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支える 子育て家族

3月はお子さんの
成長を確認する季節、
みんなで成長を喜びましょう

企業との連携で実現した
山口銀行さんとのコラボ企画
子育て中に知りたいお金の話

３月号

暖かい日が続き、春はそこまで来ています。
3月は入園・転勤など、家族の生活が大きく変わる時期です。
出会いやお別れの時期でもありますね。
お子さんの成長を喜びながらも、変わる生活の中でお困りのことがあれば、
ぜひ、スタッフにご相談ください。
お忙しいときや一息つきたいときは、一時預かりもご利用ください。

※コロナ感染症予防対策のため、
参加人数等を決めて実施します。

子どもにかかる教育費、家計のや
りくりなど、お金にまつわる知識を
学びましょう。
日時 ３月４日（木）
11:00～12:00
場所 こどもの宙
講師 YMライフプランニング
※定員7組、申し込みが必要です。

思い出帳つくり
4月から幼稚園入園のお子さんも、
保育園入園のお子さんも、そうでない
お子さんも思い出帳作りをしましょう。
日時 3月上旬～下旬
そら開設時間
場所 こどものそら

親子ふれあい広場
おかげさまで1周年

やまぐち子ども・子育て
応援コンソーシアム

NPO法人下関子ども・子育ち
ネットの子育て支援活動に
さまざまな形で
応援いただいています。
皆さんも、ご協力お願いします。

親子ふれあい広場の紹介資料展やみんなの
笑顔写真展など開催しています。（～31日）
☆大人の本の貸し出しが好評です。
☆ランキング
１．「ママ、ひとりでするのをてつだってね」
２．「92歳の保育士が伝えたい親子で幸せに
なる子育て」
３．「からだにやさしいカンタン子どもの朝
ごはん」

写真を撮ろう
写真フレームを作ろう

イオン幸せの黄色いレシート
キャンペーン
ストレスケア相談会
日程 ３月25日（木）
場所 10:30～12:00 こどもの宙
13:00～15:00 親子ふれあい広場
講師 弦田八重子先生
下関市コーディネーター・社会福祉士
内容 子育てのこと、家族のこと、とかく
ストレスは溜まりがち…。
気軽にお話してみませんか。

支援金の一部は、子育て支援団体に寄
付されます。私たち下関子ども子育ち
ネットも、「やまぐち子ども・子育て
応援コンソーシアム」に参加しており、
応援していただいています。
皆さん、ぜひ、プロジェクトに参加
して、応援してください。

マックスバリュ長府店で、毎月11日に
発行されるレシートを、お店の「下関子
ども・子育ちネット」の箱に入れてくだ
さると、１％の寄付金が当法人に寄付さ
れます。
皆さんお買い物の時、ご協力ください。

おおきくなったね
みんなひとつ大きくなりました。
子どもたちの成長を、母親○年目子
育て奮闘中のお母さんたちと、思い
でカードを作りながら喜び合いたい
と思います。
日時 ３月８日～12日
11:40～12:00
場所 親子ふれあい広場

ひとつ大きくなったお子さんの
成長を写真に撮り、作成したフレー
ムに飾ってお祝いしましょう。
日時 3月 23～27日
はらっぱ開設時間
場所 こどもはらっぱ

みんな 大きくなったね
「おめでとう」のフォトコーナー
を設置します。写真たても作ります。
日時 3月23日～27日
となり開設時間
場所 こどものとなり

（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

３月カレンダー
日

月

火

水

木

金

土

１

２

３

４

５

６

・もりのひろば/深坂自然の森

そら

・子育てに知りたいお金の話/11:00/YM
ライフプランニング/要申込
・そら相談室/10:00~15:00

・ひなまつり週間/～5日（金）

休館

となり

休館

・となり相談室/10:00~15:00

・みんなでひなまつり/11:00/要申込

・どんぐり/清末公民館

・まつぼっくり/王喜公民館

はらっぱ

休館

・ひな祭り週間/～6日（土）

・はらっぱ相談室/10:00~15:00

・ファミリーサポートってなあに？/11:00/金
子睦美さん/要申込

・てんとうむし/安岡公民館
休館

ふれあい

７

８

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

１４

・もりのひろば/深坂自然の森

９

１５

１２

１３

・そら相談室/10:00~15:00

・となり0円マート/10:30~11:30/こど
ものとなり/要申込
・となり相談室/10:00~15:00

休館
・絵本とわらべうた/11:00/
あかね会/要申込
・まつぼっくり/王喜公民館

・はらっぱ相談室/10:00~15:00

・てんとうむし/安岡公民館

・3歳児のママ交流会/11:00/要申込

１６

休館

１７

１８

・神田先生の健康相談/11:00/小児科
医神田亨先生/要申込

そら

休館

となり

休館

休館

・身体測定週間/～19日（金）
・となり相談室/10:00~15:00

はらっぱ

休館

休館

・たんぽぽ/勝山公民館

ふれあい

休館

２１

１１

・子どもと音/11:00/今村方子/要申込

・おおきくなったね！/11:40/～12日
・おもいでカード作り～12日

・身体測定週間/～19日（金）
・もりのひろば/深坂自然の森

１０

・そら相談室/10:00~15:00

１９

２０

・おひさま/長府東公民館

休館

・トトロのとなり/10:30～12:00/「親子で体
育遊び」岡本順子先生/宇部字6町自治会コ
ミュニティ会館/要申込

・まつぼっくり/王喜公民館

休館

・はらっぱ相談室/10:00~15:00

・てんとうむし/安岡公民館

休館

・プレママ交流会/15:00～15:30

２２

２３

２４

休館

２５

２６

２７

・ストレスケア相談会/10:30～12:00/弦田八重
子先生
・そら相談室/10:00~15:00

そら

休館

・もりのひろば/深坂自然の森

となり

休館

休館

・「おめでとう」のフォトコーナー/
～27日/要申込
・となり相談室/10:00~15:00

はらっぱ

休館

休館

・写真を撮って飾ろう/～27日（土）

ふれあい

休館

・まつぼっくり/王喜公民館
・はらっぱ相談室/10:00~15:00

・てんとうむし/安岡公民館
・ストレスケア相談会/13:00～15:00/弦田八重
子先生

・花のある暮らし/11:00/要申込

３０

休館

２８

２９

そら

休館

・もりのひろば/深坂自然の森/※「山
登りに行こう！」10:30～12:00

３１

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

・３月生まれの誕生会/11:00

講座・イベント・出張ひろば、個別相談
・となり相談室/10:00~15:00

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！

休館

申し込み
お問い合わせ
は実施する
ひろばへ

