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
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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１7号
2017年

8月

出張ひろば「もりのひろば」
＊日時
＊場所

8月2・9・23・30（水）
午前10時～午後3時
深坂自然の森・自然の家

8月のテーマ
「森の小川で水遊びを楽しもう」
自然の森の中で、夏ならではの楽しい遊びを親子で
経験しませんか。
※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「昆虫探し」
＊日時 8月30日（水）午前11時
もりを歩き、みんなで楽しく昆虫探しをしましょう
※こどもの宙に申し込みを。（電話可）
※参加費は100円です。
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※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
＊場所

8月10・17・24・31（木）
午前10時～午後３時
王喜公民館２Ｆ和室

＊24日（木）午前11時
王喜こども園の園庭で遊びます。
帽子や着替えを忘れないでね。

8月のテーマ
「季節の遊びを楽しもう！」
○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等
○作ろうコーナー
…夏野菜スタンプ
○季節の歌、手遊び、わらべ歌
…花火 ありさんのおつかい
せみ 魚がはねて 他
○お話…ねないこだれだ いやだいやだ他

もりのひろば
まつぼっくり
休館

子民家「こどものとなり」
子民家「こどもの宙（そら）」

「こどもはらっぱ」
わらべうたであそぼう
＊日時
＊講師

8月4日（金） 午前11時10分
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！

「これからママ」の集い
＊日時 8月4日（金） 午前11時10分
＊対象 出産を控えた方
「わらべうたであそぼう」を見学
しながら、子育てひろば「こども
はらっぱ」を体験してください。
子育て真っ最中のママとお話し
しましょう。

神田先生の健康相談

「こどもの病気Q&A」
「磯辺であそぼう」
＊日時 8月22日（火）
＊日時 8月1日（火）
午前11時
午前10時半集合
＊講師 小児科 神田亨先生
＊場所 御船手海岸
“こどもの病気、その他”につ
（おふなてかいがん）
いて、先生にお話ししていただ
（長府宮崎町／豊浦高校裏）
きながら、一緒に学んでいきま
夏の思い出作りに磯遊びをしませんか？ しょう。神田先生にお聞きした
親子一緒に磯遊びを楽しみましょう♪
いことがありましたら、スタッ
※下の子どもさんの一時預かりをします。 フまでお知らせください。
※詳細はこどもの宙にてご確認ください。
※子どもの宙に申し込んでください。（電話可）
「手作りおもちゃ講座①」
＊日時 8月8日（火） 午前11時
廃材を使って、おもちゃ作りをします。第1回目は、牛乳パックを
使っておままごとコーナにあるかわいいイスをみんなで楽しく作ってい
きましょう。※こどもの宙に申し込んでください。（電話可）

神田先生の健康相談
「夏に気をつけたい子どもの
病気 パート2」
＊日時 8月1日(火) 午前11時
＊講師 小児科 神田亨先生
前回教えていただいたことの復
習をしながら、とびひなど、夏に
よくみられる病気について教えて
いただきましょう。
子ども健康相談など、個別相談
も気軽に応じていただけます。

育児講座
「万華鏡作り」
万華鏡のステキな世界
を手作りしてみませんか
＊日時 8月25日(金)
午前11時～12時
＊講師 村岡正博先生
※ 材料費は自己負担に
なります。一人500円
こどものとなりへ申し込
みを。（電話可）

「となり 0円マート」
＊日時 8月10日(木) 午前11時～12時
お家で小さくなった服や靴、使わなくなった物など持ち
寄ってみんなで「リユース」しましょう。詳しくは「こども
のとなり」にお尋ねください。

一時預かり｢てまり｣
子民家「こどもの宙（そら）」
出張ひろば「もりのひろば」
7月19日（水）こどもの宙出張支援「もりのひろ
ば」で深坂スタッフＨさんご指導のもと、「川の生き
物を探そう」を行いました。川の上流に向かって沢登
りしながら、初めて川の中の生き物探しをしました。
こどもたちが、川の中の石ころに転びそうになりなが
ら上手にバランスを取り、目を大きく見開いて必死に
探す姿はいっぱしの探検家そのもの。科学者の卵です。
可愛いらしく頼もしく、「あった！」
「カニだ！」「魚だ！」と大はしゃぎ
でした。もうすぐ夏本番です。
みなさんも夏の思い出作りに、森や
川の自然てんこ盛りのもりのひろばに
いらっしゃいませんか（ち）。

子民家「こどものとなり」
7月13日、初めての『となり
０円マート』を開催しました。
小さくなった靴や洋服、カバン
類など、たくさんの提供があり、
しっかりリユース（同じものを何
度も繰り返し使うこと）できまし
た。「こんなにたくさん貰ってう
れしいです。自分の家にも捨てる
にはもったいない洋服があるので
次回もって来ます。」など、二回
目を期待する声をたくさんいただ
きました（し）。

ひろばは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。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。
利用についての疑問点は、お気軽にお問い合
わせください。

利用の手引き

「こどもはらっぱ」
考古博物館ぶえ吉さんの投稿から…
【手形プレートをつくったよ】
7月の13日と14日の2回に分けて、
お隣のこどもはらっぱで、
お子さまの健やかな成長を祈念して、
手形プレートをつくってみたよ。
...１cmぐらいの厚さの粘土板に、
お子さまの手を押しつけて作るんだけど、
粘土の感触が気持ち悪かったのか、
なかには泣き出す子どももいたよ。
出来上がった手形プレートは
しばらく乾燥させたあとで、
８月17日（木）に、
他の体験学習で作った、
土笛や土器と一緒に
焼き上げる予定だよ。
焼き物だからどうしても
焼いてる途中で
割れちゃうこともあるけど、
みんなきれいに焼けると良いな。

遊びなれたひろばで
お子さんをお預かりします

「こどもはらっぱ」
7月12日は、ママたちの活動「ちくち
くママ」の2回目でした。今回も、ワイワ
イお話をしながらのお裁縫でした。ス
タッフも、時々見守りながらでしたが、
殆どはママ達でアドバイスし合いながら、
完成していました！凄い！
次回は9月に予定しています。
今度は、何をちくちくしましょうか？ア
イデア募集中です。（ゆ）

＜対象＞
＊生後6か月～満6歳まで(未就学児)
＜利用場所・開催日＞
※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。
＜利用料金＞
＊ 1時間 ５00円
※利用当日にお支払いください。
詳細は各利用場所でお尋ねください。

