●施設案内

赤ちゃん誕生 ！
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楽しく子育て

2

小学生からの
健全育成
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地区の支援者と
相談機関
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下関市地域活動（母親クラブ）連絡協議会
母親クラブは、市内に住むお母さん同士の交流、親子での作業、
料理教室、母親の研修など様々な活動をしています。
母親クラブ

とらいあんぐる

ゆたか児童館母親クラブ

■事務局／大坪子育て家庭支援センター

「まちの子は、みんな我が子」を合い言葉に、皆
で協力しながら交流・研修・ボランティアなど
を行っています。また、 仲間と一緒に楽しく子
育て できるように互いに助け合っています!!
●場 所 大坪子育て家庭支援センター
●日 時 随時
●対象者 大坪子育て家庭支援センターを拠点と
して活動しているサークル
とらいあんぐるに所属するグループ
●活動内容
の活動を互いに援助する
サークル活動
育児講座などの主催
●入会方法 大坪子育て家庭支援センター
TEL 083-231-3203にお問い合わせください。
●会費等 保険料として年間 おとな／110円
こども／100円
母親クラブ会費として年間300円

ひかり童夢母親クラブ

■事務局／下関市川中豊町7-8-9
TEL・FAX 083-253-8281
（ゆたか児童館）

お互いの親睦をはかりながら、地域とのふれあ
いの中で、楽しく子育てできる環境づくりをめ
ざします。
●場 所 ゆたか児童館
●日 時 随時
関心のある人
●対象者 子育てに興味、
こどもくらぶ
（年齢別）
●活動内容
母親学級
ふれあいの会
・
「母親クラブだより」発行
・手作りクラブ
・音楽クラブ
・ぐりとぐらの会（読み聞かせの会）
児童館とのタイアップ行事（ゆたかま
つり、クリスマス会 など）
●入会方法 ゆたか児童館に来館して手続きをして
ください。ただし、こどもくらぶは定員
になり次第しめきります。
（1か月200円）
●会費等 年会費2,400円

■事務局／下関市上田中町1-16-1
TEL・FAX 083-229-0980（ひかり童夢）

子どもの健やかな成長を願って地域の人たち
と連携を図りながら児童館と協力し、親睦・交
流・研修・ボランティア活動を進めます。
●場 所 ひかり童夢
●日 時 年間行事予定による。又は随時行う。
●対象者 子育てに興味、関心のある人
●活動内容
季節行事（鬼の飾り作り・ひな飾り作
り など）
親睦会（玉ねぎ採り・ミニ運動会・さ
つま芋掘り・そうめん流し など）
研修会（調理実習・フラワーアレンジ
メント・パステル画教室 など）
ボランティア活 動（花 壇 整 備・おも
ちゃの点検 など）
児童館との行事（クリスマス会 など）
●入会方法 児童館ひかり童夢に来館して手続きを
してください。
●会費等 年会費1,200円（保険料を含む）
※10月以降600円

長府母親クラブ

クローバー

■事務局／下関市長府中六波町12-26（長府第二保育園内）
TEL・FAX 083-245-0048

「まちの子は、みんな我が子」を合言葉に地域
ぐるみで活動をする。

●場 所 長府子育て家庭支援センター
●日 時 随時
●対象者 年齢性別を問わずどなたでも入会できます。
●活動内容
絵本の読み聞かせ
人形劇
研修講演会
体操教室
運動会・クリスマス会 など
●入会方法 長府子育て家庭支援センターで申し込
んでください。
●会費等 年の保険料として おとな／110円
こども／100円
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「みんな わが子」を合言葉に、育児と育自を楽
しみ、アットホームな母親クラブを目指してい
ます。

まちの子はみんな我が子 をモットーとし、子
どものすこやかな成長を願い交流等活動を行
い、
自ら啓発する。

「まちの子はみんな我が子」を合言葉に、地域
の子どもの健全育成を目指し、親睦、交流、研
修、ボランティア活動に取り組む。
●場 所 豊浦町内公民館
●日 時 年間行事計画による。または随時。
「まちの子はみんな我が
●対象者 豊浦町内在住、
子」を合言葉に、一年に一度でも活動に
参加できる人。年齢性別は問わない。
子育て支援ボランティア…児童虐待
●活動内容
防止啓発活動、保育園・幼稚園の卒園
式時の託児ボランティア、子どもの遊
び場の点検
交通安全…月2回（第2・4火曜日）に
交通安全マスコット（無事カエル）作
り、及び秋の交通安全週間に他団体
と合同でマスコットを配布し交通安
全を呼びかける、交通立哨
研修会参加
会員相互の親睦及び勉強会
●入会方法 代表者に連絡をしてください。
●会費等 年会費500円

ほうほく「ららら」
クラブ

■事務局／下関市豊北町大字神田2048
きらきら保育園子育て支援センター内
TEL 083-786-2134

子育て中の親子のふれあい、保護者同士の交

楽しく子育てできる環境づくりを
■事務局／下関市豊田町大字矢田185（西市こども園内） 流を通して、
目的としています。
TEL 083-766-0145
（支援センター）
FAX 083-766-0120
（西市こども園）
●場 所 きらきら保育園
「まちの子は、みんな我が子」を合言葉に子育 ●日 時 随時
てや家庭、地域での健全育成を願ってボラン ●対象者 町内在住の就学前までの子どもと保護者
季節の行事
●活動内容
ティア活動する。
研修会、セミナー等への参加
●場 所 豊田子育て支援センター
会報の発行
●日 時 随時
●入会方法 クラブ役員、支援センタースタッフまで
●対象者 年齢性別を問わず、どなたでも入会で
ご連絡ください。
きます。
●会費等 会費は無し、活動内容により参加費徴収
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地区の支援者と
相談機関

●場 所 菊川こども園
●日 時 年間行事予定により行う。
●対象者 菊川こども園を利用する親子及び活動
に賛同するもの。
親子・三世代・異年齢が地域の特性を
●活動内容
生かした文化活動を実施
子どもの育ち・安全・養育等の研修を
実施
子どもの事故防止の為の交通安全活
動、遊び場の点検活動実施
●入会方法 菊川こども園入園時にご案内します。
●会費等 会費は無し、活動内容により参加費徴収

■事務局／下関市豊浦町大字小串4番地1
TEL・FAX 083-774-3702
（中西）

2

小学生からの
健全育成

すぎの子母親クラブ

■事務局／下関市菊川町大字下岡枝1504
TEL・FAX 083-287-0085

なのはな母親クラブ

楽しく子育て

●場 所 下関市立ひこまる
●日 時 随時
●対象者 子育てに興味・関心のある人
●活動内容
季節の行事
（七夕、
節分豆まき、
クリス
マス会、
おひなさま作り など）
ミニ運動会
ソーメン流し
お楽しみ会
調理実習
フラワーアレンジ など
●入会方法 ひこまるに来館して手続きをしてください。
●会費等 年会費1,200円
（保険料を含む）
※10月以降600円
子ども1人につき保険料100円
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赤ちゃん誕生 ！

■事務局／下関市彦島江の浦町1-4-30
TEL・FAX 083-266-3321

西市母親クラブ スマイル

バス遠足
ピョンピョン体操
観劇
ハワイアン・レイ教室
多肉植物植え教室
クリスマス会など
●入会方法 豊田子育て支援センターで申し込んで
ください。
●会費等 年間の保険料として おとな／110円
こども／100円
●活動内容

ひこまる母親クラブ

