ひろばのご利用について
・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）
※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
についてなど、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。

こそだち
通信
第27号

子民家「こどもの宙（そら）」
神田先生の健康相談
「皮膚のトラブルについてパート2」
皮膚のお話第2弾。暑くなる時期、皮膚のトラブルが心配ですね。
適切なお肌のスキンケア方法を一緒に学びしょう。
＊日時 6月19日（火）午前11時
＊講師 小児科 神田亨先生

育児講座
「～子育てママの将来設計～」
教育資金準備のポイント・子どもの頃に受け
る公的資金・配偶者控除など、子育てにまつ
わるお金の話を聞いてみませんか？
＊日時 6月21日（木）
午前11時
＊講師 北山 直哉
（山口財務事務所総務課）
※こどもの宙に申し込みを。

わいがやおしゃべり会
利用者さんから、よく食事について
の相談を受けます。
7月には福重先生に「食育について
のお話」をしていただく予定です。
7月のお話にむけて、こどもの食事
について楽しくお話しませんか？
＊日時 ６月２2日（金）
午前１1時

「こどもはらっぱ」
育児講座「子育てママの将来設計」

お子さんと一緒に
わらべ歌遊びを楽
しみましょう。
※日時 6月21日（木）
午前11時
講師 大倉眞壽美先生

今年も「赤米の苗植え」の時期がき
ました。あなたも赤米の一株オー
ナーになりませんか？
＊日時 ６月16日（土）午前11時
＊場所 ウッドデッキスペース
＊担当 太田雅史
(下関市立考古博物館 学芸員)
※利用者の家族
（小学生も参加できます。）

※こどもはらっぱに申し込みを。
※持ち物等詳細はこどもはらっぱに
お問い合わせください。
「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。

6月行事予定表
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神田先生の健康相談

13

水

「今、流行っている病気について」
はしか、百日咳、溶連菌感染症などの病気について教えて
いただきましょう。※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。相談なども気
軽に応じていただけます。
＊日時 6月12日(火) 午前11時
＊講師 小児科 神田亨先生
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となり 0円マート

2018年6月
子民家「こどものとなり」

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。
リデュース…ごみの量を減らすこと
リサイクル…資源として再利用すること
リユース…同じものを何度も繰り返し使うこと
＊日時 6月５日(火） 午前11時
※品物は、当日持ってきてください。
※持ち寄るには大きすぎる物は写真でも大丈夫です。

育児講座

子育てにまつわるお金の話（ライフプ
ラン・教育資金準備・配偶者控除・子
どもの公的支援 等）を、山口財務事務
所の方にしていただきます。大事なお
金の話、聞いてみませんか？
＊日時 6月13日(水) 午前11時
＊講師 山口県財務事務所
総務課の方
※こどもはらっぱに申し込みを。

わらべうたで
あそぼう

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

フラワーアレンジメントを
楽しみましょう
＊日時 6月13日（水）
午前11時
＊講師 吉見町工房ひまわり
岡本住子先生
お花代・その他材料費
（￥４００位）自己負担です。
当日、集金します。
※こどものとなりへ申し込みを。
（電話不可）
※人数制限あり、先着順

たんぽぽのはらの
お楽しみ会
＊日時

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”のお薦め6月の絵本

こどもの宙

こどものとなり こどもはらっぱ
てんとうむし

休館
休館

O円マート

まつぼっくり
てんとうむし

休館
休館

健康相談
もりのひろば

育児講座

育児講座

まつぼっくり
てんとうむし

休館

休館
トトロのとなり
もりのひろば

まつぼっくり

休館

休館

わいがやおしゃべり会
今年度1回目の“わいがや
おしゃべり会” みんなで
おしゃべりしてみましょう。
＊日時 ６月２３日（土）
午前10時30分

・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」
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）

出張ひろば「もりのひろば」・「まつぼっくり」・「てんとうむし」
出張ひろば「もりのひろば」
＊日時

6月 6・13・20・27日（水）
午前10時～午後3時
＊場所 深坂自然の森・自然の家
※雨の日も開催中です。2階の和室でも遊べます。
☆こどもの宙 育児講座「こどもと自然」
・6月6日(水)午前11時～
なぜ、こどもは外遊びが必要なの？一体、どう
やって遊んだらいいの？
子どもたちの自然あそびの大切さ、疑問につい
てお話を聞いてみましょう。
※こどもの宙に申し込みを。
☆深坂スタッフイベント
「～川の石に、素敵にペイントして楽しもう！～」
・6月20日(水)午前11時～
～川の石に、素敵にペイントして楽しもう！～
※参加費は100円。当日徴収します。
※汚れても良い服装でお越しください。
※こどもの宙に申し込みを。

下関市内3か所の地域子育て支援拠点施設で、主に乳幼児とそ
の保護者に対する子育て支援を行っています。

一時預かり「てまり」
出張ひろば

出張ひろば「まつぼっくり」
＊日時

6月 7・14・21・28日(木)
午前10時～午後３時
＊場所 王喜公民館２Ｆ和室
※７日は１１：３０～
２１日は１１：００～
王喜こども園の園庭で遊びます。
思いきり外遊びを楽しみましょう。

6月のテーマ
「好きな遊びを楽しもう」
○遊び…ままごと、粘土、つみき他
○作ろうコーナー…
パッチンがえる・七夕飾り
○季節の歌・手遊び・わらべ歌
かえるのうた・かたつむり他
〇お話…
ぴょんたのたいそう他

こどものとなりの 「こどものと
「トトロのとなり」 なり」は平常
通りあいてい

＊日時 6月２6日（火）
ます。
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）
「今村先生とリトミック」
10時 室内・戸外遊び
11時 「今村先生とリトミック」

新しいひろばの開設です。
お子さんと一緒に遊んだり、みんなで
おしゃべりしたり、楽しくすごしま
しょう。
＊日時 6月 1・8・15・22日(金)
午前10時～午後３時
＊場所 安岡公民館２Ｆ和室
6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・ブロック等）
○描いたり作ったりコーナー
（お絵かき・粘土・折り紙等）
🔶ピョンピョンかえる・七夕飾り
○体を使って遊ぼうコーナー
（トンネル・ボールプール・バラン
ス平均台等）
○みんなで一緒に
＊絵本、わらべ歌、手遊び
＊季節の歌など

音楽に合わせて楽しくからだを
動かしましょう

＊ 講師 今村方子先生
（NPO法人下関こども子育ちネット）
http://Shimonoseki-kosodachi.or.jp/

そらトピックス

※お問い合わせは「こどものとなり」へ。

出張ひろば「もりのひろば」

5月2日、出張「もりのひろば」では、毎年恒例となっている、黒田
信先生の「笑いヨガ」を親子で楽しみました。
大人も子どもも、笑ってストレス発散！みんなで体操をして、肩こり
解消！普段は育児に追われるお母さん方も、今日の講座で、少しはリ
フレッシュできたでしょうか？
「また参加したいです！」「自宅でも、やってみます」「運動不足
解消になりました」との感想をいただきましたので、来年も、是非開
催したいですね！黒田信先生、ありがとうございました。
戸外活動が気持ちの良い季節となりました。森で一緒に散歩したり、
小さな生き物を見つけたりしませんか？楽しいですよ。雨の日は室内
でも遊べます。小さなお子様もご参加お待ちしております。（ふ）

となりトピックス
5月10日、こどものとなりで梅光学院大学、田中俊明先生とゼ
ミ生による大学生と遊ぼう「春のさんぽみち～草花で遊ぼう～」
がありました。今回は拠点周辺の里山を散策。日頃何気なく見て
いる道端の植物が食べられるんですって…。いろいろな草花も教
えてもらい、シロツメ草やアザミで指輪をつくってもらってニッ
コリのお友達も！！
お兄ちゃん・お姉ちゃんたちとも仲良し
になって、10月の梅ケ峠の学生交流にも
参加したいという声が早くも聞こえてい
ます。田中先生・ゼミ生のみなさん、楽
しい時間をありがとうございました。（し）

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。

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。

はらっぱトピックス
５月16・17・19日は、こどもはらっぱ「考古博物
館探検隊！」でした。お隣の「下関市立考古博物館」に
入ったことがありますか？ 総勢大人17人子ども25人
が、学芸員さんを隊長として探検に出発。 タイムトン
ネルを通って、小さい子どもたちは、薄暗い館内や効果
音に初めは不安そうでした。普段は見られない収蔵庫に
入ったり舞台裏の秘密を教えてもらって、大人の方が興
味津々。新しい発見がたくさんありました。そして、あ
の「ぶえ吉（考古館のゆるキャラ）」にも遭遇！「この
探検が、博物館活動や文化財に興味を持っていただく
きっかけになるとうれしいです。」と隊長の言葉。
考古博物館さま、貴重な体験を
ありがとうございました。
みなさま身近な人類ルーツスポ
ット、是非出かけてみてくださ
い。古代へのタイムトンネルが
待っていますよ。（お）

