地域子育て支援拠点施設
・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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Mon.
1

月

一時預かり説明会

お問い合わせが多く、内容に
ついての説明会を開催します。ぜひおいでください。
＊こどものとなり…５月12日（金）午前11時
＊こどもの宙
…５月19日（金）午前11時
＊こどもはらっぱ…５月26日（金）午前11時
※一時預かり事業については裏面をご参照ください。

Tues.
2

出張ひろば「もりのひろば」
＊場所

健康相談
育児講座

休館

8

9

16

○遊び…ままごと、粘土、お絵描き、
体を動かして遊ぶコーナー、他
○作ろうコーナー
とんでけちょうちょ
○季節の歌、手遊び、わらべ歌
こいのぼり、おかあさん、
にぎりぱっちり、他
○お話…いないいないばあ、
だるまさんが、他

「こどもの救急」
・5月25日（木）午前10時30分
・王喜公民館主催
・下関市保健部保健医療課による
「こどもの救急」についてのお話が
あります。

7

17

13

わらべうた
まつぼっくり 預かり説明会

18

23

19

20

預かり説明会

29

30

21
休館
休館

耳をすまして聞いてみよう♬
＊日時 5月9日(火)
午前11時
＊講師 今村方子
（下関子ども・子育ちネット）

27

28

休館

親子探検隊

子民家「こどもの宙（そら）」
☆わらべうたであそぼう

神田先生の健康相談
「アレルギーの基本について」

＊日時

5月16日(火)
午前11時～
＊講師 小児科 神田先生
アレルギーについてみんな
で学びましょう

保健師さんの健康相談会
＊日時
＊講師
＊内容

5月23日（火）
午前11時
山陽保健センター
保健師さん
検診のお話や相談会

「こどもはらっぱ」

育児講座
「笑いヨガで毎日楽しく」

＊日時 5月2日（火）午前11時
＊講師 黒田信（認定パーソナルトレーナー）
笑顔いっぱいで楽しく、そして親子
で心も 体もリフレッシュしましょう！大
好評につき、こどもはらっぱでも行いま
す。動きやすい服装でお越しください。
※こどもはらっぱで申し込みが必要です。

考古博物館・親子探検隊！
＊日時
＊隊長

「子どもとメディア（スマホ・テレビ）」
＊日時 5月2日（火）午前11時
＊講師 小児科神田先生
メディアが乳幼児に及ぼす影響について
学びましょう。
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。
個別の健康相談なども気軽に相談にも応
じていただけます。

休館
休館

もりのひろば

（認定パーソナルトレーナー）

育児講座「音を楽しむ」

26

31

5月1日（月）午前11時
＊日時 5月12日（金）
深坂自然の森（和室）
午前11時～
黒田信
＊講師 大倉眞壽美

昨年好評につき、今年も開催
親子で楽しく心も体もリフレッ
シュしましょう！
※こどもの宙で申し込みを。

25

神田先生の健康相談

14
休館
休館

健康相談会 もりのひろば
育児講座 まつぼっくり たんぽぽのはら
預かり説明会

休館

そら
となり
はらっぱ

24

子民家「こどものとなり」

休館
休館

12

※育児講座
…各拠点の子育て講座
※もりのひろば
…深坂自然の森
※まつぼっくり
…王喜公民館
※健康相談…神田先生

Sun.

休館

そら
となり
はらっぱ

※こどもの宙での申し込みが
必要です。（定員有り）

11

6
祝日
祝日
祝日

まつぼっくり
学生交流

育児講座
「笑いヨガで毎日楽しく」
＊日時
＊場所
＊講師

Sat.

5
祝日
祝日
祝日

健康相談 もりのひろば

22

春の森を散歩したり、芝生でみんなで遊んだりし
ながら、バードウオッチングをしましょう。
※天候に合わせた脱ぎ着しやすい服装で遊ぼう。
※深坂スタッフイベント
5月17日（水）「春を探しに行こう！」

5月のテーマ
「好きな遊びを楽しもう」

10

Fri.

休館

15

はらっぱ

5月のテーマ 「自然を身近に感じよう！」

＊日時 5月11・18・25（木）
午前10時～午後３時
＊場所 王喜公民館２Ｆ和室

4

育児講座 もりのひろば

そら
となり
はらっぱ

Thurs.

祝日
祝日
祝日

となり

5月10・17・24・31（水）
午前10時～午後3時
深坂自然の森・自然の家
※3日（水）はお休みです。

出張ひろば「まつぼっくり」

3

育児講座

そら
となり
はらっぱ

そら

＊日時

Wed.

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)
≪日曜日・祝日はお休みです≫

5月31日（水）午前11時
太田雅史学芸員
（下関市立考古博物館）
考古博物館や古墳の森を隊長に案内
してもらって、親子で探検。
考古博物館のバックヤードに入った
り、日頃、見聞できないことも、親子
で体験してみませんか？
※こどもはらっぱにて申し込みが必要
です。

大学生と遊ぼう
～風かおる5月の神田川～生き物さんぽ
＊日時
5月18日（木）
午前9時50分～11時40分
＊講師
梅光学院大学の
田中俊明先生とゼミ生
＊集合場所 かざくるま公園（神田川）
＊内容 絵本の読み聞かせ・ダンス・散歩
を学生さんと一緒に楽しみましょう！
※こどものとなりにて申し込みが必要です。
「こどもはらっぱ」
電話申し込み可。

育児講座
「フラワーアレンジメントを
楽しみましょう」
＊日時
＊講師

５月24日（水） 午前11時
吉見町工房ひまわり
岡本住子先生
※材料費（お花代200円位）自己負担。
当日集金します。
※こどものとなりにて申し込みが
必要です。電話申し込み可。

たんぽぽのはらさんのお楽しみ会
＊日時 5月26日(金) 午前11時
毎回、歌ったり踊ったり、お話を聞
いたりして楽しく過ごしています。

「こどもはらっぱ」・「こどものとなり」が1周年を迎えました。
1年間たくさんの方々にご利用いただきました。
これからも遊びに来てくださいね。お待ちしています。

一時預かり｢てまり｣

「こどもはらっぱ」の1周年を記念するように、桜が
満開になりました！ お天気の良い日は、毎日、デッキ
で桜を鑑賞しながらのお昼ごはんでした。
今年度より、隔月で大倉眞壽美先生の「わらべうたの
時間」が始まりました。わらべうたの心地よいリズムに
合わせて親子で触れ合う時間は、一緒に参加したスタッ
フも心がホッとする時間でした。
今年度も毎日の「はらっぱの時間」で遊びましょう
ね！（ゆ）

4月13日、「こどもの宙」でお花見をしました。
庭には、しだれ桜、ソメイヨシノ、八重桜が咲いてい
ます。満開の桜の下で、うたをうたったり、踊ったり
して楽しい時間をすごしました。
時折ふく風に、桜の花びらがひらひら舞い散り、小
さな子どもたちが上を見上げる姿は、いつものすがた
とは一味違う何とも言えないかわいさです。
このような親子の交流は、こどもの宙の桜がつくり
だす春ならではの情景です（ひ）。

４月21日、子民家「こどものとなり」で、開所１周
年記念お楽しみ会がありました。
昨年の４月15日に開設し、子どもたちは、地域の皆
様に見守られ、豊かな自然の中でたくさんの遊びを楽し
むことができた１年間でした。
1周年記念には王司自治連合会長さんをはじめ、地域
の方々もたくさん来られ、スタッフの出し物やたんぽぽ
のはらさんのパネルシアターなどを楽しみました。ご近
所の皆さんが作られたお野菜も分けていただきました。
今後とも地域とともにある「こどものとなり」であり
たいと思います（し）。

4月18日、こどもの宙で初の防火演習をしました。
利用者さんたちの敏速さとスタッフの緊張気味のテン
ション・・・久しぶりに緊張した一コマでした（m･i）。

お子さんをお預かりします
子育て中の急なお出かけやリフ
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。
実施日が増え、週4日開催とな
りました。利用についての疑問点
は、お問い合わせください。

利用の手引き
＜対象＞
＊生後6か月～満6歳まで(未就学児)
＜利用日＞
＊日時 毎週火・水・木・金曜日
※子民家｢こどもの宙｣の開設日
＜利用時間＞
＊午前10時～午後３時
※1回につき４時間を限度として、
1時間単位のご予約となります。
＜場所＞
＊子民家「こどもの宙」
下関市長府古城町6-12
＜利用方法＞
＊初回は事前予約をお願いします。
※急な場合はご相談ください。
＜利用料金＞
＊ 1時間 ５00円
※利用当日にお支払いください。
詳細は「こどもの宙」まで、
お問い合わせください。

☎083-246-7800

