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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Mon.
1

出張ひろば「もりのひろば」
＊日時 1月 10・17・24（水）
午前10時～午後3時
＊場所 深坂自然の森・自然の家

2

①冬の森を散策しましょう。
②思い切り体を動かして遊ぼう。
☆深坂スタッフイベント
・1月17日（水） 午前11時
「バードウオッチング」

休館

となり
はらっぱ

休館
休館

15

（森の中にはどんな鳥がいるのかな）

＊日時

1月12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

わいがやおしゃべり会
「幼稚園、保育園、こども園
などの情報交換会」
今回は、お子さんを幼稚園
に通わせている方々と園の様
子や準備するもの、心の準備
など気軽に情報交換をしてみ
ませんか？
＊日時 1月18日(木)
午前11時

6
休館
休館
休館

12

18

もりのひろば
育児講座

7

13

わらべうた

19

休館
休館
休館

14
休館

休館

休館
休館

21
休館
休館

24

25

26

もりのひろば

27

英語で遊ぼう

休館
休館
休館

まつぼっくり

たんぽぽのはら

28
休館
休館

休館

30

休館

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。

保健師さん発育相談
「生活リズムを整えよう」
生活リズムを整えることがなぜ
大切なのか、保健師さんにお話
していただきます。他の相談な
ども気軽に応じていただけます。

1月23日（火）
午前11時
＊講師 山陽保健センター
保健師 奥村和美さん
※こどもの宙に
申し込みを。

休館
休館
休館

31

おもちゃ講座
トトロのとなり
育児講座

休館
休館
休館

コンサート
“ポロンポロン”

神田先生の健康相談
「子どもの発達について」
この健康相談も今回で30回目を迎
えます。先生の体験談を踏まえな
がら、お話を聞きましょう！
＊日時 1月16日（火）午前11時
＊講師 小児科 神田亨先生

英語であそぼう！
利用者さんのお母さんにお手本に
なっていただき、一緒に英語の歌
を歌って遊びましょう！
＊日時1月26日(金) 午前11時

手作りおもちゃ講座④
お子さんが喜ぶおもちゃを、
おしゃべりしながら
一緒に作りませんか？
＊日時1月30日(火) 午前11時
※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

1月 11・18・25（木）
午前10時～午後３時
＊場所 王喜公民館２Ｆ和室
＊18日 11：00から王喜こども園の
園庭で遊びます。

1月のテーマ「正月あそびを楽しもう」

休館

20

わいがや
まつぼっくり

・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≫

Sun.

休館
休館
休館

まつぼっくり

17

発育相談

「これからママ」
の集い

＊日時

11

健康相談

23

子民家「こどもの宙（そら）」
わらべうたであそぼう

Sat.

休館

29
そら
となり
はらっぱ

Fri.
5

もりのひろば

健康相談
０円マート

そら
となり
はらっぱ

（たき火で焼き芋をしよう）

Thurs.
4

10

16

22

※参加費は200円。当日徴収します。
※こどもの宙に申し込みを。

3

9

そら

そら
となり
はらっぱ

※参加費は100円。当日徴収します。
・1月24日（水） 午前11時
「焼き芋をしよう」

Wed.

あけましておめでとうございます。
新年は1月9日スタートです

そら
となり
はらっぱ

8

1月のテーマ
「もりの冬を楽しもう」

Tues.

開設日時

コンサートは「ロバ
音楽座」の音楽を
子どもたちに聞いていただき
たくて、スタッフが企画しました。
みんなで楽しみましょう。
３１日(水）はコンサート開催の
ため３拠点とも休館となります。
申し込みは裏面をご覧ください。

「こどもはらっぱ」
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
に気を付けたらよいか
お話を聞きましょう。
＊日時 1月30日(火)
午前11時
＊講師 歯科衛生士
松井優さん
※はらっぱに申し込みを。

○遊び…こままわし 凧揚げ 風船つき など
○作ろうコーナー…こま（折り紙）凧（ビニール袋）
○季節の歌、手遊び、わらべ歌など
○お話…おおきなかぶ・てぶくろ他

こどものとなりの「トトロのとなり」
「親子でふれあい遊び」
＊日時
＊場所

1月30日（火） 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）
10時～室内・戸外で遊びましょう。
11時～「親子でふれあい遊び」
歌遊び手遊び、こちょこちょ・もみもみ！？
※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
「嘔吐下痢症と脱水

について」
冬に気になる病気について、
症状や対処法などを教えて
いただきましょう。
＊日時 1月9日（火）
午前11時
＊講師 小児科神田亨先生

たんぽぽのはらさんの
お楽しみ会
＊日時

1月26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。

「となり0円マート」
＊日時

1月16日（火）
午前11時
＊詳しくは「となり」へ
お問い合わせ
ください。

育児講座「子どもとの
上手なかかわり方」
事例を通して、みんなで
お話しましょう。
＊日時 1月17日（水）
午前11時
＊講師 福重イツ子先生
(下関子ども・子育ちネット)

平成2９年度下関子ども・子育ちネット地域子育て支援事業

０才からきける初めての音楽会

ポロンポロン
小さな動物のひそひそ話と風の音
はじめての音楽会「ポロンポロン」
おひざの上でニッコリ うっとり
スヤスヤと
あかちゃんの泣き声も音楽に？
楽器や音楽はもっと柔らかくて
温かで 素朴なもの
しなやかなこころとからだに
ロバサウンドが届きます

昨年の講演風景→

日

時：201８年１月31日（水）
・第１回 午前10:00～10:45（受付 9時30分から）
・第２回 午前11:30～12:15（受付 11時から）
場
所：勝山公民館3階 講堂
入 場 料：親子１組で1,000円（大人1人・子ども１人）※1人増で＋500円
対
象：0才からの子どもとその親
募集人数：各回 親子40組 （先着順）
申込方法：NPO法人下関子ども・子育ちネット各拠点へ
直接お申し込み下さい。(電話申し込み不可）
※キャンセルによる払い戻しはできません
問い合わせ先：
こどもの宙
083-246-7800
こどものとなり 083-250-9903
こどもはらっぱ 083-250-9902

もりの
クリスマス会
12月15日（金）今年も深坂
自然の森・自然の家で、宙・
となり・はらっぱ３拠点初の
合同イベント『森のクリスマ
ス会』を行いました。トーン
チャイム演奏から始まり、み
んなで歌をうたったり、手あ
そびをしたり、ガチャガチャ
バンドを楽しんだりしました。
今回は初の試みで、各拠点で
出し物をしました。はらっぱ
は、利用者親子さんとスタッ
フによるかわいい歌あそびで、
新幹線に乗って登場した子ど
もたちは嬉しそうでした。宙
はスタッフによる『うさぎの
はらのクリスマス』の合奏と
踊り。揃いの衣装でかわいい
うさぎさんになりました。と
なりは『黄色い大きなかぶ』
の創作劇。会場に「うんとこ
しょどっこいしょ」の元気な
掛け声が響き渡りました。
ちょっとあわてんぼうなサン
タさんのお手伝いもあり無事
かぶが抜けました。サンタさ
んは、リースのプレゼントも
たくさん持ってきてくれ、子
どもたちはお土産をもらって
みんなニコニコ笑顔でした。

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。

ロバの音楽座
〒190-0002 東京都立川市幸町6-22-32ロバハウス 042-536-7266/FAX:042-536-7968
http://www.roba-house.com mail:info@roba-house.com

●主催 NPO法人下関子ども・子育ちネット
●後援 下関市・下関市教育委員会

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）

