●施設案内

赤ちゃん誕生 ！
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楽しく子育て
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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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子育てサークル
市内に住むお母さんたちが交流されているサークルです。
子育て支援者が見守ってくれるサークルもあります。

ツインズファミリー

PLUMMA
（ぷらんま）

■事務局／NPO法人 下関子ども・子育ちネット
子民家 子どもの宙（そら）
（旧つどいの広場 梅
光ほっとみーる）
TEL 083-246-7800 代表者/上野憲子

■事務局／大坪子育て家庭支援センター

多胎児を持つ家族の会で月１回活動していま
す。
「 多胎児の子育てって大変〜」
「 同時に泣い
た時はどうするの〜？」
など多胎児を持つ親なら
ではの不安や悩みがあるのでは！同じ多胎児を 「自分たちでできること」
を合言葉に、子育てし
持つ先輩ママに話を聞いてみませんか？一人で ながら楽しいイベントを企画しています。
悩まず、
みんなで子育てしていきましょう！
！

長府古城町６-12 子民家 子どもの宙（そら）
運営会月1回・イベント
（不定期）
子育て中の親子
おとな／24人 こども／8人（H27年3月現在）
スタッフが企画し、様々な活動にチャレ
ンジしています。
〈H26年度主な活動〉
自然〈畑でハーブ作り、公園や深坂であそぶ〉
食育〈手まり寿司作り〉
行事〈運動会、豆まき〉
母育〈座談会〉
布おむつ講習会
火消し鯨見学会
絵合わせかるた遊び
えほんの読み聞かせ
PLUMMA 通信（毎月1回発行）
PLUMMA 通信増刊号（年2回発行）
ペットボトルキャップ回収
■事務局／下関市彦島角倉町3丁目6-17
育児用品リサイクル
TEL 083-266-6515 FAX 083-266-8384
●入会方法 子どもの宙まで連絡ください。ママボラ
代表者/秋枝研二（乳児院なかべ学院 院長）
ンティアPlummaのFacebookからも
活動の状況を見ることができます。
「親子で楽しいひとときを過ごしませんか…」施
設の機能を提供し子育て支援を行っています。 ●会費等 なし
●場 所 川中公民館（場所は変更する時があります）
●日 時 月1回例会 10：00〜12：00
●対象者 多胎児をもつ家族
●活動内容
月1回例会
情報誌発行（年数回）
情報交換
（おしゃべり会）
リサイクル
（不用品交換会）
運動会・ピクニック・新年会・クリスマス会など
育児講座
●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 年会費1,000円

●場 所
●日 時
●対象者
●会員数
●活動内容

育児サロン親子クラブ

子ども同士仲良く遊んだり、親同士の情報交換
をしたり、外部の講師によるお話や実技指導が
あります。職員が育児相談にも応じます。

乳児院なかべ学院
第2水曜日 10：30〜11：30
0〜3歳の子どもを持つ親子
おとな／30人 こども／30人
健康指導
親子遊び
専門家による、子育てに関わる講座、
育児相談
クラブだより毎月発行
絵本の貸出し
●入会方法 4/1〜4/30の期間、乳児院なかべ学院
にて次年度のクラブ員募集。
●会費等 なし
●場 所
●日 時
●対象者
●会員数
●活動内容
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乃木さん通りふれあいサロン

■事務局／長府地区民生委員児童委員協議会
代表者/秋本政憲
（会長）
●場
●日

所 長府公民館2階 和室
時 毎月1・3水曜日
（10：00〜12：00）
※祭日の場合はお休みです。
●対象者 未就学児の家族からシルバー世代の方
三世代交流をめざして
●問合せ先 083-245-2836
（生田）
●会費等 無料

〜mother hand s〜このゆびとまれ

■事務局／下関市彦島西山町2丁目3-19
TEL 083-266-3295 代表者/野口 紋

多世代交流ほほえみサロン

■事務局／TEL 083-252-1280 代表者/岩永 親枝

親育ち・ジジ・ババ育ちのふれあい広場。生活の
知恵を学び合いながら、楽しい時間をすごしま
しょ。相談コーナーティータイム有。お気軽にど
うぞ！
！
●場 所
●日 時
●対象者
●会費等

山の田北部公民館 2階
毎月第1・3水曜日(10:00〜11:30）
育児中の母親・地域のシルバー世代
無料

印内町子育てサロン

■事務局／下関市長府印内町7-3
TEL 083-246-1643 代表者/三好 信子

人形劇や絵本の読み聞かせ、わらべうたなどを通
して、昔から伝わるお話の楽しさ、すばらしさ、心地 子育て真っ最中の仲間として、ざっくばらんにふれあっ
良さ、
また人と人との温かいコミュニケーションの て、情報交換し合い、ほっと出来る友だちづくりの場。
大切さを伝えたいと願いをもって活動しています。
●場 所 下関中央図書館 おはなしのへや
●日 時 毎月第一金曜日
（10：00〜10：30）
●対象者 乳・幼児
（定員なし）
●活動内容
乳・幼児対象に絵本の読み聞かせ
不定期に小学校での読み聞かせ・お話会の開催
不定期に人形劇の公演
●会費等 無料

ママさんブラスいしんぴよぴよ隊

■事務局／下関市彦島西山町2-2-13
（ISHIN吹奏楽団事務局内ぴよぴよ隊 担当:内田あつ子)
TEL 050-5583-2298 代表者/松本 睦
ホームページ http://members2.jcom.home.jp/ishinbrasswinds/mama/

●場 所
●日 時
●対象者
●会員数

印内町自治会館
概ね隔月1回
未就園児とその保護者
会員制はとっておらず。
いつでも、
だれで
も自由に参加出来ます。
●活動内容 日本の伝統的年中行事を取り入れたサロン。
楽しいお正月
うれしいひなまつり
端午のお節句
七夕まつり
お月見会
ミニミニ運動会
クリスマス会 他
●会費等 無料

おにのパンツ

■事務局／下関市秋根新町12-12（つくしんぼの会）

パパママ＆こどもたちと楽器を通じて、明るく、
TEL 083-256-8058 FAX 083-256-8158
楽しく、元気に活動しています。
●場 所
●日 時
●対象者
●会員数
●活動内容

ユーパル下関(彦島老の山公園)
毎週水･土曜日
（10：00〜12：00）
パパママ＆プレパパプレママ
おとな/30人 こども/70人
一つの部屋を合奏場所と託児場所に
区切って活動しています。
託児場所はプレイマットを敷いてネン
ネやハイハイの赤ちゃんも安心して過
ごせるようにしています。
飲食も可能なので、
おやつや昼食を食
べる事もできます。
お子さんと一緒に絵本を読んだり、体
を使った遊びをしています。
コンサートでは親子共演ステージも
行っており、子供参加の
「キッズステー
ジ」や「みんなで歌おうステージ」の親
子練習もしています。
●入会方法 随時見学可能(事前連絡が必要です)
●会費等 月500円

代表者/梶間 案未

●場 所 勝山公民館2階
●対象者 0歳児とその保護者
●会員数 30組
●活動内容
手あそび
リズムあそび
親子ふれあいあそび
保健師さんによる健康講座
絵本の読み聞かせ
トーク
子育て相談
●入会方法 事務局へご連絡ください。
●会費等 無料
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おひさまっ子クラブ

子育てサークル「ぶらんこ」

■事務局／下関市豊北町滝部3144-3（豊北保健福祉センター）
TEL 083-782-1962
下関市豊北町神田2408（豊北町子育て支援センター きらきら保育園内）
TEL 083-786-2025
代表者/眞鍋栄子

1

所 豊北保健福祉センター
豊北町子育て支援センター
（保健センター）
●日 時 毎月第1金曜日
隔月第3木曜日（子育て支援センター）
10：00〜12：00
●対象者 未就園児とその家族
主任児童委員3名が、母親の子育て相
●活動内容
談を受ける。
コーヒーと軽いおやつを食べながら、
親同士のおしゃべりを楽しんでもらう。
●入会方法 自由参加
●会費等 なし

2

子ども達が自然とふれあいながら自由にのびの
びと遊ぶなかで、親子の交流を深め、いろいろな 家庭に閉じこもりがちな未就園児の親子に、遊具
経験を通して親も子もたくさんの友達をつくろう。 と走り回れるスペースを提供し、親同士の仲間作
りと子育ての情報交換や悩み相談に応じる。
●場 所 下関市豊浦勤労青少年ホーム
●場

子育て交流サロンのはら

子育てサロンどんぐりの会

■事務局／下関市豊浦町大字黒井2351番地
TEL 083-772-2678 代表者/川野都

地域の中で孤独な子育てにならないようコミュ
ニティスペースの提供と子育ち親育ちの情報提
家庭に閉じこもりがちな未就園児の親子が自然
供。人と人、人と地域の関係づくり。
と触れ合いながら自由にのびのびと遊ぶなか
●場 所 豊浦勤労青少年ホーム
で、親同士の仲間づくりと子育ての情報交換の
●日 時 不定期開催
場の提供。
と親ですがど
●対象者 主として未就園児（0歳〜）
なたでも自由参加
●活動内容 子どもたちが健やかに育ち、親が見よう
見まねで子育てのスキルを学んだり、親
として育ち合える場所としてサロンを開
いています。そのためサロンではノンプ
ログラムで子どもが主体的に遊べるよ
う、
また親（おとな）が主体的に過ごせる
ようスペースづくりをしています。
サロン
を通して、
またきっかけとして様々な出
会いが生まれることを願っています。
●入会方法 毎回自由参加
●会費等 無料

●場 所 豊田子育て支援センター
●日 時 第4水曜日
（10：00〜14：00）
●対象者 未就園児とその保護者
●活動内容
季節の行事
絵本の読み聞かせ
プールあそび
公園あそび
親同士のおしゃべりを楽しんでもらう
●入会方法 随時受付
●会費等 月1回/100円程度
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4

地区の支援者と
相談機関

■事務局／下関市豊田町大字矢田185(西市こど
も園内）
TEL 083-766-0145

3

小学生からの
健全育成

第1・3木曜日 10：00〜12：00
就園前の子どもとその保護者
おとな／10人 こども／12人
汽車遠足・かき氷会・七夕会・芋掘り・みかん
狩り・クリスマス会（講師を招いて）
リトミッ
ク・パン教室・親子体操教室 など
●入会方法 随時受付。入会・見学希望の方は代表者
に連絡をください。
●会費等 年会費として1世帯500円（ただし活動
によっては実費負担がある場合もありま
す。）

楽しく子育て

●日 時
●対象者
●会員数
●活動内容

赤ちゃん誕生 ！

■事務局／下関市豊浦町大字黒井2351番地
TEL 083-772-2678（豊浦勤労青少年ホーム）
代表者/西田絵美（TEL 083-774-2681）

