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

10月 4・11・18・25（水）
午前10時～午後3時
深坂自然の森・自然の家

10月のテーマ
「秋の自然をたのしもう」
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となり
はらっぱ

Wed.
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19 研修

もりのひろば

ようこそ
＊これからママ

＊日時
＊対象

10月6日（金）
午前11時
子育て中の親子＆
これからママになる方

＊講師

大倉眞壽美先生

赤米の収穫

＊日時 10月14日(土)
午前11時
※雨天決行
＊対象者 ６月に赤米の
苗植えをした皆さん
＊集合場所 こどもはらっぱ
＊講師 下関市立考古博
物館太田雅史学芸員
※必要な方は…
軍手、長袖の服

これからママになる方
も「わらべうたであそ
ぼう」を見学しながら、
子育てひろばを体験し
てください。
※裏面の「妊娠期から
の切れ目のない子育て
支援」もご覧ください。

育児講座「乳幼児期の子育
てポイント」
～心理学の世界から～
心理学の世界からみた
子育て話。どんなお話なのか、
とても楽しみです。
＊日時 10月26日(木)
午前11時～１２時
＊講師 山田洋平先生
（島根県立大学短期大学部客員研究員）

※申し込みが必要です。
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ママさんコンサート
＊日時10月5日（木）
午前11時
＊歌：安岡三奈（利用者ママ）
アンサンブル
茶谷亜樹（利用者ママ）
藤本由季（スタッフ）
＊曲名 からたちの花、他

わいがやおしゃべり会
困っていること、悩みなどみ
んなでおしゃべりしてみませ
んか？
＊日時 10月6日(金)
午前11時

秋の♪ミニミニコンサート
秋の歌を歌ったり、楽器で演奏
したり、楽しいコンサート開催
＊日時 10月24日(火)
午前11時
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トトロのとなり たんぽぽのはら
育児講座

「こどもはらっぱ」
わらべうたであそぼう

Sun.
休館
休館
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7

まつぼっくり

休館

そら
となり
はらっぱ

そら
となり
はらっぱ

Fri.

1
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もりのひろば

そら

そら
となり
はらっぱ

Thurs.

・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≫

１０月１９日は職員研修のため、全拠点休館です。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いします。

9

秋の森の散策や、芝生広場で遊びましょう。
☆深坂スタッフイベント
・10月4日（水） 午前10時～12時30分
「ピザ作り①」キャンプ場の石窯でピザ作り。
※「こどもの宙」に申し込みが必要です。
※参加費は500円、申込時の事前徴収です。
・10月25日（水） 午前11時
「アスレチック遊び」森の中でアスレチック体験。
※「こどもの宙」に申し込みが必要です。
※参加費は100円です。

Tues.

開設日時

子民家「こどもの宙（そら）」
育児講座
～子どもの救急について～
急な子どものけがや病気の時に
慌てず対応するためには…
＊日時 10月13日（金）
午前10時30分～11時30分
＊場所 長府東公民館
＊講師 長岡敏信先生
（下関市保健部保健医療課）
※申し込みが必要です。

神田先生の健康相談
「冬に流行する病気について」
これからの時期に流行する
感染症の予防と対応について
のお話です。
＊日時 10月17日(火)
午前11時
＊講師 小児科 神田亨先生

休館
休館
休館

29
休館
休館

休館
休館
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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 10月 5・12（木）（今月は２回です。）
午前10時～午後３時
＊場所 王喜公民館２Ｆ和室

10月のテーマ「体を動かして遊ぼう！」
○遊び…座布団山、一本橋、トンネル他
○季節の歌、手遊び、わらべ歌など
○お話…さつまのおいも、もけらもけら他
※12日は11時から王喜こども園の園庭で遊びます。
気持ちのいい季節、体を動かして遊びましょう！
※26日はコミュニティ会館にて「こどものとなり」
による「トトロのとなり」があります。

こどものとなりの「トトロのとなり」
「からだを動かしてあそぼう」
＊日時
＊場所

10月26日(木) 午前10時～12時
宇部字６町自治会コミュニティ会館
（住所：王司本町3丁目1776-1）
（ホームプラザナフコ長府店駐車場横）
就学前のお子さんと保護者どなたでも。
一緒に楽しく、おもちゃや、手遊び、わらべう
た、体操などをして遊びましょう。
※お問い合わせは「こどものとなり」へ

神田先生の健康相談

子民家「こどものとなり」

「”三つ子の魂百まで”
って、な～に」
育児講座
「三つ子魂 百まで」こんな
乳幼児期の子育てポイント
ことわざを知ってますか？
～心理学の世界から～
神田先生のお話を聞きながら、
子育てについて具体的に事例など
子育てについて考えましょう。 を紹介していただき、子どもとの関
＊日時 10月3日(火)
わり方のヒントを学びましょう。
午前11時
＊日時 10月11日(水)
＊講師 小児科 神田亨先生
午前11時
＊講師 山田洋平先生

「となり0円マート」
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「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。
＊日時 10月10日(火)
午前11時～12時

（島根県立大学短期大学部客員研究員）

たんぽぽのはらさんの
お楽しみ会
＊日時 10月27日(金)
午前11時15分
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。

９月 夏の終わりに
子民家「こどもの宙」
９月８日（金）、こ
どもの宙の育児講座を、
長府東公民館で行いま
した。今一番気になる
子どもの就園について、
下関市子ども子育てコ
ンシェルジュの岡山つ
き子先生にお話をお聞
きしました。
この講座は毎年人気で、参加者の中には、じっくり
と話を聞きたいということで、一時預かり「てまり」
を利用され、子どもは「こどもの宙」で遊び、お母さ
んはゆっくりと公民館でお話を聞かれました。
詳しく書かれた資料がたくさんあり、参加者は色々
なことが聞けて大満足のようでした。中でも、「お子
さんを預けたいなと思われる園に直接足を運んで、し
っかり見学してきてください。」とのお話がありまし
た。子どもさんにあった園選びに、講座のお話を役立
ててください。岡山先生お忙しいところありがとうご
ざいました（ひ）。

子民家「こどものとなり」
９月14日は「こどものとなり」出張支援"まつぼっくり"
で、15日は「こどものとなり」で育児講座「今気になる！
子どもの就園」がありました。
講師は、ＮＰＯ法人下関子ども・子育ちネット副理事長、
新内和美です。両講座とも大勢の参加があり、利用者の関心
の高さが分かりました。時間が過ぎても質問者の列ができる
ほどでした。間近に入園したいと思っているお母さんたちに
とってはとても参考になったようです（よ）。
「こどものとなり」
駐車スペースが増えました

一時預かり｢てまり｣
子民家「こどもの宙」、子民家「こどものとなり」、
「こどもはらっぱ」は、それぞれ、地域の子育て共同体
（コミュニティ）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。

利用の手引き

出張ひろば「もりのひろば」

「こどもはらっぱ」

9月20日（水）こどもの宙の出張支援「もりのひろ
ば」で深坂スタッフご指導のもとハイキングが行われ
ました。コオロギやトノサマバッタ、カミキリムシな
どを捕まえて観察したり触ってみたりしました。道端
の草花の名前や由来なども教えていただき、クイズ形
式で子どもだけではなく大人も、自然について楽しく
学べる貴重な時間を過ごすことができました。
「西洋たんぽぽと日本たんぽぽの見分け方は？」、
「クローバーは10枚まであり、１葉ずつの意味は？」
「クモがクモの巣から落ちないのは何故」などなど。
森の中は少し涼しい風が吹き、木々も色付き始めてい
るようです。皆さんも心地よい森へ遊びにいらっしゃ
いませんか？（ち）。

９月15日は、
初の試みで、
お母さんからの
発信による「ミ
ニ・コンサート」
を開催しました。
普段は、子どもを
連れて「こどもは
らっぱ」へ遊びに
来られるお母さん
2名を中心に、スタッフ2名と一緒に演奏しました。
ザワザワしていた広場も、演奏が始まると、あっという間
に演奏会モードに。知っているママが演奏するということで
写真撮影やビデオ撮影の方もいらっしゃいました‼︎ 子育て
しながら、自分の趣味や特技を生かして楽しんでおられるお
母さんの姿、いかがでしたか。演奏されたママさんは「知り
合いの方々が聴いているから、緊張しました！ でも、楽し
かったです」とのコメントでした。
少しの時間でしたが、利用者さんと一緒に楽しい時間を共
有できて、良かったです。また、やりましょうね。
……ん？ どうやら、他拠点からも演奏依頼が？！ お楽し
みに！（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＞
□「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。
□「こどもの宙」は前日までの予約が可能です。
また、緊急の場合は当日受け付けも行います。

妊娠期からの
切れ目のない子育て支援
産前産後の子育てを支援するため、一時預かり事業
「てまり」の特例として、産前産後、それぞれ1か月間を
目途に、赤ちゃんの兄弟児を「こどもの宙」「こどものと
なり」でお預かりします。
＜利用場所・開催日＞
*こどもの宙（長府古城町）…月～金曜日（要予約）
*こどものとなり（王司員光）…月～金曜日（要予約）
＜利用時間＞ 原則として午前9時～午後３時
※場所、日時を個別にご相談ください。
詳細は各利用場所でお尋ねください。

