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

9月 6・13・20・27（水）
午前10時～午後3時
深坂自然の森・自然の家

9月のテーマ
「秋のハイキングを楽しもう」
秋の森を散策したり、芝生広場で遊んだり、
バードウオッチングを楽しんだりしましょう。
☆深坂スタッフイベント
・9月13日（水） 午前11時～12時
ネイチャーゲーム」葉っぱを使ったゲームです。
・9月20日（水） 午前11時～12時
「ハイキング」森の中へ入って山道を歩きます。
※「こどもの宙」に申し込みをしてください。
※参加費は100円です。

ミニ・コンサート

「こどもはらっぱ」

＊日時 9月15日（金） 午前11時
＊歌：安岡三奈（利用者ママ）
アンサンブル：茶谷亜紀・藤本由季
（利用者ママ・こどもはらっぱスタッフ）
＊曲名 からたちの花、ふるさと他
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子民家「こどもの宙（そら）」

「いまママ」も「これからママ」
育児講座～今、気に
もわらべうたで遊びましょう
なる！子どもの就園～
＊日時 9月1日（金）午前11時
＊日時 9月8日（金）
＊対象 子育て中の親子＆
午前10時30分～11時30分
これからママになる方
育児講座
＊場所
長府東公民館
＊講師 大倉眞壽美先生
育児講座～今、気に 「母子保健サービスに
＊講師 岡山つき子先生（下関市
これからママになる方も「わ
なる！子どもの就園～ ついて知りたい」
子ども子育てコンシェルジュ）
らべうたであそぼう」を見学し
＊日時 9月21日（木）
妊娠期や乳幼児の発
幼稚園、保育園、こども園…
ながら、子育てひろば「こども
午前11時
育や育児に関する健康
今、気になる入園の手続きなどの
の宙」を体験してください。子
＊講師 岡山つき子先生 診査をはじめ、種々の
育て中のママとお話ししましょう。 お話をお聞きしましょう。
（下関市子ども子育て 保健サービスについて、
※申し込みが必要です。
コンシェルジュ）
保健師さんにお話をお
神田先生の健康相談
幼稚園、保育園、こど 聞きしましょう。
手作りおもちゃ講座②
「過保護って何だろう？」
も園…どこがどう違う
＊日時 9月27日(水)
～廃材、牛乳パックを使って～
＊日時 9月19日(火)午前11時
の？ どこに預けたらい
午前11時
＊日時 9月25日(月)午前11時
＊講師 小児科 神田亨先生
いの？ 今、気になる入 ＊講師 新下関保健
先月は、牛乳パックを使って
“過保護”の捉え方はいろいろ
園の手続きなどのお話を
センター保健師さん
椅子作りをしました。好評につ
あると思われます。神田先生の
お聞きしましょう。
※申し込みが必要です。
き2回目を行います。おしゃべ
お話をお聞きしながら、みんな
※申し込みが必要です。
りしながら一緒に作りましょう。
で一緒に考えてみませんか？
※申し込みが必要です。
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開設日時
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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

9月 7・14・21・28（木）
午前10時～午後３時
＊場所 王喜公民館２Ｆ和室
☆育児講座「今、気になる！子どもの就園」
下関市の幼稚園、保育園、認定こども園について
・日時 9月14日（木）午前11時
・講師 新内和美先生（下関子ども･子育ちネット）

9月のテーマ「体を動かして遊ぼう！」
○遊び…ままごと、粘土、体を動かして遊ぼう
○作ろうコーナー…紙ひこうきなど
○季節の歌、手遊び、わらべ歌など
○お話…おつきさまこんばんはほか
※今月は王喜こども園での遊びはありません。

こどものとなりの「トトロのとなり」
＊日時 9月26日(火) 午前11時～12時
＊場所 コミュニティ会館（王司本町三丁目）
手遊び、わらべうた、絵本やパネルシアター、
体操などお子さんと一緒に楽しく遊びましょう。
「こどものとなり」へ申し込んでください。

子民家「こどものとなり」

育児講座
今、気になる！子どもの就園

神田先生の健康相談
「子どもの心と体Ｑ＆Ａ」

下関市の幼稚園・保育園・認定
こども園について
＊日時 9月15日(金) 午前11時
＊講師 新内和美先生
（下関子ども・子育ちネット）

＊日時 9月5日(火) 午前11時
＊講師 小児科 神田亨先生
日常気になっている事など先
生にアドバイスをいただき、み
んなで解決の糸口をみつけませ
んか。個別の相談も気軽に応じ
ていただけます。

「となり0円マート」
＊日時

9月12日(火)
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「ことものとなり」
にお尋ねください。

たんぽぽのはらさんの
お楽しみ会
＊日時 9月22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。

育児講座「音をたのしむ」
～耳をすまして聞いてみよう～
どんな音が出るのかな～ 楽器の
すてきな音色に耳をかたむけてみま
しょう。
＊日時 9月29日(金) 午前11時
＊講師 今村方子先生
（下関子ども・子育ちネット）

一時預かり｢てまり｣
子民家「こどものとなり」

子民家「こどもの宙」

８月10日に、第２弾「となり０円マート」があり
ました。６家庭より、洋服・カバン・靴などの提供
があり、１回目に引き続き大、大盛況でした。
「これ欲しいです。他にいる方いらっしゃいませ
んか」と声を掛け合い、時にはジャンケンで決める
などしながら、参加者一同みんなでリユースできま
した。こどもの宙やこどもはらっぱの皆様も、掘り
出し物を探しにいらっしゃいませんか？
物品提供もお待ちしています。好評ゆえ、今後も
ひきつづき開催の予定です。お楽しみに・・（し）

8月１日、
「磯辺で遊ぼう」
を長府御船手海岸
で実施しました。
潮だまりが身近な
タッチプールのよ
うで、澄んだ海水の中をヤドカリやカニ、魚やエ
ビが忙しそうに動き回るデコボコ岩場を歩き回り
ました。１番人気はイソギンチャク、触っては「
ピューン」と吹き出す水に驚き、また縮む様子を
何度も楽しむ姿が多く見られました。
参加者の感想は、「私の手を引いて逃げ腰だっ
た子があっという間に好奇心にかられどんどん自
分から進んで行き頼もしかった」。「図鑑片手に
観察会が出来て充実していた」などで、「また来
年ね」と生き物を海に返し笑顔で終了しました。
こどもの宙では、イベント開催時のお子さんの
一時預かりを実施していますが、今回利用者から
「下の子を預けて上の子とじっくり関われて貴重
な夏の良い思い出ができました」と喜びの声を頂
きました。皆様ぜひご利用ください（ち）。

リユース

「こどものとなり」では、７月からカブト虫・くわ
がた・カメ・かたつむりを飼育中。カブト虫・くわが
たはエサの交換時など覗き込み、さわってみたいな…
こわいな…と複雑な面持ちの子どもたちです。
道路を散歩中のカメを「こどものとなり」に連れて
きて約20日。そのカメさんが、な・な・なんと！
7/31に卵10個（残念なことに５個は割れていまし
た）を産卵。水槽の水換えをしようと近づいたスタッ
フはびっくりぎょうてん！！ すぐには卵とは思わず
にギョギョギョ！！ ママたちも・子どもたちもみん
なで大さわぎ。
図鑑をみたり、ネットを調べたり、それぞれ大忙し
でした。いろいろな情報をもとに卵の保育器を作りま
した。保育器の中の卵５個。
「無事産まれてくれるとうれ
しいな～」とみんなで見守っ
ているところです。
みなさんも見に来られませ
んか（し）。

「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。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、お問い合わせください。

てまり利用のある日（Kちゃん）
・9:50…お母さんと「こどもの宙」へ
スタッフは、お子さんの今朝の状況を確認
・10:00…ひろばでレールで遊ぶ。お庭で、ひろば利用のお子
さんたちと一緒にスタッフと水遊び
・12:00…今日はひろば利用者がたくさんなので、一時預かり
室でスタッフとお昼ごはん（お弁当）
・13:00…･ひろばのおままごとコーナーで、お友達と一緒に
遊ぶ。その後一時預かり室で、
一時預かり
スタッフにKちゃんの好きな
（てまり）風景
絵本を読んでもらう
・14:00…うれしいお母さんの
お迎え
・ひろばでお母さんと一緒に少
し遊んで、さようなら。

「こどもはらっぱ」
7月25日、育児講座「音を楽しむ～耳をすま
して聞いてみよう～」を開催。打楽器セットを
使った、下関子ども・子育ちネットの今村方子先
生のお話でした。楽器を見ると目をキラキラさせ
て近づく子どもたち。「どんな楽器を選ぶか
な？」「どんな楽器の使い方をするのかな？」と、
少し不安そうに見つめる母親たち。そして、子ど
もが手にする楽器、使い方
を見ながらお話してくださ
る今村先生の言葉に「おぉ
〜！」「そうなんだ」の声。
最後は、絵本と音楽のコラ
ボレーションで賑やかに終
わりました。これを機会に、
はらっぱの時間で、音遊び
を楽しむ機会を増やしてい
きたいですね（ゆ）。

利用の手引き
＜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＞
□「こどもはらっぱ」「こどものとなり」は予約
制です。前月の25日までにご予約ください。
□「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も行います。
詳細は各利用場所でお尋ねください。

