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街パパ街ママ×里パパ里ママ 

食育子育て交流講座 

農家あおぞらレストランｉｎ［阿東トマト農家］ 

＆〔みんなで里山散策交流〕小さな秋をみつけよう！ 

 

講師：山口大学附属幼稚園教諭 高田和宜 先生 
 

★日時：１０月２２日（土）１０時～１３時解散 

★場所： 阿東町 

トマト農家パパ*ママのおばあちゃんち 

★集合：朝９時にサンフレッシュ山口の駐車場に集合 

    し１５分になったらみんなで出発します。 

★募集：１０組の親子(キャンセル待ち３組) 

★持って来る物：着替え一式(長袖・長ズボン)・飲み物

(たくさん)・タオル・帽子等 

★締め切り：１０月２０日（木）ちゃ☆ちゃ☆ちゃまで 

★参加費：大人 1 人７00 円 0 歳 100 円 

1 歳以上５00 円【保険料・施設費含む】 

※詳しくはスタッフまでお問合せください。 
 

ママたちぴーちく 

[ハロウィンパーティー]のお知らせ 
 

日時：１０月２６日（水） 
  １０：１５～受付 

     １０：００～１１：３０ 

親子で仮装をしてきてください‼ 

募集：先着２０組キャンセル待ち３組 

参加費：大人１００円・子どもおひとり３００円 

〆切：１０月２１日(金) 

 

湯田中学校ひろば（仮称） 

英語であそぼう☆☆チャオ♡Baby キッズ 
「地域ふれあい講座」のお知らせ 

湯田中学校の英語教師とＡＬＴ（外国語補助教師）

による地域ふれあい講座です！！ 

●ひろばは 10:00～14:00 まで開いています。 

★日時：１０月１２日（水）１０：４０～１１：３０ 

★募集： ２２組キャンセル待ち３組 参加費：無料 

★締め切り：１０月１８日（土）ちゃ☆ちゃ☆ちゃまで 

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。 
 

●Sweet☆Mother(マタニティの会)＆ 

0 歳ねんねの会  

日時：１０月４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。 

★今月は県立大学三谷明美先生の 

アロマ講座です。 

◇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：１０月１８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：１０月１３日（木） 
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：１０月２１日（金） 
10:15～受付  10:30～11:30（  12:30 閉館）  
 

●ＮＥＷ子育てなんでも相談日 １０月 2５日（火） 
ちゃ☆ちゃ☆ちゃには地域子育て支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰがいます！  

子育てをしていて困っていることはありませんか？相談した

いけど誰に(どこに)聞けばいいんだろう？そんな時は地域子

育て支援コーディネーターにご相談下さい。子育ての相談を

はじめ、お話をお伺いしながらあなたに必要な情報を提供し

たり、多様な子育て支援サービスを紹介したり、必要に応じて

適切な機関とあなたを繋ぐお手伝いをします。(月 1 回の不定

期) 

定期的行事 

★のびのび相談（毎月第２火曜日） 

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 未就園児（0 歳児～）さんからの食育と

親子 cooking（不定期） 

NEW★街パパ街ママ×里パパ里ママ交流事業   
里山農林 café で子育てを楽しもう‼ 

 

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“ふたりの子育て再発見”～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サロン 

★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１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



 

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 
 

「小麦アレルギーの方にも！ 

ハロウィンかぼちゃのふんわりぼうろ」 
【材料】(直径 2.5cm の球形 15 個分) 

かぼちゃ 直径 15cm のかぼちゃ 1/8

個分(100g) 

片栗粉 大さじ 4 

塩 ひとつまみ 

砂糖 小さじ 1(かぼちゃの甘味が強け

れば無くて OK) 

オリーブオイル 大さじ 1 

成分無調整豆乳(牛乳で OK) 大さじ 1 

【作り方】 

1.かぼちゃは生のままみじん切りにする。 

2.ボウルに 1 のかぼちゃ、片栗粉、塩、砂糖を入れ手でぐるぐるっと

混ぜる。 

3.2 にオリーブオイル、豆乳を入れ更に混ぜ、手で一口大に丸めてい

く。 

4.クッキングシートを敷いたオーブンの天版に 2 を並べ、予熱して

おいたオーブン 170 度 15 分焼く。 

【Point】 

かぼちゃはレンチンしたり蒸したりしてお菓子に加工する事が多い

のですが、生のままみじん切りにしてかぼちゃの食感を残しました。

粗めのみじん切りの方がざくっとした食感が残ります。小麦粉を使わ

ずに片栗粉を使う事でもちもち感が出ます。 

 

親子ふれあい製作＆親子ふれあいあそび 
 

１０月の親子ふれあい製作は１０月１８日（火）～２９日（土） 

「くるくるきのこ」 です。 

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！!  
 

 

 

 

 
 

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★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。 

1０月号 

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。 

今月は 

１０月２０日(木) 子育ての疲れをそっと癒やす 

Regis Garden の「薬膳弁当」です！！ 

 

★事前のお申込みとお支払いが必要です。 

申込は１８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。 
 

★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！ 


