地域で支える みんなで

2020年

支える 子育て家族

こそだち通信
第５０号

こどもの宙クリスマス会2020

１２月号

”ひろば”は子育て中の方々が気軽に立ち寄り、
ママ同士が交流するなど、自由に過ごせるあなたの居場所です
コロナ感染症予防の新しい生活様式の暮らしの中で、
みんなで、お子さんが育つ環境を守り、
大変な今こそ、ひろばで、いっしょに子育てしましょう。

「やまぐち子ども・子育て応援コンソーシアム」に、
NPO法人下関子ども・子育ちネットも参加します！
「やまぐち子ども・子育て応援コンソーシ
アム」は山口県が主催し、子どもと子育てに
やさしい社会づくりを推進するため、企業と
子育て支援団体と行政が、幅広い視点で連携
しようとするものです。
10月15日、山口市でコンソーシアムの立
ち上げがあり、11月6日に下関市で連携の具
体的な話し合いがありました。利用者の皆さ
んと一緒に進めていきたいと思っています。

今年は年齢別のクリスマス会です。
楽しいお話やサンタ帽子の製作など
一緒に楽しみましょう。
①16日（水）0歳～1歳 11：00
②17日（木）1歳～2歳 11：00
③18日（金）2歳～3歳 11：00
④18日（金）3歳以上 14：15
場所 こどもの宙
※申し込みが必要です。
（定員各５組程度）

はらっぱ

ミニクリスマス会

スタッフが楽しい〇〇を用意して
待っています。
日時 22日（火）11：30～12：00
24日（木）11：30～12：00
場所 こどもはらっぱ
※申し込みが必要です。
（定員各10組程度）

一時預かり｢てまり｣利用手引き
母の病院や幼稚園の参観日、リフェ
レッシュに、また、お子さんのプレ保
育の場としてご利用ください。
＜対象＞
＊生後6か月～満6歳(未就学児)まで
＜利用場所・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＞ 午前9時～午後３時
＜利用料金＞ 1時間 500円
＜利用方法＞
□ご予約をお願いします。
「こどもの宙」は、緊急の場合、
当日受け付けも行います。

下関商業高等学校との交流
・10月22日「2020子育てひろばin下商」
下関子ども・子育ちネットのスタッフが、下商3年生
の授業「子どもの発達と保育」の時間にお邪魔し、子育
て親子さんの協力を得て子育てひろばを開催しました。
未来を担う若い世代が、子どもや家庭を持つ素晴らし
さを感じていただけたら嬉しいなと思います。更に将来、
この科目を選択された14人の生徒さんの中から保育士
の仲間が誕生してくれたら…と期待もしています。

・11月5日 親子ふれあい広場見学
14人の生徒さんが２班に分かれて、
親子ふれあい広場に遊びに来てくれま
した。子どもたちも大喜びです。

各ひろばのクリスマス会

そら

・より一層子どもが愛おしくなり、この
経験を必ず将来に生かそうと思います。
・子どもたちの笑顔が見られ、嬉しかった。
改めて子どもに関わる仕事に就きたいと
思いました。
※生徒さんの感想の
一部です。

となり

クリスマスコンサート
“オカリナ夢スタジオ”宮崎真
由美さんの演奏を聴いたり、楽器
で楽しく遊んだりしましょう。
日時 18日（金）
1０：30～12：00
場所 宇部字６町自治会コミュニ
ティ会館
※申し込みが必要です。
（定員８組程度）
ふれあい

あわてんぼうのクリスマス会
あわてんぼうのサンタさんが、来て
くれるかも？！ ちょっぴり早い、
♬メリークリスマス♡
日時：1６日（水）～18日（金）
11：00～11：30
場所：親子ふれあい広場
※申し込みが必要です。
（定員各７組程度）

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
をお預かりします。
＜利用場所・開催日＞
*こどもの宙…月～金曜日
*こどものとなり…火～土曜日
＜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
※ご予約をお願いします。
※詳細は利用場所でお尋ね
ください。
（http://shimonoseki-kosodachi.or.jp）

・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）
・親子ふれあい広場
下関市南部町1番１号市役所東棟1F（☎ 083-227-2339）

☆ひろばの開設時間 ＊こどもの宙、こどものとなり、こどもはらっぱ…10:00~15:00

＊親子ふれあい広場…8:30~17:15
☆出張ひろばの開設時間 ＊もりのひろば・おひさま、まつぼっくり、どんぐり、てんとうむし、たんぽぽ…10:00~15:00

１２月カレンダー
日

月

火

水

木

金

土

１

２

３

４

５

・そら相談室/10:00~15:00

そら
・となり相談室/10:00~15:00

となり

イヤイヤ期子育て相談会/11:00/要申込

・どんぐり/清末公民館

・はらっぱ相談室/10:00~15:00

はらっぱ

休館
・まつぼっくり/王喜公民館
・てんとうむし/安岡公民館

・ファミサポってなあに？/11:00/要申込

ふれあい

６

７
・もりのひろば/深坂自然の森/※
イベント・クリスマスクラスト
/11:00/要申込

そら

休館

となり

休館

休館

はらっぱ

休館

休館

ふれあい

休館

１３

８

９

休館

１０

・子どもの足育/11:00/濱口隼人昭和
病院理学療法士/要申込

・そら相談室/10:00~15:00

・となり0円マート/10:30～11:15/宇
部字６町コミュニティ会館/要申込
・となり相談室/10:00~15:00

・おいしい焼き芋を作ろう/10:30/要申込
・はらっぱ相談室/10:00~15:00

１１

休館

・まつぼっくり/王喜公民館
・てんとうむし/安岡公民館
休館

１４
・身体測定週間/～18日（金）
・もりのひろば/深坂自然の森/も
りの散歩＆焚火

１５
・神田先生の健康相談/11:00/小児科
医神田亨先生/要申込

１６
・子どもの宙クリスマス会/11:00/0～1
歳/要申込

１７
・子どもの宙クリスマス会/11:00/1～2歳
/要申込
・そら相談室/10:00~15:00

１８
・子どもの宙クリスマス会/2～3歳
…11:00、3歳以上…14:45）/要申込
・おひさま/長府東公民館

そら

休館

となり

休館

休館

・身体測定週間/～19日（土）
・となり相談室/10:00~15:00

・ハンドメイドでお正月（門松作り）
/11:00/要申込

・クリスマスコンサート“オカリナ夢スタ
ジオ宮崎真由美さん”/10:30～12:00/宇部
字６町コミュニティ会館//要申込
・まつぼっくり/王喜公民館

はらっぱ

休館

休館

・お正月のお話/11:00～12:00/元梅光
学院大学安冨先生/要申込
・たんぽぽ/勝山公民館/※新米ママあ
つまれ💛0歳児/11:00

・はらっぱ相談室/10:00~15:00

・てんとうむし/安岡公民館

ふれあい

休館

・子どもの病気/11:00/保健師さん
（個別相談もできます）/要予約

・あわてんぼうのクリスマス会/11:00/
要申込

２０

２１

２２

２３

・もりのひろば/深坂自然の森/も
りの散歩＆焚火

そら

休館

となり

休館

休館

・となり相談室/10:00~15:00

はらっぱ

休館

休館

・ミニクリスマス会/11:30/要申込

ふれあい

休館

２７

１２

・0歳児ママの交流会”赤ちゃんと
遊ぼう”/11:00/要申込

２８

そら

休館

となり

休館

休館

はらっぱ

休館

休館

ふれあい

休館

・あわてんぼうのクリスマス会/11:00/要
申込

・あわてんぼうのクリスマス会/11:00/要
申込

２４

２５

・そら相談室/10:00~15:00

休館

休館

２６
休館

・まつぼっくり/王喜公民館

・はらっぱ相談室/10:00~15:00

・ミニクリスマス会/11:30/要申込

・てんとうむし/安岡公民館

・12月生まれの誕生会/11:00

２９

１９

休館

３０

年末年始のお休み
・そら・となり・はらっぱ 12月29日～1月5日
・ふれあい
12月29日～1月3日

３１

講座・イベント・出張ひろば、個別相談
コロナ感染症拡大予防のため、参加人数等を決めて実施します。
・出張ひろば…公民館等で開催しています。
・相談室…子育て支援専門員などが個別相談をお受けしています。
※各ひろばの相談室は毎週1回、「親子ふれあい広場」は毎日開設。
詳細は各ひろば「おたより」やお問い合わせで！

申し込み
お問い合わせ
は実施する
ひろばへ

