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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11月

出張ひろば「もりのひろば」
11月 1・8・15・22（水）
午前10時～午後3時
＊場所 深坂自然の森・自然の家

①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
・11月15日（水） 午前10時～12時30分
「ピザ作り②」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。
・11月22日（水） 午前11時
「ネイチャーゲーム」
もりの中で色々な色を探しましょう。
※「こどもの宙」に申し込みが必要です。
※参加費は100円です。
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考古博物館＆古墳の森ウォークラリー

もりのひろば
育児講座

＊日時

11月7日（火）､8日（水）
11日（土）※予備日9日（木）
午前11時
※雨天中止
＊場所 こどもはらっぱ・考古博物館・古墳の森
＊動きやすい服装、フェイスタオル、水筒

親子で楽しむ運動遊び
＊日時 11月25日（土） 午前11時
＊場所 こどもはらっぱ
＊講師 山村陽介先生
（体育指導員・利用者パパ）
＊対象 ２歳以上のお子さんと保護者
（お父さんの参加大歓迎）
親子で楽しく運動遊びのコツを教えていただ
きながら、心も身体も元気になりましょう。
※｢こどもはらっぱ｣で、直接申し込んでください。
持ち物など詳細もご確認ください。
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「わらべうたであそぼう」
11月10日（金）
午前11時
＊対象 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

25
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トトロのとなり

子民家「こどもの宙（そら）」
＊日時
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～大学生と遊ぼう～
11月30日(木)
午前9時50分くらいから
＊場所 梅ケ峠
＊詳細は「こどもの宙」にご確認を。

11月10日（金）
午前11時

出産前のママたちの交流の場
です。出産前の不安な事を、先
輩ママに相談したり、わらべう
たを聴いたりしながら、お腹の
赤ちゃんとママの絆作りしてみませ
んか？ 気軽に遊びに来てね♪

手作りおもちゃ講座③
お子さんが喜ぶおもちゃを、お
神田先生の健康相談
しゃべりしながら作りませんか？
「冬に流行する病気パート2」
10月の相談会は冬に流行す ＊日時 11月20日(月)
午前11時
る病気についてお話をしてい
＊申し込みが必要です。
ただきました。
パート2として、これから
子育て交流会・運動会
流行する病気について予防や
長府地区保健推進委員会さん主催の
対策をお聞きして、健康な体
はいはい競争や玉入れ…楽しそう！
づくりをしていきましょう！
*日時 11月17日（金）
＊日時 11月21日（火）
午前10時30分～11時30分
午前11時
*場所 長府東公民館３F講堂
＊講師 小児科 神田亨先生

※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

11月 9・16・30（木）
午前10時～午後３時
＊場所 王喜公民館２Ｆ和室
＊９日（木）11:00から王喜こども園の園庭で
遊びます。

11月のテーマ「うんどうあそびをしょう！」
○遊び…座布団山、一本橋、トンネル他
○作ろうコーナー…登り人形
○季節の歌、手遊び、わらべ歌など
○お話…もりのおふろ、たまごのあかちゃん他

こどものとなりの「トトロのとなり」
「今村先生とリトミック」
＊日時 11月28日（火） 午前10時～12時
＊場所 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）
＊講師 今村方子先生（下関子ども・子育ちネット）
音楽に合わせて楽しく体をうごかしたり、
いろいろなおもちゃで遊んだりしましょう。
※お問い合わせは「こどものとなり」へ

子民家「こどものとなり」
神田先生の健康相談
「子どもにとって遊びとは
何だろう」

子どもは遊びながら、たくさん
の事を学び成長します。
子どもの遊びについて先生に教
えていただきましょう。
＊日時 11月7日(火) 午前11時
＊講師 小児科 神田亨先生

おじいちゃん・
おばあちゃんと遊ぼう
おじいちゃんやおばあちゃんと
一緒にお手玉を使って遊んだり、
おもちゃや折り紙などで、一緒に
遊びましょう！！
演劇サークル「おかめ会」の
方々も遊びに来られます。
＊日時 11月9日(木) 午前10時

育児講座
「0・1・2歳児の虫歯予防」
乳歯が生える時期、虫歯予防す
るため、どんな事に気を付けた
ら良いかお話を聞きましょう。
＊日時 11月15日(水)
午前11時
＊講師 歯科衛生士･松井優さん

「となり0円マート」
＊日時

11月14日（火）
午前11時～12時
詳細は「こどものとなり」へ
お尋ねください。

たんぽぽのはらさんの
お楽しみ会
＊日時

11月24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。

子民家「こどもの宙」
10月13日（金）こどもの宙の育児講座で、長府東
公民館で、「子どもの救急」について、下関保健部保
健医療課の長岡さんと、河井さんにお話をしていただ
きました。実際に人形を使っての心肺蘇生や、AEDの
使い方など、実践することができ、有意義な時間を過
ごしました。
一時預かりを利用されて講座
に参加された方もおられました。
一時預かり「てまり」はお母さ
まのお勉強の時も強い味方です。
ぜひご利用下さい（ひ）。

「こどもはらっぱ」
6月にペットボトルに植え付けて、
夏の間、エントランス前広場で育てていた、
赤米を収穫したよ。
午前中は、こどもはらっぱの
参加者と、午後からは一般の
参加者とに分かれて、二回、
稲刈りをしたんだ。
去年と同じく、土井ヶ浜遺跡
人類学ミュージアムから、
借りてきた石庖丁に加えて、
今年、博物館ボランティアの
みんなといっしょに
新たに作った石庖丁を使って、
穂首刈りで稲を収穫したよ。
そのまま炊くには
ちょっと赤米の量が少ないから、
白米や雑穀と混ぜたりしておいしく食べてね。(後略)
（市立考古博物館ぶえ吉君FBより）

スタッフ研修
10月19日（木）初の試み、平成29年度スタッフ研
修は、子育てひろば全国連絡協議会（ひろば全協）の
コンサルテーション事業を受け、ひろば全協理事で大
分県豊後高田市のNPO法人アンジュ・ママン施設長の
小川由美先生においでいただき、地域子育て支援拠点
事業コンサルテーションを受けました。
小川先生とスタッフ20名、アンジュ・ママンの事業
事例の視聴やワークショップ「自分の拠点の良いとこ
ろ」、小川先生によるミニ講演”地域子育て支援拠点
事業のガイドライン改訂版を
利用した基礎基本の確認”等
々、あっという間の２時間半
でした。
明日からまた利用者さんの
笑顔づくりめがけて頑張りま
しょう！！ガッツ！（い）

皆さん！チャレンジの秋です
子民家「こどものとなり」
こどものとなりです。10月17日（火）編み物大好きママ
さん発案で、ママサークル『編みーごクラブ』第1回が始まり
ました。1作目はドーナツ型のアクリルたわしです。皆さんは
好きな色の毛糸とかぎ針を持ってきてやる気満々。真剣な表
情でされていました。
子どもたちも初めは協力的でおもちゃで遊んでいましたが
・・・時間が経つにつれ眠たくなったり甘えたくなったり。
作り目・増し目・減らし目がちょっと大変で四苦八苦！ 午
前中かかって少ししか進まず、完成はしませんでした。明日
からも完成目指して頑張ることになりました。肩が凝りまし
たが、皆さんの感想は一様に「楽しかった！！」でした。
同じ目的に向かってみんなのこころも”編みーご”？！、
関心のある方お待ちしていま～す（よ）。

出張ひろば「もりのひろば」
10月4日（水）もりのひろばで「ピザ作り」を深坂スタ
ッフのご指導のもと行いました。
ピザ作りは、生地をこねソースと具材をたっぷり乗せて、
石窯の中へ。みんなで枯葉をいっぱい集めて燃やし、燃え盛
る炎の音に耳をすませました。子どもたちは「おいしくな～
れ」の大合唱…。もりの中が煙と香ばしく焼けるピザの匂い
に包まれるとピザのでき上り。早く食べたい気持ちを抑えな
がら「フーフー」と冷ましていました。
みんなで焼いたピザの味は、ほっぺが落ちそうなくらいで
「おいしいね」と親子で顔を見合わせ、大満足の一日となり
ました。大好評につき、来月もピザ作りを予定しています。
初めての方も参加してみませんか（ち）。

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。

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。
*こどもはらっぱ （☎083-250-9902）
*こどものとなり（☎ 083-250-9903）
*こどもの宙（☎ 083-246-7800）

