
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期的行事 

★のびのび相談

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

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

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

★Daddy’s ちゃ☆ちゃ☆ちゃ（家族参加型野外講座）

中のさまざまな体験

育ち合いましょう。小さいお子さま

★かわいいプチ菜園（２歳児からの親子

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

のママともお友達になりましょう。

新プログラム

★ママの気持ち

育て中の親に向けたママ対象の新プログラム～

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

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

★ピヨピヨの会

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

０歳ねんねの会

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 Ba

お孫さんの孫育て

★お父さん応援プログラム

～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

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。

子育て支援メニュー
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そんなママたちに！クイズ＆レクチャーで楽しみながら、

パパの子育てについて学び、育メンのヒントに出会うプ

ログラムです。

お子さんと一緒に気軽にご参加いただける講座です。

お子様が遊ばれている間は

ます。

○講師：

    

○日時：

○場所：ちゃ☆ちゃ☆ちゃ

○募集：

○申込み：

○参加費：
プログラム開発メンバー

      

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。 
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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。 
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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

回の不定期) 

共有し合いましょう。 

           (不定期) 

～おとうさんは地球でいちばん素敵なお仕事です～ 

 

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。 

2016

お

1 月のききみみ講座
      「 ママのための育メンプログラム
「「「 

育メンブームの一方で

  「育メンなんてうちはムリムリ！」

  「うらやましいなぁ、育メン

  「ちょっとズレてる育メンぶりをなんとかしたい」
いっしょに子育てしているようでも

どこかずれたり、噛み合わなかったり…。

子どもが生まれる前と、

なんだか、ちょと、違ってきた

一緒に子育てするはずだったのに…。

そんなママたちに！クイズ＆レクチャーで楽しみながら、

パパの子育てについて学び、育メンのヒントに出会うプ

ログラムです。 

お子さんと一緒に気軽にご参加いただける講座です。

お子様が遊ばれている間は

ます。 

○講師：FNS‐J 認定ファシリテータトレーナー

    佐藤 光恵（子育て支援交流広場ちゃちゃちゃ）

○日時：1 月 27 日（水）

○場所：ちゃ☆ちゃ☆ちゃ

○募集：先着 10 組の

○申込み：1 月 26

○参加費：無料 
プログラム開発メンバー

坂本純子／佐野育子

赤迫康代：NPO 法人子どもたちの環境を考えるひこうせん

有澤陽子：NPO 法人子育てネットひまわり

金川直美：NPO 法人わははネット

金子留里：子育て応援ネットワークおたがいさまーズ

佐藤光恵：子育て支援

玉野久仁子：NPO 法人子育てネットくすくす

福光節子：NPO 法人きよね夢テラス子育て応援こっこ

            オブザーバー
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お願いいたします
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日時：1
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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

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。 
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芯がすかすかの大根できんぴら
【材料】（2 人分）

大根中 1/4 本

丸天(平天でもちくわでも

サラダ油 大さじ

塩 小さじ 1/4

本みりん 大さじ

醤油 大さじ 1/2

鰹節 適量 

 

【作り方】 

1.大根は皮を剥き千切りにする。大根は薄い輪切りにしてから千切りに

すると大根の繊維が切れて食べやすくなる。丸天も大根と同じ位の大き

さの千切りにする。

2.フライパンにサラダ油を入れ熱し、大根を入れ炒め、火加減は強火か

ら中火のままで塩を入れて大根の水分を出してしっかりとよく炒める。

3.大根の水分が飛び大根に火が通ってきたら丸天、本みりん、醤油を入

れ更に炒めて水分を飛ばす。

4.煮絡まって来たら火を止め、鰹節をかけて混ぜる。

【Point】 

大根は使うだけ切って残りを冷蔵庫に入れておいて、何日か経って忘れ

た頃に「端切れ大根があった！でも芯がすかすかして大根サラダでは食

べられないなぁ」とそんな大根でも水分が飛んだ長所を生かしてきんぴ

らにすると美味しく食べられます。鰹節を絡める事でコクが出ます。

 

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

「節分 オニの帽子を作ろう！
ちゃ☆ちゃ☆ちゃでは毎月末に、季節にちなんだ親子

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

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

自由参加ですので興味がある方は是非参加してみてね！

いおくん・ひせいくん

よしかちゃん

かんたんレシ

芯がすかすかの大根できんぴら
人分） 

本(皮を剥いて 200g 位

平天でもちくわでも OK) 2 枚

大さじ 1/2 

1/4 

大さじ 1 

1/2 

大根は皮を剥き千切りにする。大根は薄い輪切りにしてから千切りに

すると大根の繊維が切れて食べやすくなる。丸天も大根と同じ位の大き

さの千切りにする。 

フライパンにサラダ油を入れ熱し、大根を入れ炒め、火加減は強火か

ら中火のままで塩を入れて大根の水分を出してしっかりとよく炒める。

大根の水分が飛び大根に火が通ってきたら丸天、本みりん、醤油を入

れ更に炒めて水分を飛ばす。 

煮絡まって来たら火を止め、鰹節をかけて混ぜる。

大根は使うだけ切って残りを冷蔵庫に入れておいて、何日か経って忘れ

た頃に「端切れ大根があった！でも芯がすかすかして大根サラダでは食

べられないなぁ」とそんな大根でも水分が飛んだ長所を生かしてきんぴ

らにすると美味しく食べられます。鰹節を絡める事でコクが出ます。

親子ふれあい製作＆親子ふれあいあそび
月の親子ふれあい製作は  

オニの帽子を作ろう！
ちゃ☆ちゃ☆ちゃでは毎月末に、季節にちなんだ親子

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

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！!  

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

自由参加ですので興味がある方は是非参加してみてね！

いおくん・ひせいくん 

よしかちゃんママの 

んたんレシ

芯がすかすかの大根できんぴら 

位) 

枚(お好みで増減) 

大根は皮を剥き千切りにする。大根は薄い輪切りにしてから千切りに

すると大根の繊維が切れて食べやすくなる。丸天も大根と同じ位の大き

フライパンにサラダ油を入れ熱し、大根を入れ炒め、火加減は強火か

ら中火のままで塩を入れて大根の水分を出してしっかりとよく炒める。

大根の水分が飛び大根に火が通ってきたら丸天、本みりん、醤油を入

煮絡まって来たら火を止め、鰹節をかけて混ぜる。 

大根は使うだけ切って残りを冷蔵庫に入れておいて、何日か経って忘れ

た頃に「端切れ大根があった！でも芯がすかすかして大根サラダでは食

べられないなぁ」とそんな大根でも水分が飛んだ長所を生かしてきんぴ

らにすると美味しく食べられます。鰹節を絡める事でコクが出ます。

親子ふれあい製作＆親子ふれあいあそび

オニの帽子を作ろう！」 です。 

ちゃ☆ちゃ☆ちゃでは毎月末に、季節にちなんだ親子

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

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

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

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！

 

んたんレシピ 

大根は皮を剥き千切りにする。大根は薄い輪切りにしてから千切りに

すると大根の繊維が切れて食べやすくなる。丸天も大根と同じ位の大き

フライパンにサラダ油を入れ熱し、大根を入れ炒め、火加減は強火か

ら中火のままで塩を入れて大根の水分を出してしっかりとよく炒める。 

大根の水分が飛び大根に火が通ってきたら丸天、本みりん、醤油を入

大根は使うだけ切って残りを冷蔵庫に入れておいて、何日か経って忘れ

た頃に「端切れ大根があった！でも芯がすかすかして大根サラダでは食

べられないなぁ」とそんな大根でも水分が飛んだ長所を生かしてきんぴ

らにすると美味しく食べられます。鰹節を絡める事でコクが出ます。 

親子ふれあい製作＆親子ふれあいあそび 

 

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

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

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

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！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●場

●

●開館日
 10:00

●閉館日

☆ブログ☆

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

 

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

★毎月

★事前のお申込みとお支払いが必要です。

★お持ち帰りはご遠慮ください。

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！！

 

ちゃ☆ちゃ☆ちゃの場所です

●場 所 〒753-

山口市湯田温泉 5

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

●開館日 火曜日～

10:00～16: 00(11:30

●閉館日 日曜日(

祝祭日

☆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。

1 月 15 日
～湯田温泉の錦川沿いにあるお店

おしゃれな和食
★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。

★お持ち帰りはご遠慮ください。

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

 

ちゃ☆ちゃ☆ちゃの場所です

-0056 

5-2-13 

子育て支援交流広場ちゃ☆ちゃ☆ちゃ

市児童文化センター２階） 

083-922-4325

日～土曜日・第 4 日曜日

00(11:30～12:30

(第 4 日曜日以外)・月曜

祝祭日・年末年始その他 

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

ママたちぴーちく

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。

回の企画です。 

日(金)  「 心和食
湯田温泉の錦川沿いにあるお店

おしゃれな和食ランチです
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。

★お持ち帰りはご遠慮ください。なお、

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

「気になる木」の講座

ちゃ☆ちゃ☆ちゃの場所です 

子育て支援交流広場ちゃ☆ちゃ☆ちゃ 

 

4325 

日曜日(15:00 閉館

12:30 はお弁当タイム)

・月曜日・第 4 木曜日 

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

ママたちぴーちく 

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。

心和食 ま ほ ら 」  
湯田温泉の錦川沿いにあるお店 

ランチです～ 
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 13 日(水)まで。

なお、お弁当ガラを持ち帰る

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

「気になる木」の講座 

閉館) 
) 

 

 

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。

まで。 

お弁当ガラを持ち帰る

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

  


