
 

 

 

【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 

・日時  ２月１６日(土)   9：３０～１２：００ 

・場所  ちゃ☆ちゃ☆ちゃ室内 ＆ 2Ｆ講座室 

・内容  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       あそびコーナーなど 

            ハンドメイドショップ 

 

ワークショップができる方などお店を出したい方は 

ちゃ✩ちゃ✩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 
 

✩ママたちぴーちく✩ 

「寒餅つき体験」 
●日時：2 月 3 日（日） 

10:15〜受付 
10:30〜13:00 おもちつき 

●募集：先着５組の親子(家族参加ＯＫ) 

●締切：１月 25 日(土) ちゃ✩まで 

●参加費：大人 500 円、３歳以上 300 円 

       １・２歳 200 円、０歳 100 円 

       (保険料・施設費・体験料含む) 

 

 

 

『パパと節分の準備を楽しもう!!』 
日時：2 月 2 日（土）10：00 受付・10:15～１３：00 

内容：鬼のお面や恵方巻を作って食べます。 

対象：子育て中の父親と子ども(乳幼児～ 

小学 3 年生)*家族・ひとり親家庭参加可 
募集:10 組 ＊アレルギーの有無をお知らせください      

参加費：0 歳 300 円 1・2 歳 500 円 

3 歳～未就園児 600 円・小学生 700 円 
大人 800 円 （体験料・保険料・材料費） 
申し込み：ちゃ☆ちゃ☆ちゃまで 

         

 

 

１月のききみみ講座は 

『スクラップブッキングを楽しもう!!』 
 

♪日時：1 月 24 日(木)  

10:00 受付  

10:15～11:15          

♪講師：賀川 みのり 先生 

♪募集：先着１０組の親子 

♪託児付き 

♪持参物：写真数枚・Mｙはさみ持参 

♪場所： 講座室（市児童文化センター） 

♪参加費：1,000 円（材料費・体験料・保険料込み） 

♪申込・締切：１月 17 日(木)ちゃ✩ちゃ✩ちゃまで 

 

1 月の湯田中ひろば 
地域子育て支援講座  

『2 歳の会＊体を動かして遊ぼう!!』 
       

 ♪日時：1 月２３日(水) 

１０：００～１０：１５ 受付（CS ルーム） 

１０：１５～１１：１５ 2 歳の会 

１１：３０～通常入館 

１３：００～中学生とのふれあいタイム 

♪場所：湯田中学校(ＣＳルーム) 

♪内容：親子で体を動かして遊びます。 

♪参加費：無料 

みんな～!! あそびにきてね～ 

※車は正門（西門）を入ってすぐの駐車場に 
お願いします。 

 

 

お知らせ   2 月 6 日(水)の湯田中ひろば 

地域子育て支援講座は 

『 タッピング タッチ』です. 

 

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)＆0 歳ねんねの会  

日時：１月 15 日（火）  

10:15～受付  10:30～11:30 

＊おおむね生後 4 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

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 play 

～みんなであそぼう！！～ 

日時：１月 17 日（木） 

10:15～受付  10:30～11:30（  12:30 閉館） 

●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 play 

～みんなであそぼう！！～ 

日時：１月 18 日（金） 

10:15～受付  10:30～11:30（  12:30 閉館）  

�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 play 

～みんなであそぼう！！～ 

日時：１月 23 日（水） 

10:15～受付  10:30～11:30（12:30 閉館） 

●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：１月 22 日（火） 

10:15～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。 

日時：今月はお休みです。 

●育Ｇ２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。 

日時：1 月２９日（火） 

10:15～受付 10:30～11:30 

☆お父さんパワーアップ講座✩ 



 

ランチ de デリバリー弁当の日 

 

感染症が流行っている為 

今月はお休みします 

お花で 

癒 さ れ ま

せんか？ 

 

 

0 歳（いない いない ばぁ）の会 

『フラワーアレンジメントを 

楽しみませんか？』 
✩通常の会は申し込みはいりません 

✩フラワーアレンジメントに参加される方のみ申込必要です 

日時：1 月 18 日(金) 

   10:00 受付 10:３０～11:３０ 

募集：5 組×2 グループ（託児サポート付き） 

参加費：1,000 円（材料費・体験料・保険料） 

申込・締切：1 月 16 日(水) ちゃ✩³まで 

★通常の 0 歳の会の free talk＆play の間に

実施します。 

 

 

 

 

親子ふれあい製作＆親子ふれあいあそび 

1 月の製作は「手作り凧のアラカルト」 
1 月の親子ふれあい製作は 1 月 22 日（火）～31 日（木） 

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！!  

 

 

 
 
 

ちゃ☆ちゃ☆ちゃの場所です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒753-0056 

山口市湯田温泉 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） 

 

●Tel/fax 083-922-4325 
●開館日 火曜日～土曜日・第 4 日曜日(15:00 閉館)  
 10:00～16: 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。 
●閉館日 日曜日(第 4 日曜日以外)・月曜日 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

★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！ 

★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。 

1 月号 

子育てなんでも相談日  １月 31 日（木） 
 

この日はちゃ☆ちゃ☆ちゃに利用者支援専門員 

(地域子育て支援コーディネーター )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 1 回の不定期） 


