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）

こそだち
通信
第１５号

Mon.

2017年

6月

6月のテーマ
「雨の日を楽しもう＆水辺で遊ぼう」
梅雨の時期、雨の中、季節を感じながら新しい発
見をしませんか。室内遊びもします。
※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
6月14日（水）「ストーンペイント」
石に絵の具でペイント
6月21日（水）「ゴットアイ作り」
毛糸と小枝で作るお守り
※こどもの宙に申し込みを。
※参加費は100円です。

子民家「こどもの宙（そら）」
「知って得する外遊び」
＊日時 6月6日（火）
午前11時
＊場所 こどもの宙
＊講師 井上桂さん
（みさかの森自然学校
共同事業所長）
外遊びがなかなか難し
い今、その必要性と遊び
方を「みさかの森自然学
校」の井上所長さんにお
話をしていただきます。
是非ご参加下さい。
※こどもの宙に申し込
みを。

神田先生の健康相談
「気になる皮膚の話」
＊日時 6月20日(火)
午前11時
＊講師 小児科
神田亨先生
これからの季節、虫
さされや日焼けが心配
ですね。小児科医の神
田先生に「皮膚のトラ
ブル」についてお話を
伺い、対策をみんなで
考えていきましょう。
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「こどもはらっぱ」

＊日時 6月2日（金）
午前11時10分
＊講師 大倉眞壽美先生
大倉先生と一緒にわらべ
うたであそびましょう！
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育児講座
「子どもの発達とおもちゃ」
子どもの発達の道すじにそったお
もちゃの選び方についてお話をお聞
きしましょう。
＊日時 6月22日(木) 午前11時
＊講師 三澤恵先生
（梅光学院大学 こども学部講師）
※こどもはらっぱに申し込みを。

＊日時 6月10日（土）
午前10時
去年も好評だった赤
＊場所 ウッドデッキスペース
米の苗植え、秋には、
＊担当 太田雅史学芸員
赤米ご飯を実食して
（下関市立考古博物館）
みませんか？
＊持ってくるもの
2Lペットボトル・軍手・手拭きタオル
ボトルに赤米を植えます。汚れても良い服装でお越しください。
※こどもはらっぱに申し込みを。

出張ひろば「まつぼっくり」
＊日時 6月8・15・22・29（木）
午前10時～午後３時
＊場所 王喜公民館２Ｆ和室
＊29日（木）午前11時
王喜こども園の
園庭で遊びます

赤米を植えよう

13

※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
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出張ひろば「もりのひろば」
＊日時 6月7・14・21・28（水）
午前10時～午後3時
＊場所 深坂自然の森・自然の家

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)
≪日曜日・祝日はお休みです≫

休館

6月のテーマ
「いろいろなものに興味、関心を持
ち遊ぼう！」
○遊び…ままごと、粘土、お絵描き、
ひも通し、車、磁石魚釣り、
体を動かして遊ぶコーナー他
○作ろうコーナー
…ゲコゲコかえる、七夕飾り
○季節の歌、手遊び、わらべ歌
…かえるのうた、かたつむり、
あめあめやんどくれ他
○お話…ぴょんたのたいそう、きんぎょ
がにげた

子民家「こどものとなり」
神田先生の健康相談
「子どもの食中毒について」
＊日時 6月13日(火) 午前11時
＊講師 小児科神田亨先生
食中毒が心配な時季、食虫毒の
育児講座
原因、症状、対処法など一緒に学
「離乳食の進め方、
びましょう。
作り方について」
子ども健康相談なども気軽に相談
離乳食の勧め方のポイ
にも応じていただけます。
ントや調理の工夫など栄
養士さんが教えてくださ
たんぽぽのはらさんの
います。お気軽に質問も
どうぞ！！
お楽しみ会
＊日時 6月22日(木)
＊日時 6月23日(金)
午前11時～12時
午前11時
＊講師 福田彩画栄養士
毎回、歌ったり踊ったり、お
（下関市こども未来部
話を聞いたりして楽しく過ごし
こども保健課）
ています。

「こどものとなり」では、5月18日（木）王司かざぐるま公園で
「～風かおる5月～生き物さんぽ」のテーマで、梅光学院大学・田
中俊明先生とゼミ生による交流イベントが行われました。
手あそびやダンス、手作りの影絵絵本『だ～れだ』で遊んでから
お散歩開始。すぐにバッタやちょうちょを捕まえ、図鑑で名前や種
類を調べてくれるお兄さんお姉さんを覗き込んで興味津々！！目を
輝かせる子どもたちでした。ヨシ原での「ギョギョシギョギョシ」
と大声で鳴くオオヨシキリ（鳥）の観察など大人も夢中になり、思
わず「見えた～」の声が聞こえていました。
川の中にかかるちょっと怖い
石橋わたりなど、ちょっぴり探検
気分も味わいました。また、学生
さんが孵化中のてんとう虫を見つ
けて見せてくれたり、お家で飼育
している珍しいカエルを見せてく
れたり、いろいろな生き物と触れ
合う面白さをたくさん知ることが
できた一日でした。
「こどものとなり」でも、
只今めだかの出産ラッシュ。
田中先生から水温が20℃位に
なってくると産卵が始まると
お聞きしました。利用者の皆
さんと毎日、卵からかえった
2~3mmの赤ちゃんめだかを
眺めています。かわいい赤ち
ゃんめだかに、ぜひ会いに遊び
に来てください（し）。

保健師さんと

地域の方々と
素敵な菜園になりますように
「こどものとなり」では、５月10日（水）地域の方
にいただいた夏野菜の苗を利用者みんなで植えました。
トマトやきゅうりなどの名前をママに教えてもらいなが
ら、１本ずつ丁寧に土をかぶせ、「早く大きくな～れ！
」とみんなでお願いしながら水やりをしました。
また、さくらんぼがたわわになっている枝もいただき
ました。
真っ赤に色づいたか
わいいサクランボを
パクリパクリ！
あま～い味に大喜び
でした。まさに、自
然に恵まれた「こど
ものとなり」ならで
はの１日でした（な）。

「育児相談会」のお話、とても参考になりました

５月２３日（火）こどもの宙で、ご自身も子育て中の山陽保健センターの田上保健師さんに、１歳半健診・３歳半健診等につ
いてのお話を伺い身長・体重の計測をしていただきました。また、子どものかかわりのお話のなかで、メディアのことに触れら
れ、『ママのスマホになりたい』という絵本を読んでいただきました。
参加者の方から、「絵本をみて考えさせられました」「健診について、
なかなか詳しくお話が聞けないので、とても参考になりました」との感想
をいただきました。
“親子の楽しいコミュニケーション”“子育てワンポイント集”など、子
育てに役立つ資料もたくさん用意していただきました。保健センターにも
気軽に足を運んでいただき、子育てについての悩みや相談などをされては
どうでしょうか。田上さんありがとうございました（ひ）。

一時預かり｢てまり｣
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

