ひろばのご利用について

こそだち
通信
第29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）
※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。

子民家「こどもの宙」
夏祭り
こどもの宙で楽しい夏祭り！夏の
遊びを楽しみませんか？ プール、
シャボン玉、ヨーヨーつり、スライ
ムなど。すいかわりも予定していま
す。皆さまのご参加
をおまちしております。
＊日時 8月10日（金）
午前11時～12時

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）
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磯遊びに行こう！
海岸で海の生き物を探してみませんか？
＊日時 8月6日（月）10時～11時
＊場所 御船手海岸
（長府宮崎町／豊浦高校裏）
＊集合場所 御船手海岸駐車場
下のお子さんな
※持ち物や詳細は
ど、一時預かり
こどもの宙にご確認を。
をします。事前
※こどもの宙にお申し込みを。 に申し込みを。

神田先生の健康相談
「夏にかかりやすい病気」
暑さで体力が落ちてくるこの時期
に罹りやすい病気についてのお話を
聞いて夏を元気にすごしませんか？
＊日時 8月21日（火） 午前11時
＊講師 小児科 神田亨先生

「こどもはらっぱ」

育児講座｢乳幼児期の子どもへ
の上手な関わり方｣
こんな時どうすれば ？？？と、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。そんな時の言葉かけや
親の姿勢などについて、お話をお聞きしま
す。子育ての悩みの解決につながるアドバ
イスが、みつかると思いますよ。
＊日時 8月23日（木） 午前11時
＊場所 こどもの宙
＊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）
※こどもの宙に申し込みを。

わいがやおしゃべり会パート２
育児についての困ったことを聞き合い教
え合える会です。参加をおまちしています。
＊日時 8月7日（火）
午前10時30分
＊テーマ きょうだいへの関わり
※こどもはらっぱに申し込みを。

考古博物館であそぼう！

育児講座｢乳幼児期の子どもへ
の上手な関わり方｣
＊日時
＊場所
＊講師

8月22日（水） 午前11時
こどもはらっぱ
末次絵里子先生
（大阪国際大学短期大学部
幼児保育学科）
※こどもはらっぱに申し込みを。

古代人の服を着たり、古代の楽器を鳴らしたり、
考古博物館を学芸員の方と一緒に楽しもう！
＊日時 8月30日（木） 午前11時
＊場所 下関市立考古博物館
（集合はこどもはらっぱ）
＊対象 3歳以上のお子さんと保護者
※きょうだい児は参加可
※こどもはらっぱに申し込みを。

末次先生の育児講座
は「こどものとなり」でも
10月11日(木)に開催。
ご都合の良い
場所で受講してください

8月行事予定表

スタッフと一緒に廃材を使って、
おもちゃ作りを楽しんでみませんか！！
＊日時 8月1日（水） 午前11時
※ティッシュボックスを利用して、車を
つくる予定です。
※こどものとなりにお申し込みを。

神田先生の健康相談
「皮膚トラブルについてパート2」
これからの時期に心配な皮膚トラブルに
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。個
別の相談にも気軽に応じていただけます。
＊日時 8月7日（火） 午前11時
＊講師 小児科 神田亨先生

となり 0円マート
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 8月21日（火） 午前11時
※詳細はこどものとなりにお問い合わ
せください。

水遊びを8月いっぱい行います
詳細は各ひろばでご確認ください
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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」

平成30年度 NPO法人下関子ども・子育ちネット
5周年記念 地域子育て支援事業

出張ひろば「もりのひろば」

「ロバの音楽座」
公演が近づいてき
ました。
今年はお盆明けの
土曜日、小さな人
から大人まで楽し
める音楽会です。
音楽座の方々も、
下関に来られるの
を楽しみにしてくだ
さっています。
チケットは、お早
めにお求めくださ
いね！！

日時：2018年 ８月１８日（土）
開演１３:３０～１４:４５（開場は３０分前）
場所：菊川ふれあい会館小中ホール
対象：０歳～どなたでも
入場料：２歳未満 無料 こども（2歳～小学生）500円
中学生～おとな1,000円
※当日はチケット１枚につき＋200円
チケット販売
・こどもの宙
・こどものとなり
・こどもはらっぱ
・下関十字堂楽器店
・こどもの広場
電話申込み

空想楽器づくりワークショップ
「ブーパク君を作ろう！」
10：30～12：00 参加費800円
「オンガッカイ」チケット購入の方は500円

菊川ふれあい会館 ２階研修室で、
ブーパク君を作って
オンガッカイの舞台で共演しよう！

NPO法人下関子ども・子育ちネット
こどもの宙 083-246-7800

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

8月 1・8・22・29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。
※15日（水）はお休みです。
８月のテーマ「水辺でのあそびを楽しもう！」
☆イベントのご案内
「竹とんぼを作ってとばそう」
＊日時 8月29日（水）
午前10時半～11時半
講師に竹内さんをお迎えして
「竹とんぼ」を一緒に作って飛ばします。
※雨天の場合は室内で竹とんぼ作り。
※こどもの宙に申し込みを。

こどもはらっぱ・出張ひろば

＊日時

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 8月 3・10・17・24日（金）
午前10時～午後３時
＊場所 安岡公民館２Ｆ和室
※31日（金）はお休みです。
8月のテーマ
「夏の暑さに気をつけて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」

出張ひろば「まつぼっくり」
＊日時

8月 2・9・23・30日(木)
午前10時～午後３時
＊場所 王喜公民館２Ｆ和室
※16日はお休みです。
※今月は、王喜こども園での遊びはありません。

8月のテーマ
「季節の遊びを楽しもう」
○遊び ままごと、粘土他
○作ろうコーナー
風鈴作り
○季節の歌・手遊び・わらべ歌
シャボン玉・みずあそび 魚がはねた
かきごおり・蚊のうた 他
〇お話 ねないこだれだ 他

こどものとなりの
「トトロのとなり」
＊日時
＊場所

8月28日（火） 午前10時～12時
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 「みんなでふれあい遊び」
10時～ 室内・戸外遊び
いろいろなおもちゃ
乗り物（外）で遊びましょう。
11時～ 季節の歌・パネルシアター・
絵本・わらべうた・
ふれあい遊び・体操など。
※「こどものとなり」は平常通り
開設しています。

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。

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

