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7月のききみみ講座 
さわやかな夏を！ 

「風を感じる ひよこのモビールを作ろう」 
〇講師：ちゃ☆ちゃ☆ちゃスタッフ 

〇日時：7 月 23 日（木）10:３0～11:３0 

○場所：ちゃ☆ちゃ☆ちゃ 

○対象：未就園児の親子 先着 12 組 （Ｏ歳も OK！） 

○参加費：200 円 ＊材料費含む 

○持参物：モビールに貼り付けたいもの（写真やシールなど） 
 

 

めぶきお父さんパワーアップ講座 

第 3回「パパと野外遊び＆ 

簡単おやつのｃｏｏｋｉｎｇ」 
お父さんが楽しく参加できる講座やイベントを、市内 10 か所の地域子

育て支援拠点施設（やまぐち子育てねっと「めぶき」）で毎月開催しま

す。お父さんパワーアップ講座に参加して、お子さまとの素敵な時間を

たくさん作りましょう。 

☆開催日時： 7 月 26 日（日） 10：15～12：30 

☆申込み ： ７月 23 日（木）ちゃ☆ちゃ☆ちゃまで 

☆募集対象： 子育て中の父親と子ども（赤ちゃん～小学校中学年まで） 

＆母親・家族参加可・ひとり親家庭の方も参加できます。 

☆定員  ： 先着 20 組 

☆参加費 ： 1 家族 500 円 

☆開催場所： 山口市秋穂二島美濃ヶ浜周辺 

☆集合時間と場所：10:00 美濃ヶ浜 駐車場  

☆講師  ： 山口大学附属幼稚園教諭  高田 和宜先生 

☆内容  ： シーカヤックで遊ぼう・餃子の皮でピザ作り 他 

☆持参物 ： 砂を落とす水(1 人につきペットボトル１ℓ以上)・濡れ

てもよい服装と靴（ビーチサンダル不可）・お弁当・ 

たっぷりのお飲み物 他 

 

☆プレパパ講座☆ 
 

これから赤ちゃんを出産予定のご夫婦・近い将来パパやママになってみ

たいとお考えの皆さん、先輩パパママと一緒に心配なことや不安なこと、

聞いてみたいことなどをお話してみませんか？ 

また、実際に赤ちゃんとのふれあいを通じて、これから産まれてくるお

子さんのための準備をしましょう。 

先輩パパママのお話を聞きながら、楽しいひと時を過ごしませんか？ 

詳しくはスタッフまでおたずねください。 
 

開催日時：7 月 12 日（日）10：00～受付 10：15～12：00 

募集対象：これから赤ちゃんが産まれる予定のご夫婦 

      赤ちゃんを予定しているご夫婦 

定  員：先着 10 組 

場  所：子育て支援交流広場「ちゃ☆ちゃ☆ちゃ」 

参加費：ご夫婦で 500 円（お茶代と保険料を含む） 

＊赤ちゃんの抱き方・おむつ交換・マザーズバッグ体験など行います。 

 

8月先行のお知らせ 

Daddy’sちゃ☆ちゃ☆ちゃ（家族参加型野外講座） 

「川であそぼう！！」  ～夏の水遊びの提案～ 

パパが作る簡単おやつの cookingがあります 

〇講師：山口大学附属幼稚園教諭  高田 和宜先生 

〇日時：８月１日（土）10:３0～13:３0  

〇場所：仁保犬鳴の滝 

〇集合場所：お椀ブール駐車場 

10:00 集合（受付後移動） 

〇参加費：大人５00 円 小人３00 円（1 歳以上） 

（施設使用料・保険料・材料費含む） 

〇持ち物：おにぎり弁当・たっぷりの飲み物・ 

着替え一式・濡れてもいい履物・ビニール袋・ 

虫よけグッズ等 

〇募集：先着 15 組の親子 
 

●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：7 月 17 日（金） 

10:15～受付  10:30～11:30 

※お昼ごはんは食べられます。（12:30 閉館） 

●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：7 月 16 日（木） 

10:15～受付  10:30～11:30 

※お昼ごはんは食べられます。（12:30 閉館） 

※お申し込みは不要です。 

●Sweet☆Mother(マタニティの会)＆ 

0歳ねんねの会  
日時：7 月 14 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 

※お申し込みは不要です。 

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。 

●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？ 

日時：7 月 7 日（火）  10:30～11:30 

＊お申し込みは不要です。(おひとり参加も OK 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。 



 
 

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 

 

包丁を使わずに 

「もやし豆腐お好み焼き」 
【材料】（約 18 ㎝ 2 枚分） 

もやし 一袋 

豆腐(木綿でも絹でも OK) 1/2 丁 

薄力粉 100g 

粉末和風だしの素 小さじ 1 

 

【作り方】 

1.ボウルに洗ったもやしを入れ、手でぐしゃぐしゃする。 

2.1 に豆腐、薄力粉、だしを合わせる。生地が緩かったら薄力粉を足す。 

3.油をひいたフライパンで焼く。柔らかめなので、崩れないように注意

する。 

 

【Point】 

水切りなしの豆腐を使うことで、水がいりません。手を汚したくない方

は、包丁でもやしを切って下さい。フライパンで焼く時に少し多めの油

で焼くとかりっと焼き上がります。焼きあがったものは冷凍保存も出来

ます。 

 

 

親子ふれあい製作＆親子ふれあいあそび 
 

７月の親子ふれあい製作は７月 1 日(水)～7 日(月) 

「七夕の飾りづくり」  
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。(６月はお休みです) 
 

★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/ 

 

 
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。 

※お弁当ガラを持ち帰るための袋をご用意ください。 

7月 10日(金)    「味美亭」 の手作りお弁当 
吉敷のおばちゃんごきょうだい 2人が作られています 

★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。 

★季節柄、お持ち帰りはご遠慮ください。 
 

 
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！！ 

 

先行のお知らせ 「Daddy’sちゃ☆ちゃ☆ちゃ」 
 

第 3 回 10 月 4 日(日)「登山をしよう」兄弟山
おとどいやま

 

第 4 回 11 月 29 日(日)「リースを作ろう」ちゃ☆ 

 

New 「気になる木」の講座 

 

ママたちぴーちく 

 

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

