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ひろばのご利用について

2月行事予定表

・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。

日 曜

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etc…

2019年２月

各ひろばで、節分のイベントが開催されます。ぜひご参加下さい。
子民家「こどものとなり」
神田先生の健康相談
「子どもの抵抗力、免疫力について」
インフルエンザの流行期に入りました。
この時期をどう乗り切れば良いのか、一緒に学び
ましょう。

＊日 時
＊講 師

２月5日（火） 午前11時
小児科医 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などリユースを。
＊日 時 ２月1２日（火）午前11時～12時

育児講座「子どもの事故予防｣
～危険から子どもを守るのはわたしたち～
事故予防の大切さを知り、救急の対応を学び
ましょう。
＊日 時 ２月１３日（水） 午前11時
＊講 師 井上美里さん
(済生会下関総合病院：小児救急認定看護師)

だれでもできる 簡単マジック教室
どんなしかけかな～ どんな種明かしかな～
マジックの不思議な世界を一緒にのぞいてみ
ませんか？
＊日 時 2月18日（月）11時～12時
＊講 師 ラビット益本さん

たんぽぽのはらさんのお楽しみ会
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。初めての方もお気軽に
どうぞ。
＊日 時 2月22日（金）
午前11時15分

こどもの宙
２月１日（金）11時
鬼退治、節分の歌、ソラシド
母ちゃんの出し物もあります♪

こどもとのなり
２月１日（金）10時半
お面作り・鬼退治・鬼の
踊り・福の神登場など

「こどもはらっぱ」
育児講座 ｢子どもの食事｣
離乳食の進め方から幼児食の移行など、今、
困っている事、悩みを相談してみましょう。
＊日 時 ２月８日（金） 午前11時
＊講 師 島﨑美子さん（栄養士）
※こどもはらっぱに申し込みを。

凧を作って、凧あげしよう！
童心にかえって、親子で凧あげを楽しみません
か？お父さんの参加も大歓迎です！
＊日 時 2月16日（土）午前10時30分
＊講 師 安冨俊雄先生
＊材料費 200円（当日徴収）
※こどもはらっぱに申し込みを。（定員あり）

こどもはらっぱ
1月29日(火)～2月2日(土)
お面、豆入れバッグ作り、鬼
の踊り、お話、豆まきごっこ

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 ２月21日（木）午前11時
＊講 師 大倉眞壽美先生

母子健康手帳を、みんなでゆっくり見てみま
せんか？
＊日時 ２月19日（火） 午前11時
＊講師 小児科医 神田亨先生
＊当日、母子健康手帳をご持参ください。
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「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。

子民家「こどもの宙」
神田先生の健康相談
「母子健康手帳を見てみよう」

こどもの宙

育児講座
フラワーアレンジメント
子どもからちょっと離れて、優雅にお花と向
き合ってみませんか？
＊日 時 ２月26日（火） 午前11時
＊講 師 尾辻 文（こどもの宙スタッフ）
＊材料費 500円（当日徴収）
※こどもの宙に申し込みを。（定員あり）

・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）
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＜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）

＝＝行事予定＝＝
※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）

下関子ども・子育ちネットﾆｭｰｽ第6号発行
「法人会員を募集しています」
地域子育て支援拠点、子民家「こどもの宙」、子民家「こどものとなり」、
「こどもはらっぱ 」は、NPO法人下関子ども・子育ちネットが運営しています。
当法人は、地域の皆様や子育てに関わる専門機関と連携しながら、下関市の子
育て家庭を支援しています。市内の3か所で展開している「ひろば」では、利用者
とスタッフ、利用者相互の交流の中で、子育ての悩みが軽減されるよう、相談機
能を重要視した活動を行っています。
当法人の活動にご賛同いただける方、一緒に活動をしませんか。会員になって、
運営等に意見を頂くなど、法人活動を支えてください。会員の方には「下関子ど
も・子育ちネットニュース」をお送りして、活動の報告をしています。

会員募集
当法人では、活動にご
賛同いただける団体、個人
の正会員、賛助会員を募集
しています。
【年度会費】
･正会員(団体・企業)
10,000円
･正会員(個人) 3,000円
･賛助会員(団体・企業)
5,000円
･賛助会員(個人) 2,000円
※いずれも1口

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

2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。

2月のテーマ
「森の冬を楽しもう」
☆イベントのご案内
「お味噌汁を作って食べよう」
＊日時 ①回目：20日(水) 午前11時～12時
②回目：27日(水) 午前11時～12時
＊講師：深坂自然の森スタッフさん
※材料費は300円。当日徴収します。
※こどもの宙に申し込みを（定員あり）

出張ひろば「まつぼっくり」
＊日時
＊場所

2月7・14・21・28日（木）
午前10時～午後３時
王喜公民館２Ｆ和室

2月のテーマ「鬼の遊びを楽しもう」
○遊び：鬼の玉入れ、粘土、トンネル、ままごと
○作ろうコーナー：おひな様
○季節の歌・手遊び・わらべ歌
春よ来い、うぐいす、まめがら 他
○お話：おしくらまんじゅう
＊7日 午前11時 「今村先生とリトミック」
＊14日 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。

こどものとなりの
「トトロのとなり」
＊日時 2月27日（水） 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

２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
２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
＊おひなさまを作ろう

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

＊「人形劇を楽しみましょう」
・午前11時～
対象者：就学前のお子さんと保護者
♬ぷくぷくポケットの皆さんの人形劇です。

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

