
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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。

 

参加講座・スキルアップ講座
★ききみみ講座 

★Daddy’s ちゃ☆ちゃ☆ちゃ（家族参加型野外講座）

自然の中のさまざまな体験と多様な

しょう。小さいお子さまも参加

★親子自然体験(山あそび・川あそび・海あそび・森あそび

四季を通した食に関するさまざまな体験

り遊ぼう！家族参加型

★街パパ・ママ×里パパ・ママの

青空農 Café・農家食育あおぞらレストラン

イフでゆったり子育てしてみましょ

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

 
子育て支援プログラム
★ママの気持ち♡パパの気持ち“ふたりの子育て再発見”

～ママの気づきがパパを変える

子どもが生まれる前となんだかちょっと違ってきたふたり。一緒に子育てするは

ずだったのに…パパと一緒にふたりで子育てを楽しみましょう

★お父さん応援プログラム

子育中のお父さんのための子育て支援講座です

★「kaveri ほいく

親子で参加できる自主

育ちあいましょう

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サロン

★いないいないばぁ(0

★ピヨピヨの会(1 歳の会

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

★２歳児の会 

下のお子さんも一緒に参加できます。申し込み不要

★双子ちゃんの会 

★Sweet☆Mother(マタニティの会

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 Ba２の孫育てサロン

お孫さんの孫育ての思いや悩みを共有し合いましょう。

★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。

★「気になる木」の講座

ママ達の自己実現を応援します。

★デリバリー弁当の会

毎月 1 回 お子さんとちゃ☆ちゃ☆ちゃで
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★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）

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。

・スキルアップ講座 
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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
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★街パパ・ママ×里パパ・ママの交流事業
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子育て支援プログラム 
パパの気持ち“ふたりの子育て再発見”

ママの気づきがパパを変える!! ママのための育メン啓発

子どもが生まれる前となんだかちょっと違ってきたふたり。一緒に子育てするは
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★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

ほいく」プログラム＆認定講座

参加できる自主保育プログラムです。支え合い
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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
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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

下のお子さんも一緒に参加できます。申し込み不要

 

マタニティの会)＆ 

        (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。
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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。 

★「気になる木」の講座(お互いの子どもを見合いながらの実施
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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。 

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。 
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交流事業  

・農家食育あおぞらレストランで子育て交流しませんか？
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パパの気持ち“ふたりの子育て再発見” 

ママのための育メン啓発プログラム～
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ずだったのに…パパと一緒にふたりで子育てを楽しみましょう❤ 

～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                    

＆認定講座 

プログラムです。支え合いの子育てを通して学び合い

kaveri 保育スタッフとして認定されます。
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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 

毎月第３金曜日午前中) 

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 

下のお子さんも一緒に参加できます。申し込み不要 

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。 
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お孫さんの孫育ての思いや悩みを共有し合いましょう。 

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

お互いの子どもを見合いながらの実施) 
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♪日時

♪場所

♪講師

♪募集

♪参加費

♪申込・締切
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今月の講座は…

☆日時

☆場所

    

    

☆講師

             

☆募集人数
  
✩

☆申込締切

✩

 

 

☆日時

☆場所

    

    

☆講師

             

☆募集人数

✩

☆申込締切

✩
までがセットです。お昼をご持参ください。

 

との関わりを通して親も子も育ち合いま

や自然の中で思いっき

子育て交流しませんか？スローラ

プログラム～ 

子どもが生まれる前となんだかちょっと違ってきたふたり。一緒に子育てするは

  (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) 

子育てを通して学び合い

保育スタッフとして認定されます。 

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

 

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

のランチを楽しみましょう‼! 

６月のききみみ講座
 

       

♪日時 ６月７日(木) 

♪場所 湯田地域交流センター食工房

♪講師 山口市立東山保育園

給食調理員

山口市立三の宮保育園

給食調理員

♪募集 先着１５組の親子

♪参加費 一家族３００

♪申込・締切 6 月２

♪託児あります 
 

６月の湯田中ひろば地域子育て支援講座
今月の講座は… 

～きれいなママ講座
子育て中だってきれいなママでいたい

☆日時 6 月５日(火

☆場所 山口市立湯田中学校

    ※車は正門(

    お願いします。

☆講師 Salon De

             

☆募集人数 先着１２
  メイク・ヘアアレンジメント中はお子さんをサポートします

✩参加費  300 円

☆申込締切 ６月２日

✩持ち物 今お持ちのメイク用品やヘア用品

物があればお持ちください。使い方をアドバイスします。

＊いつものメイク
 

～絵手紙教室～

野菜など描く物は準備していますが

描きたいものがあればご持参下さい♪

☆日時 6 月２１日(

☆場所 山口市立湯田中学校

    ※車は正門(

    お願いします。

☆講師 湯田中学校 

             

☆募集人数 １２組の親子

✩参加費  無料 

☆申込締切 ６月１９

✩今回は絵手紙を乾燥させる都合でお昼休みの中学生とのふれあい

までがセットです。お昼をご持参ください。

月のききみみ講座 

『夏の離乳食』

) ９:４５受付 10:００

湯田地域交流センター食工房 

山口市立東山保育園 

給食調理員 末永 

市立三の宮保育園 

給食調理員 森近 

組の親子（０歳～離乳食講座を受けたい方

３００円 

月２日(土)ちゃ☆ちゃ☆ちゃまで

月の湯田中ひろば地域子育て支援講座
 

きれいなママ講座
子育て中だってきれいなママでいたい

 

火)９:45～受付 10:00

湯田中学校 CS ルーム

(東門)を入ってすぐの駐車場に駐車を

お願いします。 

De PUCH メイク・ヘア

              山本 知美

１２組 
メイク・ヘアアレンジメント中はお子さんをサポートします

円 

日(土) ちゃ☆ちゃ☆ちゃまで

今お持ちのメイク用品やヘア用品

あればお持ちください。使い方をアドバイスします。

メイクとヘアアレンジメントでいらして下さいね。

～絵手紙教室～
 

野菜など描く物は準備していますが

描きたいものがあればご持参下さい♪
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山口市立湯田中学校 CS ルーム

(東門)を入ってすぐの駐車場に駐車を

お願いします。 

 教諭 

              平田 季雄

１２組の親子 

１９日(火) ちゃ☆ちゃ☆ちゃまで

今回は絵手紙を乾燥させる都合でお昼休みの中学生とのふれあい

までがセットです。お昼をご持参ください。

 

００～11:３０ 

 奈緒子先生 

 千恵先生 

０歳～離乳食講座を受けたい方
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子育て中だってきれいなママでいたい!! 
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知美 先生 

メイク・ヘアアレンジメント中はお子さんをサポートします 
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季雄 先生 
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今回は絵手紙を乾燥させる都合でお昼休みの中学生とのふれあい

までがセットです。お昼をご持参ください。 
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今回は絵手紙を乾燥させる都合でお昼休みの中学生とのふれあい

～みんなで子育てを共有しませんか？～

●Sweet

日時：6

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
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●いない
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●双子ちゃんの会

三つ子や多胎児妊娠中の方も大歓迎！！

日時：6

10:15～受付

�ねんねさんは敷物用に

●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：6

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：6

10:15～受付

子育てを支え合える場
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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！！～ 

6 月１４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
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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
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流サロンです。 

6 月２３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。

6 月１９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？～
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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  

12:30 閉館） 

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） 

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？ 



 

     

「もやしと海苔のナムル
  (海苔は小さいお子さんには小さめにカットしてね‼

【材料】 

・もやし…２00

・塩…小さじ

・海苔…もみのりで

(絡みやすいよう小さくしておく

・醤油…小さじ２

・ごま油…小さじ１

・白ごま…大さじ１

【作り方】 

① もやしを沸騰した湯の中に入れ１分ゆでる。

② 塩を入れて混ぜしばらく置き、もやし

の水分は捨てる。

③ 海苔、醤油、酢、

④ １７０度のオーブンで１

【Point】 

スーパーで売ってある安いもやしのアレンジ方法です。

ごま油を入れると中華っぽくなり、酢が入っているのであっ

さりと食べられます
 

親子ふれあい製作＆親子ふれあいあそび
 

６
 

６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ＰＭ

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！

いおくん・ひせいくん
よしかちゃん

かんたんレシ

もやしと海苔のナムル
海苔は小さいお子さんには小さめにカットしてね‼

00ｇ １袋 

小さじ 1/2 

もみのりで OK   

絡みやすいよう小さくしておく

・醤油…小さじ２ 

・ごま油…小さじ１ 

・白ごま…大さじ１ 

もやしを沸騰した湯の中に入れ１分ゆでる。

塩を入れて混ぜしばらく置き、もやし

の水分は捨てる。 

海苔、醤油、酢、。ごま油、白ごまを入れて混ぜる

１７０度のオーブンで１0 分

スーパーで売ってある安いもやしのアレンジ方法です。

ごま油を入れると中華っぽくなり、酢が入っているのであっ

さりと食べられます。 

親子ふれあい製作＆親子ふれあいあそび

６月の製作は「七夕飾り

月の親子ふれあい製作は 6 月１９

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

★親子ふれあいあそびは毎月末の火曜日ＰＭ

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！

いおくん・ひせいくん 

よしかちゃんママの 

んたんレシピ

もやしと海苔のナムル」 
海苔は小さいお子さんには小さめにカットしてね‼

絡みやすいよう小さくしておく) 

もやしを沸騰した湯の中に入れ１分ゆでる。 

塩を入れて混ぜしばらく置き、もやしの水分を出す

ごま油、白ごまを入れて混ぜる

分焼く。 

スーパーで売ってある安いもやしのアレンジ方法です。

ごま油を入れると中華っぽくなり、酢が入っているのであっ

親子ふれあい製作＆親子ふれあいあそび

七夕飾り」です｡ 

１９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

★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！

 

ピ 

 
海苔は小さいお子さんには小さめにカットしてね‼) 

の水分を出す。そ

ごま油、白ごまを入れて混ぜる 

スーパーで売ってある安いもやしのアレンジ方法です。 

ごま油を入れると中華っぽくなり、酢が入っているのであっ

親子ふれあい製作＆親子ふれあいあそび 

３０日（土） 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

●
●開館日
 
 
●閉館日
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※ランチデリバリーは

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

～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
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 083-922
●開館日 火曜日～土曜日・
 10:00～16: 00(11:30
 ※水曜・土曜・日曜は１５時閉館
●閉館日 日曜日(第

祝祭日・年末年始その他
ブログ☆http://blog.canpan.info/chachacha/

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

７月のききみみ講座

赤ちゃんからの頭皮ケア
～お子さまのヘアアレンジと髪の毛のお手入れ～

 

・くせ毛に適したシャンプー

・リンスはしたほうがいいの？

・子どもの頭皮の汚れやケアはどうしたらいいの？

・お子さまの髪を乾かす時のドライヤーの使い方

・お子さまの 頭皮トラブルについて

 もしもあなたのお子さまの頭にシラミがついてしまったら

 どうしたらいい？？

 

※ランチデリバリーは食中毒防止のため

す。９月から再開します。おたのしみに！！

子育てなんでも相談日

この日はちゃ☆ちゃ☆ちゃに利用者

(地域子育て支援コーディネータ
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？そんな時は利用者支援専門員

（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

 

ちゃ☆ちゃ☆ちゃの場所です

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） 

922-4325 
火曜日～土曜日・第 4 日曜日

00(11:30～12:30 はお弁当タイム
水曜・土曜・日曜は１５時閉館です。

第 4 日曜日以外)・月曜日
祝祭日・年末年始その他

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

ききみみ講座 

赤ちゃんからの頭皮ケア
のヘアアレンジと髪の毛のお手入れ～

くせ毛に適したシャンプーは？ 

リンスはしたほうがいいの？ 

子どもの頭皮の汚れやケアはどうしたらいいの？

お子さまの髪を乾かす時のドライヤーの使い方

頭皮トラブルについて 

もしもあなたのお子さまの頭にシラミがついてしまったら

どうしたらいい？？ 

食中毒防止のため６月～８月までお休みしま

９月から再開します。おたのしみに！！

子育てなんでも相談日  6
 

この日はちゃ☆ちゃ☆ちゃに利用者支援専門員

コーディネーター )が在中しています。
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

聞けばいいんだろう？そんな時は利用者支援専門員

（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

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 

日曜日(15:00 閉館)  
はお弁当タイム) 

です。 
・月曜日 

祝祭日・年末年始その他 
http://blog.canpan.info/chachacha/ 

赤ちゃんからの頭皮ケア 
のヘアアレンジと髪の毛のお手入れ～

子どもの頭皮の汚れやケアはどうしたらいいの？ 

お子さまの髪を乾かす時のドライヤーの使い方 

 

もしもあなたのお子さまの頭にシラミがついてしまったら 

６月～８月までお休みしま

９月から再開します。おたのしみに！！ 

6 月 1 日（金） 

支援専門員 

が在中しています。  

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

聞けばいいんだろう？そんな時は利用者支援専門員

（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 1 回の不定期） 

のヘアアレンジと髪の毛のお手入れ～ 

 

６月～８月までお休みしま

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

聞けばいいんだろう？そんな時は利用者支援専門員

（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
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