ひろばのご利用について

こそだち
通信
第33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。

一時預かり｢てまり｣
＜開催日＞
こどもはらっぱ…月曜日
こどものとなり…火曜日
こどもの宙…火･水･木･
金曜日
＜利用時間＞
原則として
午前9時～午後３時
（ご相談ください）
※詳しいことは裏面に！

森のクリスマス会 （３拠点合同イベント）
12月5日（水）午前10時30分～11時30分
＊場所 深坂自然の森・自然の家
★オープニング★
・ キャンドルｻｰﾋﾞｽ・ トーンチャイム演奏・ みんなで歌おう
★お楽しみ出し物★「ぷくぷくポケット」による人形劇ほか
★サンタさんと一緒に★ダンシングタイム ・ちいさなおくりもの
３拠点合同開催、各拠点に申し込みを。各拠点は休館です。

育児講座
｢子どもの薬について｣

＊日時

子民家「こどもの宙」
保健師さんの相談会
「生活リズムを整えよう」

薬をどう飲ませたらいい？ 飲み合わせ
で気をつけることは？ 効き目のある飲ま
せかたは？…など、薬について疑問に思っ
ていることを、薬剤師さんに直接お聞きし
てみませんか。ご参加お待ちしています。
＊日時 12月10日（月） 午前11時
＊講師 高田 久美子さん
（薬剤師：利用者さん）
※こどもの宙に申し込みを。

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。
希望者には身長・体重測定や、相談などに
も応じていただけます。
＊日時 １２月１４日（金） 午前11時
＊講師 福島 範恵さん
（山陽保健センター保健師）

神田先生の健康相談
「感染性胃腸炎について」

こどもの宙 クリスマス会
クリスマスの歌を歌ったり、お話を聞い
たり・・・みんなで楽しくすごしましょう
ソラシド母ちゃんの催し物があります。
お楽しみに！！
＊日時 12月11日（火）
午前11時

だんだん寒くなってきましたね。
今回は、冬に流行する病気、感染性胃腸炎
などについてお話していただきます。対処
方法や予防方法などお聞きしましょう。
＊日時 12月18（火） 午前11時
＊講師 小児科医 神田亨先生

「こどもはらっぱ」
育児講座
｢お餅やお正月にまつわるお話｣
みなさん知っていますか？ お餅のこと、お正月
に関する由来など…。お話を聞いて「へえ～、そう
なんだ！」「なるほど！」と、豆知識を知るとお正
月の準備が楽しくなりそうです。
一緒に参加しませんか！
＊日時 12月19日（水）午前11時
＊講師 安冨 俊雄先生（元梅光学院大学教授）
※こどもはらっぱに申し込みを。

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）

2018年12月
子民家「こどものとなり」

神田先生の健康相談
「冬に流行する病気 パート２」
これからの時期心配な嘔吐、下痢の症状や対処
の仕方について教えていただきましょう。
＊日時 １２月４日(火)
＊講師 小児科医 神田亨先生

ツリーを作ろう
まつぼっくりを使って、
クリスマスツリーを作ります。
＊日時 12月7日（金） 午前11時
＊（1家庭ひとつ）材料費…20円
※こどものとなりに申し込みを
（電話不可・定員があります。）
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＊日時 12月21日(金)
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。

午前11時15分

休館

保健師相談会

健康相談

＊日時 12月17日（月） 午前11時
＊講師 歯科衛生士
松井 優さん

休館

14 金

18 火

育児講座｢子どもの虫歯予防｣
虫歯予防するため、どんな事に気をつ
けたら良いかなど、お話を聞きましょう。

てんとうむし

13 木

17 月

焼き芋の準備を一緒に行って、昼からみん
なで焼きましょう。
＊日時 12月12日（水）
＊集合時間 午前11時から準備
※雨天の場合は14日（金）
※こどものとなりに申し込みを。（電話可）
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お家で小さくなった服や靴などリユースを。
＊日時 12月11日（火） 午前11時

たんぽぽのはらさんのお楽しみ会

ぐりとぐらが遊びに来ました→裏面へ

12月行事予定表
日 曜

てんとうむし

育児講座

20 木

まつぼっくり

21 金

たんぽぽのはら

てんとうむし

22 土

休館

休館

23 日

休館

休館

休館

24 月

休館

休館

休館

25 火
26 水
27 木
28 金
29 土
30 日
31 月

トトロのとなり
もりのひろば

冬期休暇のお知らせ
12月27日（木）～1月6日（日）
全拠点休館です。
1月7日（月）から開所します。
来年もよろしくお願いします。

・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」

ぐりとぐらがはらっぱに遊びに来ました
11月13日、こどもはらっぱの草原にぐりとぐらが遊びに来ました。ぐりとぐ
らはたんぽぽを摘んだり、腕を組んで歌ったり、何とも楽しそうに遊んでいるで
はありませんか。そのうちに卵を見つけたのか、小さなフライパンでカステラな
らぬホットケーキを焼いて食べ始めました。なんともかわいく、見ている者を、
しばし絵本の世界に誘ってくれました。
ぐりはゆりちゃん、ぐらはゆめちゃんです。お母さん方が相談されて、ぐりと
ぐらの帽子とパンツを作成されたそうです。こどもはらっぱの草原で、幻想的な
童話の世界を作ってくださいました。
お母さんとお子さんがともに楽しんで
おられる、子育ての素晴らしさを見せて
いただきました。
ぐりとぐらさん、またこどもはらっぱ
に遊びに来てくださいね。（お）

出張ひろば「もりのひろば」
＊日時

12月12・19・26日（水）
午前10時～午後３時
＊場所 深坂自然の森・自然の家
※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、森へお散歩に出かけます。
※５日森のクリスマス会（３拠点合同イベント）

12月のテーマ
「寒さに負けず元気に遊ぼう」
☆イベントのご案内
「みんなで楽しくピザをつくろう」
＊日時 12月12日（水）
午前10時30分
講師：深坂自然の森スタッフさん
※参加費は500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

12月６・20日（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
※6日は午前11時30分から
王喜こども園の園庭で遊びます。

長府地区保健推進員さんと運動会
11月16日、長府東公民館で、長府地区保健推進委員さんによる子育て交流会
の運動会が開催されました。昨年に引き続き、こどもの宙からもスタッフ４名が
協力団体としてご一緒させていただきました。
かけっこ、はいはい競争、玉入れ、ボーリング、車競争、果実取りと種目がた
くさんありました。どの競技も、あかちゃんから楽しめる内容となっており、最
後まで親子で盛り上がっていました。こどもの宙スタッフは、「バナナくん体
操」やパネルシアター「素敵な帽子屋さん」などを担当しました。喜んでんでい
ただけたでしょうか。
また来年、ご一緒できると嬉しい
です。楽しみにしています（ゆ）。

出張ひろば「てんとうむし」
＊日時
＊場所

12月７・14・21日（金）
午前10時～午後３時
安岡公民館２Ｆ和室

12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。

11月のテーマ

＜利用方法＞

「クリスマスを楽しもう」
○遊び ままごと、トンネル
○作ろうコーナー
クリスマスツリー
○季節の歌・手遊び・わらべ歌
ジングルベル 赤鼻のトナカイ 他
○お話 まどからのおくりもの 他

□｢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。

こどものとなりの
「トトロのとなり」
＊日時 12月25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 「みんなでクリスマス」
10時～
室内・戸外遊び
いろいろなおもちゃや乗り物（外）で
遊びましょう
11時～ 「みんなでクリスマス」
歌を歌ったり、お話を聞いたりしまし
ょう。サンタさんが来てくれるかも…
※「こどものとなり」は平常通り開設しています。

産前産後の一時預かり
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/

