
『NPO 法人

レーテ子育て

子育て支援交流広場ちゃ

子育て支援グループママキューピットが

設立記念お祝いイベントとしておもち＆お菓子

おこないます‼

みんな来てね

♪日時：１２月１日

♪場所：山口市児童文化センター

    (雨天の場合は先着順でお配りします
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【予告】２月のママ

        
 

フリーマーケット・出店サークル募集！！

メルカート
・日時  ２月１６

・場所  ちゃ☆ちゃ☆ちゃ室内

・内容  フリーマーケット

     ワークショップ・お店

   

ワークショップできる

ちゃ

お店を出してくださる方募集

デジタルハリウッド

グリーティングカードワークショップ

日時：１１月９日（金

    

場所：山口

    デジタルハリウッド

講師：やまでらわかな

お問合せ：

ＴＥＬ：０１２０

法人 やまぐち

レーテ子育て Bambini

が設立しました！』
子育て支援交流広場ちゃ✩ちゃ

子育て支援グループママキューピットが

ＮＰＯ法人に変わります。

設立記念お祝いイベントとしておもち＆お菓子

す‼ 

みんな来てね～！！湯田温泉のゆう太くんもくるよ！

♪日時：１２月１日(土)12:45

♪場所：山口市児童文化センター

雨天の場合は先着順でお配りします

【予告】２月のママたちぴーちくフェスタのお知らせ

 
     

フリーマーケット・出店サークル募集！！

メルカートちゃ☆ちゃ☆ちゃ

２月１６日(土) 9：３０～１２：００

ちゃ☆ちゃ☆ちゃ室内 

フリーマーケット  パパの絵本の読み聞かせ

ワークショップ・お店   

   ご家庭に眠っている

ワークショップできる方などお

ちゃ✩ちゃ✩ちゃまでお

お店を出してくださる方募集

 

 

 

デジタルハリウッド大学とコラボ

【主婦ママ応援

グリーティングカードワークショップ

１１月９日（金) 

    １３：００～１５：００

山口ケーブルビジョン

デジタルハリウッド

やまでらわかな さん

：デジタルハリウッド

０１２０－９４６－

 

やまぐち 

Bambini 

が設立しました！』
ちゃ✩ちゃの実施主体

子育て支援グループママキューピットが 

ＮＰＯ法人に変わります。

設立記念お祝いイベントとしておもち＆お菓子

湯田温泉のゆう太くんもくるよ！

)12:45～ 

♪場所：山口市児童文化センター 玄関前 

雨天の場合は先着順でお配りします

たちぴーちくフェスタのお知らせ

 

フリーマーケット・出店サークル募集！！

ちゃ☆ちゃ☆ちゃ 

：３０～１２：００ 

 ＆ 2Ｆ講座室 

パパの絵本の読み聞かせ

   あそびコーナーなど

っている遊休品・手作り品や 

などお店を出したい方は 

ちゃまでお申し込み下さい 

お店を出してくださる方募集  先着１０ブース

 

 

 

とコラボ 

応援イベント】 
グリーティングカードワークショップ 

 

１３：００～１５：００ 

ケーブルビジョン別館 c-court１Ｆ

デジタルハリウッド大学 STUDIO 山口 

さん 

デジタルハリウッド大学のフォームにて

－８３２ 

 

が設立しました！』 
ちゃの実施主体 

ＮＰＯ法人に変わります。 

設立記念お祝いイベントとしておもち＆お菓子まきを

湯田温泉のゆう太くんもくるよ！ 

 

雨天の場合は先着順でお配りします) 

たちぴーちくフェスタのお知らせ 

フリーマーケット・出店サークル募集！！ 

パパの絵本の読み聞かせ 

あそびコーナーなど 

 

 

先着１０ブース 

１１

『パパと作るクリスマスオーナメント

           
♪日時：

♪

♪講師：

♪募集：先着１０組の親子

♪

              

♪

 

1

『
      

 ※車

締め切り：
       

Ｆ 

 

のフォームにて 

１１月のききみみ講座
Daddy’s ちゃ

『パパと作るクリスマスオーナメント

           
♪日時：12 月１日(土

♪場所：子育て支援交流ひろば

♪講師：附属幼稚園教諭

♪募集：先着１０組の親子

♪参加費：子ども５００円

              

♪申込・締切：１１月２９日

 

1１月の湯田中ひろば
地域子育て支援講座

『みんなでお芋掘り
       

秋と言えば、、、食欲の秋

みんなでお芋

♪日時 １１月１４日（水）
１０：００～１０：３０

１０：３０～１１：３０

2 部 13:00～

中学生とのふれあいタイム

♪場所：湯田中学校視聴覚室

※車は正門（西門）を

♪内容：湯田中学校に

一緒にお

掘った芋は各家庭に

ださい。

♪募集人数：１０組の

♪持参物：汚れても

締め切り：１１月９日（金）ちゃ☆ちゃ☆ちゃまで
        

思春期子育て体験授業

１２月１２日

集合場所：湯田中ひろば

実施場所：体育館

締切：１２月８日

月のききみみ講座は
ちゃ✩ちゃ✩ちゃ 

『パパと作るクリスマスオーナメント

              ＆手作りプチおやつ』
土) 9:30 受付 9:45

場所：子育て支援交流ひろば ちゃ✩

幼稚園教諭  高田 和宜先生

♪募集：先着１０組の親子 

参加費：子ども５００円 大人８００円

              (材料費・保険料として

申込・締切：１１月２９日(木)ちゃ✩

１月の湯田中ひろば 
地域子育て支援講座 

掘りを楽しみませんか？

食欲の秋！！ 

お芋掘りを楽しみましょう！

１１月１４日（水） 
１０：００～１０：３０ 受付（

１０：３０～１１：３０ 芋掘り体験

～13:30 

中学生とのふれあいタイム 

場所：湯田中学校視聴覚室＆学校農園

（校舎
を入ってすぐの駐車場に

湯田中学校にある学校農園で生徒

お芋掘りをします。

掘った芋は各家庭に持ち帰

ださい。  

：１０組の親子 

汚れてもいい服装、タオル

１月９日（金）ちゃ☆ちゃ☆ちゃまで

【お知らせ】 

思春期子育て体験授業～赤ちゃんとふれあおう～

１２月１２日(水) ９:４５～１１

集合場所：湯田中ひろば  

体育館 

１２月８日(土) ちゃ✩³インフォメーションまで

 

は 
 

『パパと作るクリスマスオーナメント 

＆手作りプチおやつ』 
9:45～11:15 

✩ちゃ✩ちゃ 

和宜先生 

大人８００円 

材料費・保険料として) 

✩ちゃ✩ちゃまで 

  

楽しみませんか？』 

楽しみましょう！ 

受付（CS ルーム） 

芋掘り体験講座 

学校農園 

（校舎裏にあります）
入ってすぐの駐車場に車をお願いします。

ある学校農園で生徒のみなさん

ます。 

持ち帰り、お召し上がり

タオル、軍手、スコップ

１月９日（金）ちゃ☆ちゃ☆ちゃまで 

 

～赤ちゃんとふれあおう～

１１:４０ 

インフォメーションまで

） 
お願いします。 

のみなさんと

お召し上がりく

スコップ 

 

～赤ちゃんとふれあおう～ 

インフォメーションまで 

～みんなで子育てを共有しませんか？～
●Sweet

日時：１１

10:15～受付

＊おおむね生後

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。

�ねんねさんは敷物用に

●ピヨピヨの会

ママたちの

～みんなであそぼう！！～

日時：１１月１５

10:15～受付

●いない

ママたちの

～みんなであそぼう！！～

日時：１１

10:15～受付

�ねんねさんは敷物用に

●２歳の会

ママたちの

～みんなであそぼう！！～

日時：１１

10:15～受付

●双子ちゃんの会

もちろん三つ子や多胎児妊娠中の方も大歓迎！！

人には伝わらない双子トークしませんか？

日時：１１

10:15～受付

�ねんね

●プレパパ・プレママサロン

もうすく親になるパパやママの親支援サロン。

オムツ交換や沐浴体験・赤ちゃんの抱き方など、先輩パパや

先輩ママに学ぼう‼プレ期間のお互いの悩みを共有できる交

流サロンです。

日時：１１

10:15～受付

●育Ｇ２育

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

日時：1

10:15～受付
 

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？～
Sweet☆Mother(マタニティの会

１１月６日（火）  

～受付  10:30～

＊おおむね生後 4 ヵ月までのねんねのお子さんの

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。

ねんねさんは敷物用に Mｙケットをお持ちくださいね

●ピヨピヨの会 （１歳の会） 

ママたちの Talk&お子さんたちの

～みんなであそぼう！！～ 

１１月１５日（木） 

～受付  10:30～

●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

～みんなであそぼう！！～ 

１１月１６日（金） 

～受付  10:30～

ねんねさんは敷物用に Mｙケットをお持ちくださいね

●２歳の会  

ママたちの Talk&お子さんたちの

～みんなであそぼう！！～ 

１１月２９日（木） 

～受付  10:30～

双子ちゃんの会 

もちろん三つ子や多胎児妊娠中の方も大歓迎！！

人には伝わらない双子トークしませんか？

１１月２７日（火） 

～受付 10:30～11:30

ねんねさんは敷物用に Mｙケットをお持ちくださいね

プレパパ・プレママサロン

もうすく親になるパパやママの親支援サロン。

オムツ交換や沐浴体験・赤ちゃんの抱き方など、先輩パパや

先輩ママに学ぼう‼プレ期間のお互いの悩みを共有できる交

流サロンです。 

１１月１７日（土） 

～受付 10:30～11:30

育 Ba２の孫育てサロン

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。

1１月２０日（火） 

～受付 10:30～11:30

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？～
マタニティの会)＆0 歳ねんねの会

 

～11:30 

ヵ月までのねんねのお子さんの

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

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。

ｙケットをお持ちくださいね

 

お子さんたちの play 

 

 

～11:30（  12:30

歳の会） 

お子さんたちの play 

 

 

～11:30（  12:30

ｙケットをお持ちくださいね

お子さんたちの play 

 

 

～11:30（  12:30

もちろん三つ子や多胎児妊娠中の方も大歓迎！！

人には伝わらない双子トークしませんか？ 

 

11:30 

ｙケットをお持ちくださいね

プレパパ・プレママサロン 

もうすく親になるパパやママの親支援サロン。

オムツ交換や沐浴体験・赤ちゃんの抱き方など、先輩パパや

先輩ママに学ぼう‼プレ期間のお互いの悩みを共有できる交

 

11:30 

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？

です。 

 

11:30 

 

～みんなで子育てを共有しませんか？～ 
歳ねんねの会  

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

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。 

ｙケットをお持ちくださいね 

12:30 閉館） 

12:30 閉館）  

ｙケットをお持ちくださいね 

12:30 閉館） 

もちろん三つ子や多胎児妊娠中の方も大歓迎！！ 

ｙケットをお持ちくださいね 

もうすく親になるパパやママの親支援サロン。 

オムツ交換や沐浴体験・赤ちゃんの抱き方など、先輩パパや

先輩ママに学ぼう‼プレ期間のお互いの悩みを共有できる交

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？ 



 「キャリア
～私らしい働き方を手に入れるために～

●日時：
10

10

●場所：市児童文化センター

（託児はちゃ☆³）

●募集：先着

●締切：

●参加費：無料

●日時：
10:15

10:30

●募集：先着５組の親子

●締切：１２月

●参加費：大人

      

 
 
親子ふれあい製作＆親子ふれあいあそび

1１月の製作は

1１月の親子ふれあい製作は

ちゃ☆ちゃ☆ちゃでは毎月末に、季節にちなんだ親子

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！

 

★親子ふれあいあそびは毎月末の火曜日ＰＭ

す。 

★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

 

✩ママたちぴーちく

「キャリア カウンセラー」がやって来る
～私らしい働き方を手に入れるために～

●日時：1１月 30 日（金）
10：00～10：15 受付 
10：15～12：00 クリスマスリース作り

＆tea

●場所：市児童文化センター

（託児はちゃ☆³）

●募集：先着 10 人   

●締切：1１月 2２日(木)

●参加費：無料 

 

「しめ縄づくり」
●日時：12 月 15 日<土）

10:15～受付 

10:30～13:00 しめ縄づくり

募集：先着５組の親子(

締切：１２月８日(土) 

参加費：大人 500 円、３歳以上

    １・２歳 200

親子ふれあい製作＆親子ふれあいあそび

月の製作は「クリスマスブーツを作ろう！

月の親子ふれあい製作は 1１

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

 

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！!  

 

 

 

 

 ★親子ふれあいあそびは毎月末の火曜日ＰＭ

★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。 

ママたちぴーちく✩ 

カウンセラー」がやって来る
～私らしい働き方を手に入れるために～ 

） 

クリスマスリース作り 

tea Time（ご相談） 

●場所：市児童文化センター2F 講座室 

（託児はちゃ☆³） 

) ちゃ✩ ³まで 

 

「しめ縄づくり」 
土） 

しめ縄づくり 
(家族参加ＯＫ) 

 ちゃ✩まで 

円、３歳以上 300 円

200 円、０歳 100 円

親子ふれあい製作＆親子ふれあいあそび

クリスマスブーツを作ろう！」

１月 2０日（火）～3０

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

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

 

 

 

 

 

 ★親子ふれあいあそびは毎月末の火曜日ＰＭ2:00～実施しま

★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

カウンセラー」がやって来る!! 
 

 

円 

円 

親子ふれあい製作＆親子ふれあいあそび 

」です｡ 

０日（金） 

ちゃ☆ちゃ☆ちゃでは毎月末に、季節にちなんだ親子ふれあ

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

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
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山口市湯田温泉

●
●開館日
 
 
●閉館日

ブ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ～実施しま

★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

ランチ
１１月３０日(

「 創作レストラン
「

★先着１０組まで 

★要申込＆支払です。
 

★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。

 

ちゃ☆ちゃ☆ちゃの場所です
 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒753-0056 

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～土曜日・
 10:00～16: 00(11:30
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子育てなんでも相談日

この日はちゃ☆ちゃ☆ちゃに利用者

(地域子育て支援
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

用者支援専門員（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

 

ランチ de デリバリー弁当の日
(金)   申込〆切は

レストラン ジョゼキッチン 
「 秋の彩り弁当 」 ９

 

要申込＆支払です。 

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。 

ちゃ☆ちゃ☆ちゃの場所です

-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）
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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
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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
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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
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