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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）・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。

本年もよろしくお願いします。
各ひろばのスタッフは、お子さんの成長を、
保護者の方々と一緒に喜びたいと思っています。
子どもさんの成長の“うれしい”をスタッフに教えてください。
子どもさんの“心配”を、スタッフも共有させてください。
皆さんのおいでをお待ちしています。（スタッフ一同）

「これからママ」の集い
「わらべうたであそぼう」の見学をし
ながら、子育て真っ最中のママたちと
お話してみませんか？子育てのいろいろ
が聞けますよ。

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 １月17日（火） 午前11時
＊講師 大倉眞壽美先生

「こどもはらっぱ」
育児講座
｢母子保健サービスについて｣
保健師さんに、妊娠期や乳幼児の発育
や育児などに関する保健サービスについ
て、お話をお聞きします。今すぐ役立つ
情報が色々あると思いますよ。
＊日時 1月30日（水） 午前1１時
＊講師 新下関保健センター保健師さん
※こどもはらっぱに申し込みを
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子民家「こどものとなり」

あけましておめでとうございます

子民家「こどもの宙」

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）

冬に気になる病気について、症状や対処法
などを教えていただきましょう。
子ども健康相談など、個別相談にも気軽に
応じていただけます。
＊日時 1月22（火） 午前11時
＊講師 小児科医 神田亨先生

育児講座
｢子どもの虫歯について｣
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。
＊日時 １月29日（火） 午前11時
＊講師 歯科衛生士 松井 優さん
＊もってくるもの：
歯ブラシ（今、使用しているもの）
タオル
※こどもの宙に申し込みを。

妊婦さんのにこにこ広場
これからママになる方の何でも相談会
＊日時 1月28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。

一時預かり｢てまり｣
≪最近の利用例≫
就職活動、お兄ちゃんの保育参
観、ママが歯医者へ、ママが美
容院へ、兄弟児の通院、大掃除
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子どもの発達には、いろいろな偏りがあると
言われています。そうした発達について教えて
いただきましょう。
＊日時 １月15日（火） 午前11時
＊講師 小児科医 神田亨先生

あけましておめでとうございます。
新年は1月7日のスタートです。
「こどもはらっぱ」は８日からです。

5 土

お家で小さくなった服や靴などリユースを。
＊日時 1月10日（木） 午前11時～12時

神田先生の健康相談
「子どもの発達について」

神田先生の健康相談

1月行事予定表
日 曜
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＊期間 １月21日（月）～25日（金）
『マイ大根』の収穫を行います。10月に種ま
きに参加された方は、収穫に来てください。
※期間中に収穫に来られなかった場合、
残った大根は、利用者の皆さんで分け
たいと思います。ご了承ください。

たんぽぽのはらさんのお楽しみ会
＊日時 1月25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。
初めての方もどうぞ。
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編みーごクラブ
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健康相談
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もりのひろば
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たんぽぽのはら

育児講座「子どもとの上手な関わり方｣

26 土
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日頃、困っていること・悩んでいることな
ど、みんなで解決の糸口を見つけませんか。
＊日時 1月30日（水） 午前11時
＊講師 福重イツ子先生
（下関子ども・子育ちネット）

27 日

休館

休館

＜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（相談可）
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マイ大根収穫祭
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育児講座

30 水

もりのひろば

31 木

てんとうむし

育児講座

育児講座

まつぼっくり

・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」

3拠点合同・クリスマス会
12月5日（水）こどもの宙・こどものとなり・こどもはらっぱ、3
拠点同士の交流を深める合同イベント「森のクリスマス会」を、深坂
自然の森自然の家で行いました。昨年を上回る80組の親子が参加。手
作りのクリスマス飾りで飾られた会場で、あちこちに、ちびっこサン
タやちびっこツリー、クリスマスグッズを身につけたお友達もいて、
クリスマス気分を盛り上げていました。
始まりはキャンドルサービス、そしてママさんひろばサポーター”
ソラシド母ちゃん”＋スタッフによるトーンチャイムの音色は優しく
素敵な雰囲気になりました。
クリスマスソングを歌ってダンス
して、クリスマス会をみんなで楽し
みました。練習の成果もあり、子ど
もたちは上手で可愛かったですね。

出張ひろば「もりのひろば」
＊日時

1月9・16・23・30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。

1月のテーマ
「森の冬を楽しもう」
☆イベントのご案内
「焼き芋を作って食べよう」
＊日時 1月23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200円。当日徴収します。
※こどもの宙に申し込みを（定員有）

出張ひろば「まつぼっくり」
地域の人形劇団「ぷくぷくポケット」のステージでは、パネルシア
ターや人形劇を見たり、ポイポイ体操をしました。「人形劇を子ども
は初めて見ました。じーっと見て終わるとおもしろかった！と言って
ました。」とお母さんも感動。本当に楽しいプレゼントになりました。
「ぷくぷくポケット」のみなさんありがとうございました。

＊日時

1月10・17・24・31日（木）
午前10時～午後３時
＊場所 王喜公民館２Ｆ和室
※10日は午前11時30分から、17日は午前11
時から、王喜こども園の園庭で遊びます。
思いっきり外遊びを楽しみましょう。

1月のテーマ
「お正月遊びを楽しもう」
○遊び 風船つき・凧揚げ・こままわし
○作ろうコーナー こま・たこ
○季節の歌・手遊び・わらべ歌
コンコンクシャン・おもやのもちつき 他
○お話 てぶくろ・3匹のやぎのがらがらどん

そして、サンタさんの登場！子どもたちは目を輝かせ、握手しても
らった子もいましたよ。サンタのプレゼントにも大喜び。こうして、
楽しい「森のクリスマス会」
のひとときとなりました。
参加の皆さん新しいおともだ
ち見つかりましたか？（お）

こどものとなりの
「トトロのとなり」
＊日時 1月22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）
・午前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

出張ひろば「てんとうむし」
＊日時
＊場所

1月11・18・25日（金）
午前10時～午後３時
安岡公民館２Ｆ和室

1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

＊「今村先生とリトミック」
・午前11時
対象者：就学前のお子さんと保護者
音楽に合わせて楽しく体を動かしましょう。
※「こどものとなり」も平常通り開設しています。

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

