

３

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。
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4月からの日程変更について、
裏面に掲載してあります。

「わいがやおしゃべり会」
＊日時

3月7日(火) 午前11時

あんな事やこんな事があった１年。
こどもの宙スタッフやみんなで“わいわい
がやがや”と、自由にお話しして振り返っ
てみませんか？ そしてまた、新たに3年
目を明るく迎えたいと思います。

神田先生の健康相談
～うんちについて～
＊日時 ３月21日(火) 午前11時
うんちは健康のバロメーター？
最近、うんちについてのお悩み相談をよ
く受けます。 うんちについて、神田先生
に詳しくお話をお聞きしてみませんか。

子民家「こどものとなり」

「こどもはらっぱ」

「ひな人形作り」
＊日時 ３月２日（木）午前10時半～12時
＊講師
黒瀬美智子さん
折り紙で作るかわいいひな人形を教えていただきます。

神田先生の健康相談
「感染症の感染期間や出席停止の扱いなどについて」
＊日時 ３月14日(火) 午前11時
感染症の感染経路や感染期間など
育児講座
について知り、賢く
「子育て何でも相談会」
感染予防しましょう。
＊日時 ３月21日（火）午前11時
＊講師 こどものとなりスタッフ
日頃から子育てで悩んでいることはありませんか？みんなで
ワイワイ話し合ってみましょう。※申し込みをお願いします。

たんぽぽのはらさんのお楽しみ会
＊日時 ３月24日(金)午前11時
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。

出張ひろば「まつぼっくり」
1・8・15・22日（水）
午前10時～午後３時
＊場所 王喜公民館２Ｆ和室
※29日(水)は第５週のためお休みです。

〇体を動かして遊ぼう
座布団山・みんなで踊ろう
【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
はるよこい あたまかたひざぽん他
〇お話 はらぺこあおむし他

出張ひろば「もりのひろば」

休館

＊日時 ３月3日(金) 午前11時
ひなまつりのおはなしを聞いたり、
うたをうたったりして、みんなで女の子の
節句のお祝いをしましょう。
男の子もきてね♡

※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）

3月のテーマ
「おおきくなったね」
○作ろうコーナー 思い出手形とり
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≪日曜日・祝日はお休みです≫
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子民家「こどもの宙（そら）」

Tues.

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)

「ひなまつり週間」
２月28日～３月４日の
「はらっぱの時間」は、
ひなまつりの歌・お話で節句の
お祝いをしましょう。

「わいがやおしゃべり会」
＊日時 ３月14日（火）午前11時
日ごろの子育ての悩みはもちろん、
来年度へ向けての不安なコトetc…。
利用者同士やこどもはらっぱスタッ
フ、みんなでお話してみませんか？
解決のヒントが見つかるかも？！

＊日時 2・９・16・23日(木）
午前10時～午後3時
＊場所 深坂自然の森・自然の家
※30日(木)は第５週のためお休みです。

３月のテーマ
「早春の森を散歩しよう」
・早春の森の散策・バードウォッチング
・室内で新聞遊び・うたかるた遊び
★深坂自然の森のスタッフ企画
「焼き板プレート作り」
＊日時 ３月２日（木）午前11時
＊場所 深坂自然の森キャンプ場内
※当日参加費100円が必要です。
※申し込みが必要です。＜電話可＞

★今村先生とリトミック
＊日時 ３月16日(木)午前11時
＊講師 今村方子
＊対象 1歳～3歳までのお子さま
※こどもの宙にて申し込みが必要です
（定員あり)

２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」
NPO法人下関子ども・子育ちネットでは、2月16日（木）東京より「ロバの音楽座」さんをお呼びし、
公演と研修会を開催しました。以下は、「ロバの音楽座」さんへのお礼文です。

ロバの音楽座、松本雅隆さま、上野哲生さま、冨田りぐまさま、大宮まふみさま、そして松本更紗さまへ
２/16は下関市で、０歳からの音楽会“ポロンポロン”と、午後からは子育て支援者研修「しなやかな感性
を育む音を求めて」～子どもたちは古いと新しいが面白い～を開催していただきありがとうございました。
“ポロンポロン”は演奏者や楽器を中心に親子が円形に座り、「こころあたたまる“音と遊びの世界”を子
どもたちに」をテーマにナチュラルな音で子どもたちを魅了してくださり、じっと聞き入る子どもたちの姿が
印象的でした。午後からの研修では、ちゃいるどねっとの子育て支援者も法人スタッフも、古楽器や身の回り
のものから作り出された楽器のの素晴らしさを再認識し、懐かしい音に時間を忘れるほど…。更紗さんの宮廷
舞踏も美しく、ロバの音楽座の世界の中で快い時間を過ごさせていただきました。
当法人が目指す“音楽と自然”に大きなヒントと希望が見えてくるような公演・研修会でした。
またの出会いがあることを楽しみにしています。（し）

参加者アンケート結果の一部
☆0歳児…13人、1歳児…17人、2歳児…11人、3歳児…4人、
不明…4人
☆大満足…39人、満足…5人、普通…0人、楽しくなかった…0人
・・いろんな楽器の音がきけて、動きたい盛りの息子も夢中で聴いて
いました。貴重な経験になりました。
・・心に残る音色で子どもの表情もはじめて見るような顔をしていて
大変良かったです。ステキな音楽会でした。
・・1歳児がまばたき１つせずに、全身で（造語：全心で！）味わって
いるのが分かりました。とても素敵な記念日になりました。
・・近くで音楽を聴けて、親子で大興奮でした。「へのへのもへじ」が
歌になったり、身近なものが歌になっていて、一緒に歌いやすかった
です。ありがとうございました。またぜひおねがいします！！
・・優しい音色でもっと聴きたいと思いました。初めてデビューで思い
出になりました。
・・今までみたことのない楽器ばかりでとてもワクワクしました！次回も
ぜひ参加したいです。 （ご感想の一部です）

平成29年4月からの変更のお知らせ
☆一時預かり…毎週火・水・木・金曜日、午前10時～午後3時、利用料は1時間500円です。
☆もりのひろば…深坂自然の森で実施している「もりのひろば」は、毎週水曜日の開催となります。

