ひろばのご利用について

こそだち
通信
第31号

・こどもの宙(そら)… 毎週月～金曜日、もりのひろば…毎週水曜日
・こどものとなり… 毎週月～金曜日、まつぼっくり…毎週木曜日
・こどもはらっぱ…毎週火～土曜日、てんとうむし…毎週金曜日
・開設時間…午前10時～午後3時（共通）・利用料…無料
※ひろばは何時に来て何時に帰ってもOKです。 育児の不安や子育て
について、保育士や先輩ママスタッフなどが相談に応じます。
※日曜日・祝日、年末年始などはお休みです。

お知らせ
10月23日は職員研修会の為３拠点とも
閉所です。ご迷惑をおかけいたします。

わいがやおしゃべり会
「子どもの食事について」
10月15日(月)に栄養士さんによる
育児講座座「子どもの食事について」
を開催します。わいがやおしゃべり会
で、子どもの食事に関しての悩みなど
を、あらかじめ、みんなで出し合って、
育児講座で栄養士さんにいろいろお聞
きしてみませんか？
＊日時 10月5日（金） 午前11時

育児講座
｢子どもの食事について｣
栄養士さんの話をお聞きしながら、
子どもの食事について一緒に考えてみ
ましょう。
わいがやおしゃべり会に参加の人も、
参加でない人も、ぜひご参加ください。
＊日時 10月15日（月） 午前11時
＊講師 島﨑 美子（栄養士）
（下関健康推進課 健康づくり係）
※こどもの宙に申し込みを。

「こどもはらっぱ」
赤米の収穫
６月に植えた赤米の苗が大きく育っ
て、稲穂をたらし、実りの秋を迎えま
した。ご家族揃って、赤米の収穫(稲刈
り)を楽しみましょう。
＊対象者 6月に赤米の苗植えをした
皆さん
＊日時 10月13日（土） 午前11時
＊講師 下関市立考古博物館 学芸員
※必要な方は…軍手、長袖の服を。
※雨天の場合でも行います。

妊婦さんのにこにこ広場

神田先生の健康相談
「発疹をともなう感染症の病気について」
パソコンでいろいろな病気の症状を見ながら、病気
について正しい知識を学びましょう。
※小児科医の神田先生に、子どもの発達や健康につ
いてお話ししていただきます。
＊日時 10月2日（火） 午前11時
＊講師 小児科 神田亨先生

となり 0円マート

神田先生の健康相談
「こどもの成長と生活リズムについて
健やかな成長に欠かせない生活リズムに
ついて、みんなでお話を伺いましょう。心
も身体も元気に秋を過ごしましょう！
＊日時 10月16日（火） 午前11時
＊講師 小児科 神田亨先生

そらとはらっぱの共同企画

｢学生交流」
＊日時 10月25日(木) 午前10時（予定）
※集合時間 午前9時40分（予定）
＊場所 梅が峠
＊講師 梅光学院大学田中俊明先生とゼミ生
※詳細・申し込みはこどもの宙・はらっぱに。
（定員あり。電話連絡不可）

わらべうたであそぼう
お子さんと一緒にわらべ歌遊び
を楽しみましょう。妊産婦さん
のご参加もお待ちしています。
＊日時 10月18日（木） 午前11時
＊講師 大倉眞壽美先生

「これからママ」の集い
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。子育て真最中のママ
たちとお話ししてみませんか？
子育てのいろいろが聞けますよ。
是非ご参加ください。

2018年10月

子民家「こどものとなり」

子民家「こどもの宙」

これからママになる方の何でも相談会
＊日時 10月22日（月）
午前9時30分～10時30分
＊場所 山陽保健センター
※詳細はこどもの宙まで。

行事予定表
※健康相談…神田先生の健康相談
※育児講座…子育てに関する講座
※出張ひろば…もりのひろば、
まつぼっくり、てんとうむし
（詳しくは裏面に）

お家で小さくなった服や靴等、持ち寄って
リユースしましょう。
＊日時 10月9日（火） 午前11時
※詳細はこどものとなりにお問い合わせを。

育児講座…宙・はらっぱに続いて
｢乳幼児期の子どもへの上手な関わり方｣
子育てをしていると、困ったり悩んだりする
ことがたくさんあります。言葉かけや親の姿勢
などについて、お話をお聞きします。
＊日時 10月11日（木） 午前11時
＊講師 末次絵里子先生
（大阪国際大学短期大学部幼児保育学科）
※こどものとなりに申し込みを。

大好評！
前回
お聞き逃
しの方も…。

お芋ほり
＊日時

10月25日（木）
午前10時30分～11時30分
（畑に移動するので、10時20分までに集合）
※雨天の場合は31日（水）に延期します。
＊参加費
１家庭 300円（定員あり）
＊こどものとなりに、直接申し込みを。
（電話連絡不可）

たんぽぽのはらさん
のお楽しみ会
＊日時

10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
く過ごしています。
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・NPO法人下関子ども・子育ちネット 事務局
子民家「こどもの宙」
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）

出張ひろば「もりのひろば」・「まつぼっくり」・「てんとうむし」

高校生と子育て親子の交流
9月19日と20日、下関市長府亀の甲の山口県立長府高等学校で、高校生と子育て親
子の交流会がありました。参加したのは、両日それぞれ、同校１年生の男女35人と乳
幼児の親子約30組の皆さんでした。高校生は、3・4時限を使った家庭科の授業で、
高校を訪問し交流した親子は、勝山保育園子育て支援センター「つくしんぼ」、子育
てサークル「おにのパンツ」、地域子育て支援拠点「こどもの宙」、「こどものとな
り」、「こどもはらっぱ」の利用者です。
高校生は女子も男子も、赤ちゃんにとても優しく、子どもたちの行動にとても興味
を持っている様子で、赤ちゃんを抱いてみたり、一緒に歌ったり踊ったり、また、お
むつ替えにも積極的にトライしていて、とても楽しそうでした。
現代は晩婚化や未婚の増加で少子化が進んでいる状況にありますが、交流を体験し
た高校生たちが、近い将来、それぞれの人生の中で子どもや子育てを身近に感じてく
れるとよいと思いました。子育て中のお母さん方も、高校生の質問に丁寧に答えてお
られて、改めて子育てを見つめ直すよい機会となり、次の世代に子育て文化を伝える
よいきっかけとなったようです。
下関子ども・子育ちネットの運営する各拠点が、次世代（高校生）との交流に参加
したのは初体験ですが、これからも、継続したいですね（し）。

出張ひろば「もりのひろば」
＊日時

10月 3・17・24・31日（水）
午前10時～午後3時
＊場所 深坂自然の森・自然の家
※10月10日はお休みです。
※雨の日も開催します。2階の和室で遊びます。
※天気が良い日は、お散歩、木の実拾いに出かけ
ます。

10月のテーマ
「秋さがしに出かけよう」
☆イベントのご案内
「アスレチックで遊ぼう」
＊日時 10月17日（水）
午前11時～12時
講師：深坂自然の森スタッフさん
※参加費は100円。当日徴収します。
※こどもの宙に申し込みを。

出張ひろば「まつぼっくり」
＊日時

10月 4・11・18・25日(木)
午前10時～午後３時
＊場所 王喜公民館２Ｆ和室
※１８日は１１：００～
王喜こども園の園庭で遊びます。

出張ひろば「てんとうむし」
＊日時
＊場所

10月 5・12・19日（金）
午前10時～午後３時
安岡公民館２Ｆ和室

10月のテーマ
「好きな遊びをたのしもう」
○おもちゃで遊ぼうコーナー（ままごと・乗り物等）
○描いたり作ったりコーナー（お絵かき等）
○体を使って遊ぼうコーナー（トンネル等）
○みんなで一緒に絵本、わらべ歌、手遊びなど

一時預かり「てまり」

一時預かり「てまり」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＞ 原則として午前9時～午後３時
＜利用料金＞ 1時間 500円
※キャンセルの場合は前日までにお願いします。

＜利用方法＞
□｢こどもはらっぱ｣｢こどものとなり｣は、前月末まで
に、ご予約ください。その後の予約はご相談ください。
□「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。

10月のテーマ

今気になる！子どもの就園
９月21日（金）長府東公民館にて、こどもの宙主催の育児講座を行いました。来年
度の入園の手続きが始まるこの時期、「今気になる！子どもの就園」について、下関
市幼児保育課下関子どもコンシェルジュの岡山つき子先生に今年もお話をしていただ
きました。「たくさんの資料があり、詳しく、わかりやすく、勉強になった。」「行
かせたい園の見学に行ってみたい。」などの声を聞く事ができました。参加者の中に
は妊婦さんもいらっしゃり、これから生まれてくる子どものために、真剣に話を聞か
れていました。きっといい園選びができることと思います。講座の最後に「良い保育
施設の選び方十か条」のプリントを配布していただきました。これを読んでいただけ
たら、子どもにとっていい園を見つけることができるでしょう。機会があれば見てみ
られることをお勧めします。
岡山先生ありがとうござ
いました（ひ）

「体を動かして遊ぼう」
○遊び ままごと、トンネル
○作ろうコーナー
くるくるコプター
○季節の歌・手遊び・
わらべ歌・どんぐりころころ
○お話 さつまのおいも 他

産前産後の一時預かり
他

こどものとなりの
「トトロのとなり」
＊日時 10月30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
（ホームプラザナフコ 長府店・駐車場横）

＊内容 「身体を動かして遊ぼう」
10時～
室内・戸外遊び
いろいろな体育遊具を使って遊び
ます。みんなで身体を動かしましょ
う！！
11時30分～ 季節の歌・絵本・体操など
※「こどものとなり」は平常通り開設しています。

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
※詳細は各利用場所でお尋ねください。

HPやFBをのぞいてみてください

http://Shimonoseki-kosodachi.or.jp/

