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12月のききみみ講座 
 

「親と子のうたのコンサート」 
クリスマスコンサート 

☆講師 山口大学教育学部音楽教育教室 

准教授 林 満理子先生 

准教授 友清 祐子先生 

 

♪日時 12 月 19 日（土）13：15～受付 

13：30～14：30 

♪場所 市児童文化センター1F 工作室 

♪募集 先着 20 組の親子（乳幼児～家族参加も OK!） 

♪申込み 12 月 18 日（金）ちゃ☆ちゃ☆ちゃまで 

♪参加費 無料 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育てを支え合える場 
～みんなで子育てを共有しませんか？～ 

※いずれも事前申込不要で 10:15 受付 10:30～11:30 までです。 

●プレパパ・プレママサロン 
もうすぐ親になるプレパパ・プレママのための親支援講

座です。 

日時：12 月 5 日（土） 
10:15～受付  10:30～11:30 

 

●Sweet☆Mother(マタニティの会)＆ 

0歳ねんねの会  
日時：12 月 8 日（火） 

10:15～受付  10:30～11:30 

＊おおむね生後 4ヵ月までのねんねのお子さんの 0歳ね

んねの会も同時実施します。（ハイハイがまだの方も月齢

に関係なくご参加できます） 

プレママは抱っこやオムツ替えなど体験学習ができます。 

※デリバリー弁当の注文ができますが、事前のお申込みと

お支払いが必要です。(「１Way」のハンバーガーです。) 
 

●育Ｇ
じぃ
２育Ba

ば ぁ
２の子育てサロン 

孫育てに頑張っているおじいちゃんおばあちゃん。 

今どきの子育ての仕方や孫育てに関してのいろいろなお

話や、ストレスを軽減するための癒しを皆さんで共有し

ませんか？ おひとりの参加も OK です。 

日時：12 月 15 日（火） 
10:15～受付 10:30～11:30 

 

●ピヨピヨの会 （１歳の会） 
ママたちの Talk&お子さんたちの play 

～みんなであそぼう！！～ 

日時：12 月 16 日（水） 
10:15～受付  10:30～11:30（  12:30 閉館） 

 

●いない いない ばぁ （0歳の会） 
ママたちの Talk&お子さんたちの play 

～みんなであそぼう！！～ 

日時：12 月 18 日（金） 
10:15～受付  10:30～11:30（  12:30 閉館）  

※デリバリー弁当の注文ができますが、事前のお申込みと

お支払いが必要です。(「１Way」のハンバーガーです。) 

定期的行事 

★のびのび相談（毎月第２木曜日） 

助産師さんによる育児･発育相談。母子手帳を持ってきてね。 

★親子ふれあいあそび（毎月最終週の火曜日） 

親子のハートを繋ぐ体を使ったあそびをします。 

★親子ふれあい製作（毎月末 2 週前火曜日から）0 歳～OK 

毎月末の２週間の間、季節にちなんだ親子製作ができます。 

 

参加型講座 

★ききみみ講座 毎月 1 回専門講師による育児支援講座 

★Daddy’s ちゃ☆ちゃ☆ちゃ（家族参加型野外講座）自然の

中のさまざまな体験と多様な人との関わりを通して親も子も

育ち合いましょう。小さいお子さまも参加 OK 

★かわいいプチ菜園（２歳児からの親子 cooking）（不定期） 

野菜をもっと気軽に育てて食すための講座です。 

 

 

毎日 ちゃ☆ちゃ☆ちゃカフェ お茶をしながら初めて同士

のママともお友達になりましょう。 

 
新プログラム（不定期） 

★ママの気持ち♡パパの気持ち“ふたりの子育て大発見”～子

育て中の親に向けたママ対象の新プログラム～パパのワーク

ライフバランスはママのワークライフバランス。パパの育児参

加をあきらめないで、パパと一緒に子育てを楽しみましょう。 

みんなで子育てを共有し合える場 

★ピアトーキング（不定期） 

毎回お題を決めての座談会。 

★プレパパ・プレママサロン(毎月第 2 土曜日・通常開館併設） 

もうすぐ親になるプレパパ・プレママのための親支援講座 

★いないいないばぁ(0 歳の会)   (毎月第３金曜日午前中) 

★ピヨピヨの会(1 歳の会)     (毎月第３木曜日午前中) 

初めてのお子さんが０歳または１歳の方。お申し込み不要 

★Sweet☆Mother(マタニティの会)＆ 

０歳ねんねの会        (毎月第 2 火曜日午前中) 

プレママは抱っこやおむつ替えなどの体験学習ができます。お

おむね生後４か月までの、ねんねの赤ちゃんやはいはいがまだ

の方も、月齢に関係なく参加できます。 

★育Ｇ２育 Ba２の子育てサロン     (月 1 回の不定期) 

お孫さんの孫育ての思いや悩みを共有し合いましょう。 

★お父さん応援プログラム           (不定期) 

～おとうさんは地球でいちばん素敵なお仕事です～ 

子育中のお父さんのための子育て支援講座です。 

★mama たちぴーちく papa たちぴーちく(不定期)  

ママ・パパの自主運営自主企画による子育て講座。スタッフま

でお申し出ください。コーディネートのお手伝いをします。 

情報整理のポイント５か条 
情報整理がじょうずになると、仕事の能率やスピード

がアップ、下の５ポイントを実行して、年末年始の慌

ただしい時期もイキイキと乗り切りましょう！ 

………………………………………………………… 

◆すぐやる、すぐ動く 
面倒なことやおっくうなことは、先伸ばしにしても気

持ちが重くなるだけ。すぐ動いてひとつずつ着実にク

リア。 

………………………………………………………… 

◆紙に書き出して、頭の中を整理 
やることが多いときこそ、紙に書いて情報を整理。考

えているより紙に書き出してしまえば、頭はスッキリ。 

………………………………………………………… 

◆優先順位をつける 
早く片付けたい仕事から順に優先順位をつけておけ

ば、効率的に作業ができ、むだな時間を使わずにすむ。 

………………………………………………………… 

◆古い情報や書類は捨てる 
使い終わったメモや不要な書類、物は早めに処分。物

が多いと混乱や手違いが起きやすく、スペースもむだ。 

………………………………………………………… 

◆伝える相手の立場を思いやる 
伝える相手の身になって情報伝達すれば、信頼関係が

深まり、コミュニケーション全体がスムーズに！ 

 



 

いおくん・ひせいくん 

よしかちゃんママの 

かんたんレシピ 

 

アーモンド粉を使わずに！ 

ほろほろ甘さ控えめの「きな粉スノーボール」 
【材料】(直径 2.5cm の球形 15 個分) 

薄力粉 60g 

片栗粉 30g 

きな粉 10g 

砂糖 大さじ 1 

塩 ひとつまみ 

オリーブオイル 30g 

きな粉(仕上げにまぶす用) 大さじ 1 

砂糖(仕上げにまぶす用) 小さじ 1 

【作り方】 

1.ボウルに薄力粉、片栗粉、きな粉、砂糖、塩を入れて手でよく混ぜる。 

2.1 にオリーブオイルを加えひとまとまりしたら、一口大の球形にぎゅ

ぎゅっと押して丸める。 

3.オーブンの天板に2を並べ、170度に予熱しておいたオーブンで 15

分焼く。この間にお皿に仕上げにまぶす用のきな粉と砂糖を混ぜておく。 

4.熱いうちに仕上げ用のきな粉と砂糖を混ぜた中に入れ、ころころ転が

して周りに粉をくっつける。 

【Point】 

焼きあがったスノーボールは熱いうちに仕上げのきな粉をまぶして下

さい。冷めると周りの粉がくっつかなくなります。周りにまぶすのはき

な粉でなくても粉糖(パウダーシュガー)でも OK です。 

 

親子ふれあい製作＆親子ふれあいあそび 
今月の親子ふれあい製作は 11 月に引き続き 

「サンタさんポシェットをつくろう！」 です。 

（12 月 1 日から材料がなくなるまで） 

ちゃ☆ちゃ☆ちゃでは毎月末に、季節にちなんだ

親子ふれあい製作や、親子の愛着関係を育む親子

ふれあいあそびを実施しています。 

ママとお子さんで目と目を合わせ体に触れあい言葉かけをしな

がら楽しく遊びましょう！!  
 

★親子ふれあい製作は毎月末２週前の火曜日から、お子さんと

作製できるコーナーを設けています。家庭の廃材などを利用し

て手作りおもちゃを作りませんか？先着になりますが用意した

材料がなくなるまではいつでも、どなたでも、何度でも利用し

ていただけます。 
 

★親子ふれあいあそびは毎月末の火曜日ＰＭ2:00～実施します。 

自由参加ですので興味がある方は是非参加してみてね！ 

ちゃ☆ちゃ☆ちゃの場所です 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●場 所 〒753-0056 

山口市湯田温泉 5-2-13 

子育て支援交流広場ちゃ☆ちゃ☆ちゃ 

（山口市児童文化センター２階） 

●Tel/fax 083-922-4325 

●開館日 火曜日～土曜日・第 4日曜日(15:00閉館) 
 10:00～16: 00(11:30～12:30 はお弁当タイム) 
●閉館日 日曜日(第 4 日曜日以外)・月曜日・第 4 木曜日 

祝祭日・年末年始その他 

☆ブログ☆ 

http://blog.canpan.info/chachacha/ 

 

ママたちぴーちく 

ランチ de デリバリー弁当の日を楽しもう！！ 

子育て中はお子さんを連れてランチになかなかいけない

ものですよね？お子さんとひろばで楽しいランチができ

たらいいのになぁ…そんなママたちが企画されました。

月 1 回の企画です。 

12月 11日(金)  「F R A N K」  
～山口市駅通りのカフェフランク！ 

スペシャルクリスマスランチしませんか？～ 
★毎月第２金曜日がデリバリー弁当の日です。 

★事前のお申込みとお支払いが必要です。申込は８日(火)まで。 

★お持ち帰りはご遠慮ください。なお、お弁当ガラを持ち帰る

ための袋をご用意ください。 
 

 

 

お互いの子どもを見あいながらの実施で、やりたいこと・やってみたい

ことを実現するための自主運営・自主企画の講座です。やってみたい事

を教えてね！！ 

    

New 「気になる木」の講座 

 

 

http://blog.canpan.info/chachacha/

