ひろばのご利用について
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・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」
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 9月14日（金）
午前11時
＊講師 大倉眞壽美先生

神田先生の健康相談
「こどもの予防接種について」
病気を予防するための手法に予防
接種があります。さまざまな感染症
を予防するために、予防接種の時期
やタイミングを学びませんか？
＊日時 9月18日（火） 午前11時
＊講師 小児科 神田亨先生

「こどもはらっぱ」
「こどもはらっぱまつり」
みんなで楽しいことしたいなと思っ
て、利用者の方や地域の方、学生さん
と一緒に、「こどもはらっぱまつり」
を開催します。皆さんで、遊びに来て
ください。お待ちしています。
♡下関短期大学の学生さんが遊びに
来てくれます。
＊遊びのコーナー
ボーリング、輪投げ、もぐらたたき、
プレゼントつり、お絵かき
＊日時 9月29日（土）
午前10時30分～14時30分
※通常の「こどもはらっぱ」の遊び
のコーナーもあります。

「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。

育児講座
｢今、気になる！子どもの就園｣
幼稚園、保育園、こども園・・・どこが
どう違うの？ 来年度の就園に向けて、今、
気になる入園の手続きなどのお話を聞きま
しょう。是非ご参加ください。
＊日時

一時預かり
をします。
事前に申し
込みを。

9月21日（金）
午前10時30分～
＊場所 長府東公民館 2階
＊講師 岡山つき子先生
（下関市子ども子育てコンシェルジュ）
※こどもの宙に申し込みを。

赤ちゃんだヨ 全員集合
～子育て親子と高校生の交流～
日時 ； 9月19・20日 10：00～12:00
場所 ； 長府高等学校 武道館
詳細；こどもの宙
育児講座
｢今、気になる！子どもの就園｣
来年度の就園に向けて、気になる
入園の手続きなどのお話を聞きま
しょう。
＊日時 9月26日（水） 午前11時
＊場所 こどもはらっぱ
＊講師 岡山つき子先生
（下関市子ども子育て
コンシェルジュ）
※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）
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育児講座「子どもの食事について」
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健康相談

子どもの偏食や遊び食べ、どのように離乳食を進
めたらいいのか…など、日ごろ、食事について悩
んでいるお母さん、一緒に勉強しませんか。
＊日時 9月12日（水） 午前11時
＊講師 川本香織さん（栄養士）
※こどものとなりにお申し込みを。
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来年度の就園に向けて、幼稚園・保育園・認定こ
ども園について、入園の手続きなどのお話を…。
＊日時 9月26日（水）午前11時（となり）
＊日時 9月27日（木）午前11時（まつぼっくり）
＊講師 新内 和美先生
（NPO法人下関子ども・子育ちネット）
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子民家「こどものとなり」
神田先生の健康相談
「子どもの心と体 Ｑ＆Ａ」
日ごろ気になっている「子どもの心と体」、先生
にアドバイスをいただき、みんなで解決の糸口を
みつけませんか。。
※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 9月4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 9月11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。

たんぽぽのはらさんのお楽しみ会
＊日時 9月28日(金) 午前11時15分
毎回、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。

こどものとなり こどもはらっぱ

休館
休館

健康相談
もりのひろば
まつぼっくり
てんとうむし

休館
休館

０円マート

てんとうむし

まつぼっくり
てんとうむし

トトロのとなり
もりのひろば

育児講座

育児講座

まつぼっくり

たんぽぽのはら てんとうむし

・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）

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
ロバの音楽座「オンガッカイ」・「ワークショップ」

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

9月 5・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。
※9月は、天気が良ければ、芝生前の川で遊ぶ時
もあります。着替え等の準備をお願いします。

9月のテーマ 「秋さがしに出かけよう」

8月18日（土）
今年度も、ロバの音楽座の皆さんが下関へ！
今回は、午前中にワークショップを開催して、午後からは演奏会。
ロバさんとのワクワクする一日が始まりました。
ワークショップでは「へんてこりんに作ってね」の言葉で、解放されて、
大人も子ども夢中になって「空想楽器・ブーパクくん」を作りました。
午後からの「オンガッカイ」では、
プーパクくんを持った子どもたちが入場行進に参加。
いつもはお母さんから離れられない子どもも、自分で作った楽器を
自分で鳴らす誇らしさ一杯で、堂々と行進し、演奏する姿に、
音楽する力の素晴らしさを感じた瞬間でした。
コンサート中は、優しくて心地よい音に包まれ、
「いつもはグズグズ泣く子が、演奏会中はご機嫌でした」との声も…。
「ワークショップは、大人が夢中になって楽しみました！」と話す方も…。
本当に家族みんなで楽しくてワクワクした1日でした。
ロバの音楽座の皆さん、
今年も素敵な音楽・素敵な時間をありがとうございました。
またお会いできる日を楽しみにしています。(ふ)

☆イベントのご案内
「葉っぱを使って遊ぼう」
＊日時 9月26日（水）
午前11時～12時
講師：深坂自然の森スタッフさん
※こどもの宙に申し込みを。

出張ひろば「まつぼっくり」
＊日時

9月 6・13・20・27日(木)
午前10時～午後３時
＊場所 王喜公民館２Ｆ和室
※27日午前11時からは「育児講座」
「こどもの就園について」
＊講師 新内和美先生
（NPO法人下関こども子育ちネット）
※今月は、王喜こども園庭遊びはありません。

9月のテーマ
「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
ゆらゆら人形
○季節の歌・手遊び・
わらべ歌・とんぼのめがね 他
〇お話 おつきさまこんばんは 他

こどものとなりの
「トトロのとなり」
＊日時 9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）

「ロバの音楽座」の皆さんと反省会

＊内容 「皿まわしを見よう！！」
＊出演
内日皿まわし やまびこ会のみなさん
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～ 「皿まわしを見よう！！」
皿まわしの体験ができるよ❣
※「こどものとなり」は平常通り開設しています。

出張ひろば「てんとうむし」
＊日時
＊場所

9月 7・14・21・28日（金）
午前10時～午後３時
安岡公民館２Ｆ和室

9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。

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/

