
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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サロン

★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
 

 

 

★のびのび相談（毎月第２木曜日

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。

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。
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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

育て中の親に向けたママ対象の新プログラム～
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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。

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

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)   

★ピヨピヨの会(1 歳の会)     
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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。

Ba２の子育てサロン     

お孫さんの孫育ての思いや悩みを

★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。
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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。
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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。

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

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）

人との関わりを通して

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（２歳児からの親子 cooking）（

野菜をもっと気軽に育てて食すための講座です。 

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。 

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 

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

   (毎月第３金曜日

     (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

マタニティの会)＆ 

        (毎月第 2 火曜日

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。 

     (月 1 回の不定期

の思いや悩みを共有し合いましょう。

           

～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。 

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。

☆講師

 

プロの声楽家とピアニストが奏でる音楽に包まれながら

お子さんと一緒に素敵なひとときを過ごしてみません

か？

「春の歌

♪日時

♪場所

♪募集

♪申込み

♪参加費
 

 

お父さんパワーアップ講座のお知らせ
 

プレパパ大集合！！
生まれてくる赤ちゃんのためにお父さんに楽しく育児参

加してもらう講座です

を通じて、生

始めましょう。

の赤ちゃんともふれあったりして、楽しいひと時を過ごし

ましょう。

先輩となるパパママ、赤ちゃんも合わせて募集いたします。

詳しくはスタッフまでお問合せください。

開催日時：

募集対象：これから赤ちゃんが産まれる予定のご夫婦

     

定  

開催場所：子育て支援交流広場

参 

お問合せ・申込先：やまぐち子育てねっとめぶき事務局

       

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。 

 

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）自然の

を通して親も子も

）（不定期） 

 

お茶をしながら初めて同士

発見”～子

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。 

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 

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

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。 

3 月のききみみ講座

「親と子のうたのコンサート」

～Spring

☆講師 山口大学教育学部音楽教育教室

准教授

准教授

プロの声楽家とピアニストが奏でる音楽に包まれながら

お子さんと一緒に素敵なひとときを過ごしてみません

か？ 

春の歌」「みんなでうたおう！

♪日時 3 月 5 日（土）

10.：00～受付

♪場所 市児童文化センター

♪募集 先着 15 組の親子（乳幼児～家族参加も

♪申込み 3 月 4

♪参加費 無料 

お父さんパワーアップ講座のお知らせ

やまぐち子育てねっと「めぶき」実施

プレパパ大集合！！
まれてくる赤ちゃんのためにお父さんに楽しく育児参

加してもらう講座です

を通じて、生まれてくる赤ちゃんとの生活への心の準備を

始めましょう。先輩パパママと気軽にお話ししたり、実際

の赤ちゃんともふれあったりして、楽しいひと時を過ごし

ましょう。 

先輩となるパパママ、赤ちゃんも合わせて募集いたします。

詳しくはスタッフまでお問合せください。

開催日時：3 月 19 日（土）

募集対象：これから赤ちゃんが産まれる予定のご夫婦

     赤ちゃんを予定しているご夫婦

  員：先着 10

開催場所：子育て支援交流広場

 加 費：プレパパ

お問合せ・申込先：やまぐち子育てねっとめぶき事務局

       子育て支援交流広場「ちゃ☆ちゃ☆ちゃ

月のききみみ講座
 

「親と子のうたのコンサート」

Spring・コンサート～
 

山口大学教育学部音楽教育教室

准教授 林 満理子先生

准教授 友清 祐子先生

プロの声楽家とピアニストが奏でる音楽に包まれながら

お子さんと一緒に素敵なひとときを過ごしてみません

」「みんなでうたおう！」「拍子を感じよう！」

日（土） 

～受付 10：15

市児童文化センター1F 工作室

組の親子（乳幼児～家族参加も

4 日（金）ちゃ☆ちゃ☆ちゃまで

お父さんパワーアップ講座のお知らせ

やまぐち子育てねっと「めぶき」実施

プレパパ大集合！！～赤ちゃんとふれあおう～
まれてくる赤ちゃんのためにお父さんに楽しく育児参

加してもらう講座です。先輩パパママとのお話や体験

まれてくる赤ちゃんとの生活への心の準備を

先輩パパママと気軽にお話ししたり、実際

の赤ちゃんともふれあったりして、楽しいひと時を過ごし

先輩となるパパママ、赤ちゃんも合わせて募集いたします。

詳しくはスタッフまでお問合せください。

日（土）10:00～受付

募集対象：これから赤ちゃんが産まれる予定のご夫婦

赤ちゃんを予定しているご夫婦

10 組 

開催場所：子育て支援交流広場 ちゃ☆ちゃ☆ちゃ

プレパパご夫婦で 500 円

お問合せ・申込先：やまぐち子育てねっとめぶき事務局

子育て支援交流広場「ちゃ☆ちゃ☆ちゃ

月のききみみ講座 

「親と子のうたのコンサート」 

・コンサート～ 

山口大学教育学部音楽教育教室 

満理子先生 

祐子先生 

プロの声楽家とピアニストが奏でる音楽に包まれながら

お子さんと一緒に素敵なひとときを過ごしてみません

「拍子を感じよう！」
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工作室 

組の親子（乳幼児～家族参加も OK!

日（金）ちゃ☆ちゃ☆ちゃまで 

お父さんパワーアップ講座のお知らせ 

やまぐち子育てねっと「めぶき」実施 
 

～赤ちゃんとふれあおう～
まれてくる赤ちゃんのためにお父さんに楽しく育児参

先輩パパママとのお話や体験学習

まれてくる赤ちゃんとの生活への心の準備を

先輩パパママと気軽にお話ししたり、実際

の赤ちゃんともふれあったりして、楽しいひと時を過ごし

先輩となるパパママ、赤ちゃんも合わせて募集いたします。

詳しくはスタッフまでお問合せください。 

～受付 10:15～12:00

募集対象：これから赤ちゃんが産まれる予定のご夫婦

赤ちゃんを予定しているご夫婦 

ちゃ☆ちゃ☆ちゃ 

円 

お問合せ・申込先：やまぐち子育てねっとめぶき事務局

子育て支援交流広場「ちゃ☆ちゃ☆ちゃ

プロの声楽家とピアニストが奏でる音楽に包まれながら 

お子さんと一緒に素敵なひとときを過ごしてみません

「拍子を感じよう！」他 

OK!） 

 

～赤ちゃんとふれあおう～ 
まれてくる赤ちゃんのためにお父さんに楽しく育児参

学習

まれてくる赤ちゃんとの生活への心の準備を

先輩パパママと気軽にお話ししたり、実際

の赤ちゃんともふれあったりして、楽しいひと時を過ごし

先輩となるパパママ、赤ちゃんも合わせて募集いたします。 

 

12:00 

募集対象：これから赤ちゃんが産まれる予定のご夫婦 

お問合せ・申込先：やまぐち子育てねっとめぶき事務局 

子育て支援交流広場「ちゃ☆ちゃ☆ちゃ」 

～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

までです。

 

●Sweet

0 歳ねんねの会
日時：3
10:15～受付

＊おおむね生後

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。
 

※デリバリー弁当の注文ができますが、事前のお申込みとお支

払いが必要です。

 

●育Ｇ
じぃ

２

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

お話や、

有しませんか？
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10:15～受付

 

●ピヨピヨの会
ママたちの

～みんなであそぼう！！～

日時：3
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●いない
ママたちの

～みんなであそぼう！！～

日時：3
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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

までです。 
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3 月 8 日（火）
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払いが必要です。(「ｔｏｙｔｏｙ」の玄米ヘルシー

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

、ストレスを軽減するための癒しを皆さんで共
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子育てを支え合える場
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※いずれも事前申込不要で 10:15 受付 10:30

Mother(マタニティの会
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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。

※デリバリー弁当の注文ができますが、事前のお申込みとお支

「ｔｏｙｔｏｙ」の玄米ヘルシーランチです

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。

や孫育てに関してのいろいろな

ストレスを軽減するための癒しを皆さんで共

おひとりの参加も OK です。
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ばぁ （0 歳の会）
お子さんたちの play 

～みんなであそぼう！！～ 

日（金） 
11:30（  12:30

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？～ 

10:30～11:30

マタニティの会)＆ 

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

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。 

※デリバリー弁当の注文ができますが、事前のお申込みとお支

ランチです) 

孫育てに頑張っているおじいちゃんおばあちゃん。 

や孫育てに関してのいろいろな

ストレスを軽減するための癒しを皆さんで共

です。 

12:30 閉館） 

歳の会） 
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「おからできな粉ボール
【材料】(1.5cm
 

生おから 50g

(パサパサタイプの生おから

片栗粉 大さじ

きな粉 大さじ

砂糖 大さじ

成分無調整豆乳又は牛乳
 

【作り方】 

1.ボウルに材料を全部入れ、手で混ぜる。

2.1 を小さめに丸める。

3.オーブントースターに
 

【Point】 

しっとりタイプの生おからであれば豆乳はいりません。生おか

らの水分だけで生地をまとめます。小さめに丸める事でトース

ターで 2 分焼くだけで十分に火が通ります。レンジ

2 分で加熱でもいいですが、レンジだと食感がもちもちします。
 

親子ふれあい製作＆親子ふれあいあそび
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