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”ひろば”は子育て親子が気軽に立ち寄り、自由に過ごせる空間です
初めての子育てに戸惑っている方、
第2子が生まれて悩みが増えたと思われている方など、
”ひろば”に集うママ同士で、また、スタッフとお話しながら、
みんなで一緒に子育てしましょう。

ひろば・出張ひろばの利用について
子育て講座や季節の行事などが徐々に再開され、ひろばに賑わいが戻ってきました。
３密を避けるなどの新しい生活様式で、ひろばでの交流を楽しみましょう。
引き続き、利用人数の制限や講座の申し込みなどにご協力をお願いします。
・利用時は手指の消毒、マスクの着用、検温などのご協力をお願いします。
・室内は赤ちゃんの利用を優先し、なるべく戸外での
利用をお願いします。※ランチタイムはありません。

「なんでも相談」と「しっかり相談」
【なんでも相談】
いつでもどこでも、お子さんを遊ばせながら…/子育て中のママや妊娠中の方、
ご家族の方など/お子さんの発達に関すること、ご自身のことなど/スタッフが
お話をお聞きします。

【しっかり相談（個別相談）】
相談日など/お子さんを遊ばせながら、
また、相談室で/子育てに関する様々な
機関と連携も取りながら、子育ての課題
をクリアしましょう。/子育て支援専門員
などがお悩みをゆっくりお聞きします。

イヤイヤ期子育て相談会
１歳・２歳の時期は「イヤ
イヤ」の連続。お子さんに気持
ちがうまく伝わらず、思い悩ん
だりしていませんか？
子どもの成長を正しく理解
して、生活のさまざまな場面で、
子どもとどう接していけばよい
かを学んでみませんか。
是非、ご参加ください。
・対象 未就学児親子
・時間 11:00～12:00

自然遊び”もりのひろば”
子どもにとって、外遊びは「生きる力」を学ぶ大切な経験です。
身近な自然の中を走りまわり、自然物にふれて、しっかりと遊びこむことで、
子どもの五感を育て、丈夫な心身を育てる源となります。

しっかり相談日

＊そら相談室…毎週木曜日
＊となり相談室 …毎週火曜日
＊はらっぱ相談室…毎週水曜日
※３拠点は10:00～15:00
＊ふれあい相談室（市役所内）
…毎週月～金曜日 9:00～17:00

☆日時

毎週月曜日

10:00～15:00

※時間内の何時に来て何時に帰ってもOKです。
※深坂スタッフイベントもあります。

☆場所

深坂自然の森・自然の家

８月のもりのひろば
・開催日 ８月３・１０・１７・２４・３１日（月曜日）
８月は川遊びが中心となります。「こどもの宙だより」を確認して、
適切な服装などの準備をお願いします。
※１０日（祝日）も実施します。小学生のご兄弟もどうぞ！！
※昼食時間は設けません、各自でお願いします。
※詳しくはこどもの宙へお問い合わせください。

一時預かり「てまり」をご利用ください
＜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、原則として、
前月末までに予約してください。
□「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、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…月～金曜日
*こどものとなり…火～土曜日
※予約をお願いします。
＜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。

NPO法人下関子ども・子育ちネットの活動にご賛同いただける
賛助会員の募集キャンペーン中！！
（年会費1口）
･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) 500円

（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

８月カレンダー
日
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２

３
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５
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７

１/８
休館

・そら相談室/10:00~15:00

・子どもも大人も元気になれる食事
作りについてのお話会（利用者マ
マ・栄養士を囲んで）/11:00/要申込

・イヤイヤ期子育て相談会/11:00/要申込
・となり相談室/10:00～15:00

・どんぐり/清末公民館

・まつぼっくり/王喜公民館/山陽保
健センター保健師さんの個別相談

・手作りおもちゃpart１/11:00/廃材など
を使って夏に使えるおもちゃ作り/要申込

・てんとうむし/安岡公民館

休館

となり

休館

はらっぱ

休館

・はらっぱ相談室/10:00~15:00

ふれあい

休館

・子どもの虫歯予防/11:00/歯科衛生士
さん/要申込

９
そら

休館

・もりのひろば/深坂自然の森

・みんなの防災/11:00/深坂自然の家/防災
士会山口支部女性部/要申込

そら

１０

１１

１２

・もりのひろば/深坂自然の森
こどもの宙は休館

となり

休館

休館

はらっぱ

休館

休館

ふれあい

休館

休館

１６

１７

１３
休館

・となり相談室/10:00~15:00

休館
・はらっぱ相談室/10:00~15:00

13日～15日
お盆休みです

休館

１４

１５

休館

休館

休館

休館

休館

休館
休館

１８

１９

・神田先生の健康相談「なんでも相談会」
/11:00/小児科医神田亨先生/要申込

２０

休館

となり

休館

休館

・となり相談室/10:00~15:00
・身体測定週間～22日

・簡単おもちゃ作り「パクパクわにさ
ん」/11:00/要申込

・まつぼっくり/王喜公民館

はらっぱ

休館

休館

・たんぽぽ/勝山公民館

・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

そら

休館

となり

休館

はらっぱ

休館

ふれあい

休館

３０

・そら相談室/10:00~15:00

２１

そら

２３

・もりのひろば/深坂自然の森

休館

・若ママ交流会/11:00/ママ友をつくりま
しょう/要申込

２４

２５

２６

・身体測定週間～28日
・もりのひろば/深坂自然の森

休館

休館

そら

休館

・もりのひろば/深坂自然の森

となり

休館

休館

はらっぱ

休館

休館

ふれあい

休館

・保健師さんの相談会/11:00/山陽保
健センター保健師さんに何でも聞い
てみよう（母子手帳ご持参くださ
い）/要申込

休館

・はらっぱ相談室/10:00~15:00

・てんとうむし/安岡公民館
・8月生まれの誕生会/11:00/8月生ま
れおめでとう

サークル活動（募集中）

そら…7/21～8月末
となり…開催中～8月末
はらっぱ…7/21～８月下旬
※詳しいことは各ひろばに
お尋ねください。

・こどもの宙…ソラシドかあちゃ
ん/随時/ソラシド新聞夏号作成中
・こどものとなり…編みーごクラ
ブ/7･21・28日/手作りマスクな
どハンドメイドとおしゃべり

休館

２９

・まつぼっくり/王喜公民館

水遊びが始まります

休館

２８

・トトロのとなり/10:30~12:00/ラビッ
ト益本さん「マジックショー」（10:30
～11:30）/宇部字６町コミュニティ会館
/要申込

・０歳児のママ交流会/11:00/
要申込

３１

・座談会・子育てサポート「親子関
係」/11:00/要申込

２７
・そら相談室/10:00~15:00

・となり相談室/10:00~15:00

・おひさま/長府東公民館

２２

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。
詳しくは各ひろば「おたより」やお問い合わせで！

休館

申し込み
お問い合わせ
は実施する
ひろばへ

