
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

子育て支援メニュー
 

 

★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 
 毎月 1 回専門講師による育児支援講座

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 

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！家族参加型講座です 

★街パパ・ママ×里パパ・ママの交流事業

・農家食育あおぞらレストラン

でゆったり子育てしてみましょう！ 

ちゃ☆ちゃ☆ちゃカフェ (12:15～13:00)

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 
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

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～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

ましょう。講座修了者には kaveri

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

(0 歳の会)   (毎月第３金曜日午前中

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。

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。 

★「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

ママ達の自己実現を応援します。 

★デリバリー弁当の会(ランチ de デリバリー弁当の日

お子さんとちゃ☆ちゃ☆ちゃで Café

子育て支援メニュー 
 

 

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。 

★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。 

回専門講師による育児支援講座 

ちゃ☆ちゃ☆ちゃ（家族参加型野外講座）     

との関わりを通して親も子も育ち合いま

山あそび・川あそび・海あそび・森あそび) 

(親子 cooking)や自然の中で思いっき

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？

 

13:00) 

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。 

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～

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。

 

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 

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。 

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。 

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) 

弁当の日) 

é のランチを楽しみましょう‼
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「お子さまの緊急時対応について学びませんか？

☆日時
 

  

 

☆場所

    

    

☆募集人数

✩

☆申込締切
 
 

 

 

 

 

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‼! 

7 月のききみみ講座
 

『赤ちゃんからの頭皮ケア＆浴衣の着付け講座       

♪日時：７月１７日(

10:15～「お子さんのヘアアレンジと髪の毛のお手入れのお話
・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

・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？？
 

10:45～[浴衣の着付け
★浴衣の着付け

お子さんと
 

♪場所：ちゃ✩ちゃ✩

♪講師：Salon De

              
 

♪募集：先着１０組の親子

♪参加費：無料 

♪申込・締切：７月１４

♪託児はありませんが
 

 

７月の湯田中ひろば
 

「お子さまの緊急時対応について学びませんか？
AED

☆日時 ７月１３日(
 

  10:30～家庭の中でのひんやり体験談など
講座中はお子さまのあそびのサポートをいたします

 

☆場所 山口市立湯田中学校

    ※車は正門(

     お願いします。

☆募集人数 先着１２

✩参加費  無料 

☆申込締切 ７月１０
   

 

 

 

 

緊急時の対応を学んで

お子さまの”
異物飲み込みやコンセント接触､

んにとっては危険です。もしもの時の対応を知ると知らないで

は生死にかかわります。

 

月のききみみ講座 

赤ちゃんからの頭皮ケア＆浴衣の着付け講座

(火) １０：００受付

お子さんのヘアアレンジと髪の毛のお手入れのお話
・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？？ 

浴衣の着付け・親子 de 浴衣に似合う髪
浴衣の着付け・髪型を教わりたい方は

お子さんとご自分の浴衣をご持参ください

✩ちゃ 

De PUCH メイク・ヘアアーティスト

              山本 知美

組の親子 

１４日(土)ちゃ☆ちゃ☆ちゃまで

はありませんがお子さんをサポートします

月の湯田中ひろば「地域子育て支援講座

 

「お子さまの緊急時対応について学びませんか？
AED 体験と取扱い説明もあります

 

(金)１０:１５受付１０

家庭の中でのひんやり体験談など
講座中はお子さまのあそびのサポートをいたします

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。 

１２組 

１０日(火) ちゃ☆ちゃ☆ちゃまで

 

急時の対応を学んで

”もしもの時“に備えましょう
異物飲み込みやコンセント接触､10 ㎝の水位も小さいお子さ

んにとっては危険です。もしもの時の対応を知ると知らないで

は生死にかかわります。 

赤ちゃんからの頭皮ケア＆浴衣の着付け講座

受付 10:１５～11:３０

お子さんのヘアアレンジと髪の毛のお手入れのお話」

・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 

浴衣に似合う髪がた講座] 
を教わりたい方は 

ご自分の浴衣をご持参ください 

メイク・ヘアアーティスト 

知美 先生 

ちゃ☆ちゃ☆ちゃまで 

お子さんをサポートします 

地域子育て支援講座」

「お子さまの緊急時対応について学びませんか？」  
と取扱い説明もあります! 

１０:３０～１１:３０

家庭の中でのひんやり体験談など 
講座中はお子さまのあそびのサポートをいたします 

ルーム 

を入ってすぐの駐車場に駐車を 

ちゃ☆ちゃ☆ちゃまで 

急時の対応を学んで 

もしもの時“に備えましょう!! 
㎝の水位も小さいお子さ

んにとっては危険です。もしもの時の対応を知ると知らないで

赤ちゃんからの頭皮ケア＆浴衣の着付け講座』 

３０ 

」 

 

 

 

」 

   

３０ 

 

～みんなで子育てを共有しませんか？～

●Sweet

日時：７

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：７

10:15～受付

●いない

ママたちの

～みんなであそぼう！！～

日時：７

10:15～受付

�ねんねさんは敷物用に

●２歳児

ママたちの

～みんなであそぼう！！～

日時：７

10:15～受付

●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：７

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：７

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：７

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

７月３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！！～ 

７月１９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！！～ 

７月２０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

児の会  

ママたちの Talk&お子さんたちの

～みんなであそぼう！！～ 

７月２７日（金） 

～受付  10:30～

双子ちゃんの会 

三つ子や多胎児妊娠中の方も大歓迎！！

７月２４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。 

７月２１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。

７月３１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（  12:30

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

三つ子や多胎児妊娠中の方も大歓迎！！ 

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  

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？ 



 

     

「
  (海苔は小さいお子さんには小さめにカットしてね‼

【材料】 
材料 

・玉ねぎ １個(あらみじん切りにしておく

・塩 ふたつまみ

・こしょう 少々

・薄力粉 大さじ１～２

・油 大さじ１ 

【作り方】 
①ボウルに切った玉ねぎを入れ、塩とこしょうを入れ、手でざっと混

ぜた後に薄力粉を入れて更に混ぜる。まとまりにくかったら水を少し

入れる。 

②フライパンを熱して油を敷いて、５センチ大の大きさに分けて入れ

ていく。 

③弱火で蓋をし、じっくり焼き、裏返してさらに焼く。

【Point】 
最初に玉ねぎに塩をする事で、玉ねぎから水分が出てまとまりやすく

なります。小麦にアレルギーがある場合は片栗粉で代用して下さい。

食べる時にお好みでケチャップをかけると食べや

親子ふれあい製作＆親子ふれあいあそび
７月の製作は「

               
 

７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

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

「玉ねぎのお焼き
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②フライパンを熱して油を敷いて、５センチ大の大きさに分けて入れ

③弱火で蓋をし、じっくり焼き、裏返してさらに焼く。
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なります。小麦にアレルギーがある場合は片栗粉で代用して下さい。
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親子ふれあい製作＆親子ふれあいあそび
「お風呂であそぼう
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①ボウルに切った玉ねぎを入れ、塩とこしょうを入れ、手でざっと混

ぜた後に薄力粉を入れて更に混ぜる。まとまりにくかったら水を少し

②フライパンを熱して油を敷いて、５センチ大の大きさに分けて入れ

③弱火で蓋をし、じっくり焼き、裏返してさらに焼く。 

最初に玉ねぎに塩をする事で、玉ねぎから水分が出てまとまりやすく

なります。小麦にアレルギーがある場合は片栗粉で代用して下さい。

食べる時にお好みでケチャップをかけると食べやすいです。

親子ふれあい製作＆親子ふれあいあそび
お風呂であそぼう!! 

               水遊びグッズ」です

２４日（火）～３１日（

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！
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※ランチデリバリーは
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★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/

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ママの育児支援講座
場所：デジタルハリウッド

子育て支援グループ ママキューピット

「私らしい働き方を手に入れる！！

ワークシェアリングという新しいカタチ

8 月
★お洒落なオーガニックランチ

子育てを主体に

 
※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/

ママの育児支援講座(お問い合わせはちゃ☆まで

デジタルハリウッド
ママキューピット/デジタルハリウッド

共催イベント 

私らしい働き方を手に入れる！！

ワークシェアリングという新しいカタチ

月 2 日（木)11:30
★お洒落なオーガニックランチ&保育（先着

主体にした働き方を考えてみませんか？

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  ７
 

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/ 

お問い合わせはちゃ☆まで)

デジタルハリウッド STUDIO 山口 
デジタルハリウッド STUDIO 山口

私らしい働き方を手に入れる！！ 

ワークシェアリングという新しいカタチ」

)11:30～13:00 
保育（先着 10 人以内）付き講座

した働き方を考えてみませんか？

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！！ 

７月２７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） 
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した働き方を考えてみませんか？ 

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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