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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出張ひろば「もりのひろば」
＊日時
＊場所

7月5・12・19・26日（水）
午前10時～午後3時
深坂自然の森・自然の家

7月のテーマ
「小川での水遊びを楽しもう」
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4

☆深坂スタッフイベント

休館

＊日時

7月7日（金）
午前11時
＊場所 こどもはらっぱ
＊ゲスト 村上好規さん
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いよいよ、夏がやってきました。水遊びの季節です。
今年も、「こどもの宙」「こどものとなり」では、
7月24日～8月末まで水遊びを行います。
内容については、各施設の掲示をご確認ください。

＊日時

（オカリナ演奏）

笹に飾り付けをしたり、
オカリナの演奏を聴いた
り…みんなで七夕を楽し
みませんか？

①7月13日（木）
②7月14日（金）
①②ともに午前11時
＊担当 太田雅史先生（下関市立考古博物館学芸員）
土笛を作る粘土を使って、お子さんの手形を記念に
残しませんか？プレートは焼き上がり後、後日のお
渡しになります。当日は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。

たなばたお楽しみ会
＊日時 7月6日(木) 午前11時
こどもの宙で 歌ったりお話を聞い
たり、みんなで楽しみましょう！

子民家「こどもの宙（そら）」

わらべうたであそぼう
＊日時 7月7日(金) 午前11時
＊講師 大倉眞壽美先生
大倉先生とわらべうたであそびましう！

神田先生の健康相談
「夏の病気について」
＊日時 7月18日(火) 午前11時
＊講師 小児科医 神田亨先生
夏に心配な病気についてお話をしていた
だきます。これから、暑い季節、体調を崩
しやすくなりますが、お話を聞いて楽しい
夏を過ごしましょう。

育児講座
「乳幼児の食事について～」
＊日時

7月11日(火)
午前11時
＊講師 福重イツ子先生
（下関子ども・子育ちネット）

・離乳食を始めたい…好き嫌いが
あるけど…食べ歩きをする…箸は
いつから持たせればいいの？など
・食事（食育）の悩みについて福
重先生にアドバイスをいただきな
がら、一緒に学びませんか？
※こどもの宙に申し込みを。

※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

出張ひろば「まつぼっくり」
＊日時
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31

7月4日(火)
午前11時
＊講師 今村方子先生
(下関子ども子育ちネット)
「耳をすまして聞いてみよ
う」どんな音が出るのかな
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もりのひろば 七夕お楽しみ会

そら
となり
はらっぱ

そら
となり
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＊日時

Fri.

休館
休館

3

そら
となり
はらっぱ

育児講座「音を楽しむ」 たなばたの会

Thurs.

そら
となり
はらっぱ

小川のせせらぎを聴きながら川を観察したり、
石拾いや生き物を見つけて遊びませんか。
※天候に合わせた脱ぎ着しやすい服装と着替えを用
意して、汚れても良い服装でお越しください。

「こどもはらっぱ」

Wed.

1

10

7月12日（水）11時「川遊び」
（沢登りを楽しみましょう）
7月19日（水）11時「生き物を探そう」
（もりや川で生き物を探そう）
※こどもの宙に申し込みを。※参加費は100円です。

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≫

7月13・20・27日（木）
午前10時～午後３時
王喜公民館 ２Ｆ和室

＊場所

☆王喜こども園で水遊び
・日時 7月27日(木)
午前11時
※水遊びをしますので、着替え、タオル
の準備をお願いします。
7月のテーマ「季節の遊びを楽しもう！」
○遊び…ままごと、粘土、磁石魚釣り、ひも通
し、シャボン玉、体を動か
して遊ぶコーナー他
○作ろうコーナー…夏野菜のスタンプ
○季節の歌、手遊び、わらべ歌
…しゃぼんだま 蚊のうた 魚がはねた他
○お話…いやだいやだ、おふろだおふろ、ねな
いこだれだ他

子民家「こどものとなり」
神田先生の健康相談
「夏に気をつけたい子どもの病気」
＊日時 7月4日(火) 午前11時
＊講師 小児科医神田亨先生
夏風邪、皮膚への対策、日焼けなどについて
教えていただきましょう。子どもの発達や健康
相談なども気軽に相談にも応じていただけます。

たんぽぽのはらさんの
七夕おたのしみ会
＊日時 7月7日(金) 午前11時
七夕の歌をうたったり、体を動かしたり、
お話を聞いたりして楽しく過ごします。

育児講座 「子どもの救急」
＊日時
＊講師

7月11日(火) 午前11時
岡美都子先生、長岡敏信先生
（下関保健部保健医療課）
小児の急病やけがなどの対応方法、救急医
療体制など、子どもを守るために、今考えな
ければならないことについて教えていただき
ましょう。

7月から,一時預かり｢てまり｣の
実施場所、実施時間を変更します。

7月の利用については個別にご相談ください。
「こどもの宙」「こどもはらっぱ」「こどものとなり」はそれぞれ、
地域の子育てコミュニティ（共同体）です。お子さんの成長の喜び
を、ご家族とスタッフで共有しましょう。
子育て中の母のお出かけやリフレッシュに、お子さんの社会生活
の第一歩に、遊びなれた場所で、なじみの保育士などが、お子さん
をお預かりします。
一時預かり「てまり」では、お預かりするお子さんの成長に合わ
せた絵本の読み聞かせや発達を促す遊びを展開します。
対
象
利用場所
・開催日

生後6か月～満6歳まで（未就学児）
＊こどもはらっぱ(綾羅木)…月曜日(要予約)
＊こどものとなり(王司員光)…火曜日(要予約)
＊こどもの宙(長府古城町)…火・水・木・金曜日
利用時間
午前9時 ～ 午後3時
利用料金
1時間 500円
利用方法
① 「こどもはらっぱ」、「こどものとなり」は予約制
です。前月の25日までにご予約をお願いします。
② 「こどものそら」は前日までの予約が可能です。
また、緊急の場合は当日受付のお預かりも行います。
③ 初めてのご利用の場合は、事前に利用場所において、
登録、予約をお願いします。2回目からは電話での
予約が可能です。
※定員を超えた時など、お預かりできない場合もあります。
お問い合わせ
詳しいことは、各利用場所でお尋ねください。
＊子民家「こどもの宙」
☎083ｰ246ｰ7800
＊子民家「こどものとなり」☎083ｰ250ｰ9903
＊「こどもはらっぱ」
☎083ｰ250ｰ9902

三澤先生による「こどもの発達とおもちゃ」
6月22日、こどもはらっぱで育児講座「子ども
の発達とおもちゃ」をテーマに梅光学院大学子ども
学部の三澤恵先生にお話していただきました。
一緒に来られた学生さんも交え、発達に合わせた
遊び方や、おもちゃで遊ぶ時の子どもへの言葉掛け
などを細かく教えていただきました。後半は、参加
者皆で先生が持って来られた手作りおもちゃを囲ん
で遊び、最後は一緒にお片づけです。
参加された方々からも、「簡単な物から
作ってみようと思います！」との感想をい
ただきました。スタッフも、大変勉強にな
る時間でした。
三澤先生、大学生の皆さん、ありがとう
ございました（ゆ）。

栄養士さんによる「 「離乳食の進め方、作り方」
6月22日はこどものとなりの育児講座で、講師はこども保健課の
栄養士福田彩画先生です。月齢別にサンプルを見ながら、離乳食の進
め方、離乳食を作るときのポイントを説明していただきました。
「これから離乳を始める所なので勉強になりました」「離乳がなかな
か進まず悩んでいましたが、参考になりました」「上の子どもは頑張
りすぎていたので、次は力を抜いて楽しみながら離乳食を作りたいで
す」。様々な利用者の感想が聞けました。離乳食を作るとき、家族の
食事を取り分けると良いと聞いて、今回の講座
が家族の食事を見直
す良い機会にもなっ
たようです。（吉）。

こどもはらっぱ「ちくちくママ」
6月20日、こどもはらっぱでは初めての試み
「ちくちくママ」を開催しました。
「簡単なお裁縫」をテーマに、ひろばに来られて
いるみんなで集まって活動します。今回は100円
均一で購入できる手ぬぐいでズボンを作
りました。裁縫を楽しみながらも、話題
はやはり子育て中心に。とても盛り上が
り、母親たちの笑い声も…。
時折聞こえる、子どもたちからの「ママ、
出来た〜？」のコールも微笑ましかった
です。次回は7月に予定しています（ゆ）。

