《佐賀市社会福祉協議会地域子育て支援センター》

“子育て広場”は地域の子育ての「フリースペース」
～ ❤支えあい、❤ふれあい、❤学びあう ～
気軽におしゃべりができて、誰かに会え、ゆったりとみんなで過せる子育てスペースです。
★下記のスケジュールは各支所で行っているサロンです。(10：30～) どうぞお待ちしています。★
日
月
火
水
木
金
3

4

土

1

2

諸富 ： 赤ちゃん広場/ わらべう

富士：わらべうたサロン/タッチケア＆デコカ

たと絵本で親子のふれあいタイム

レンダー作り

諸富ふれあい

(対象：1 歳未満児)

大和：音と遊ぼう♪

広場は１２時

5
１２日（土）

までです✿

6

13

7

14

8

9

富士：ぐんぐんキッズ/おゆずり
会

11

12

諸富：手作り布おもちゃで遊ぼう

富士：ぐんぐんキッズ/お外で遊ぼう

諸富：出会

大和：アートバルーンに挑戦!

(図書館までおさんぽ)

いの広場

三瀬：芋苗植えをしよう

☆要申込☆

10：00～

☎62-0461

15

(受付 9：45
～)

16

ほほえみ館：赤ち

17

☎34-8211
5/1

富士：ぐんぐんキッズ/むかし

先着 12 組

おもちゃで遊ぼう

9 時～受付開始
☆要申込☆

児相談(対象１歳

☎45-8022

未満児)

先着 20 組

オイル代 200 円程度

21

22

23

久保田：新聞紙

諸富：親子で折紙を折って遊

東与賀：○わらべうたタッチケア

で遊ぼう♪

びましょう

24

諸富：かすたねっとサロン/風船ア

グ～春キャベツでお好み焼き～
(参加費 300 円)

28

富士 ： ぐんぐんキッズ/ バス遠足～

○つくってワクワク♪
大和：愛する我が子にタッチケア/1 歳半

お茶摘み～(参加費 200 円)

まで(参加費 200 円)

☆要申込☆

☆要申込☆

30

富 士 ： か ふ ぇ タ イ ム /Book

大和：赤ちゃん広場/保健師さんとともに身

Café～ねずみくんの世界～

体測定：育児相談(対象：1 歳半まで)

31

富士ふれあいるーむ
富士支所 ☎58-2311
月～金 10:00～16:00

東与賀よかっこ広場
東与賀支所 ☎45-8022
第４水曜日 10:30～12:00

二人目の誕生で上の子が

通院や買い物に一緒に

赤ちゃん返りして大変・・

ついてきてくれないかなぁ

イライラしちゃう・・

大和まほろば広場
大和支所 ☎62-0461
月水金 10:00～16:00

久保田なかよし広場
久保田支所 ☎68-4512
第３月曜日 10:30～12:00

★こんなときにホームスタートを利用しませんか!!

子育てに疲れぎみで

☎58-2311

29

諸富ふれあい広場
諸富支所 ☎34-8211
火～土 10:00～16:00

26

ート

☎62-0461 先着 20 組

27

25

(対象：1 歳 6 ケ月まで)

富士：ぐんぐんキッズ/クッキン

☎58-2311

19

諸富：絵本を楽しみましょう

☆要申込☆

師さんとともに育

☆要申込☆

18

諸富：にこにこ広場/お外にお出かけ

ゃん広場/ 保 健

20

10

★無料
★週に１回

２時間程度

相談できる人が

お問合せ：ホームスタート・さが

いなくて心細い

【☎ 0952-34-8211】

むつごろう広場・赤ちゃん広場
ほほえみ館 ☎32-6670
毎週月曜日 10:00～15:30

三瀬スマイルキッズ広場
三瀬支所 ☎51-6001

さんさんひろば

月２回（不定期）

毎週火曜日）

（於：佐賀商工会館ビル７F、

お問合わせ
佐賀市社会福祉協議会地域子育て支援センター
“ふれあい広場”
佐賀市諸富町為重５２９－５ ☎３４－８２１１ FAX３４－８２２２
ﾒｰﾙ：kosodateshien-c@scshakyou.jp
（地域子育て支援センター）
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにも記載しています
：http:www.scshakyou.jp/(佐賀市社協)

[ハッピーママ]～小さな子どもを持つ現役ママの生の声が聞こえてくる子育て情報誌～

2018 年

５月
Vol.151

主人が作家の東野圭吾さんが大好きなので、漢字は異なりますが啓吾と名付けました。妹は、
私たちの結婚指輪の『結（ゆい）』というネーミングがきっかけで結衣と名付けました。
啓吾はすごくおしゃべりが上手！「今日はママとゆいちゃんは何をするの？」
「なんで？どう
して？」など好奇心旺盛で、いつもにぎやかです。結衣は「バイバイ」
「はーい！」
「いただきま
す」の仕草で周りを明るくしてくれます。
仲良し兄妹、パパのように優しく、だれからも好かれますように❤すくすく育ってね！

富士や大和からも集まって、社協の広場を

目が覚めたときや寝る前に、お兄ちゃ

すべて紹介します。作って遊ぶコーナーや

んは「かわいいね❤」と妹をなでなで

読み聞かせ・布おもちゃに紙飛行機も！最

したりギューっとしたりします。妹は

後はアンパンマン体操で、大きな輪を作り
ましょう♪子どもも大人も、新しい出会い
が待っていますよ。家族みんなで遊びにき
てくださいね。お待ちしています♪♪♪

いつ：５月１２日（土）
10：00～12：00
（受付 9：45～）
どこで：佐賀市産業振興会館

お兄ちゃんが大好きなので、キャッキ
ャと言って喜びます。二人で遊んでい
るときはケンカもするけれど、朝夕に
手をつなぐ後ろ姿は愛おしくて、いつ
もキュンとしています。
（３歳・１歳、兄妹のママ）

昼間はトイレでおしっこできるようになった
けれど、夜はおむつがはずれていません。冬の
間は夜も大丈夫でしたが、暖かくなるとおねし
ょをするように。水分を多くとるからなのか、
気持ちの変化からなのかはわかりませんが、気
長に付き合っていきたいと思います。

あたたかく、過ごしやすい季節になり
ました。
「そろそろトイレトレーニングを
始めようかな」という声が広場で聞こえて
います。そこで、広場の先輩ママにトイ

トイレ

トレ体験談をインタビューしました❤

（４歳・２歳、姉妹のママ）
主人が小さいころは、2 歳までにはおむつが
おしっこはトイレでできるようになりましたが、

取れていたそうで、祖父母がおまるを準備し

うんちがまだできません。いつもはパンツで過ご

てくれました。おまるでおしっこが出るよう

しますが、うんちの時だけ「おむつちょうだい」

に、実家に帰った時だけ、時間を決めて座ら

と言って、はき替えます。うんちをトイレでする

せました。また、保育園でも定期的にトイレ

ようになるのはいつだろう？？？

に座っていたけれど、アパートに戻るとオム

（3 歳、男の子のママ）

ツで過ごしていたので、なかなかトイレでお
しっこできるようにはならず…2 歳後半でや

「鬼のパンツ」の歌を歌いながら、トイレトレー

っとおむつが外れました。
（3 歳、男の子のママ）

ニングをしていました。実際にはパンツに鬼が描
かれているわけではないのですが、「強いぞ～、
強いぞ～！！」と力強く歌って、楽しみながらト
イレに行くように心がけました。
（4 歳、女の子のママ）

トイレトレーニングを始めたころ、パンツ１枚で
過ごしていたら、なんと絨毯の上にうんちをして
しまったことが！とりあえず敷物は全部はずし
て、畳の部屋は入れないようにしました。そう考

昼はトイレでおしっこできるようになりました
が、夜はなかなか外れず・・・母に相談する

えると、フローリングの家がよかったなと思いま
した。

（6 歳、男の子のママ）

と、私が子どものころは、夜中に一度トイレに
連れて行っていたとのこと。それから、夜中２
～３時に子どもを起こしてトイレに行くように

トイレトレーニング中に失敗しても、
「なんでで

しました。起こすというより、寝ぼけまなこの

きないの」とか「おしっこするとき、ちゃんと言

娘を抱えてトイレに座らせる感じで、おしっこ

って」など、否定的な言葉を使わないように気を

をさせたらまた寝かせます。４ヶ月くらい続

付けました。“しょうがない”と割り切って、な

け、徐々に起こす回数を減らしていくと、夜の

るべく怒らないようにしました。

おむつがスムーズに外れました。
（6 歳、女の子のママ）

（２歳、男の子の祖母）

「子育てって、楽しい？」
「みんな、どんな子育てライフを送っているの？」
子育てについて一緒に語り、まなびましょう。
素敵な出会いが待っています❤

☆だ れ … 佐賀市在住で、１０カ月未満の子ども（第一子に限る）をお持ちの方
☆い つ … 10：30～12：00（受付 10：00～）
☆離乳食講座は、9：30 受付＆10：00 開始です☆
日

程

時

間

10：30
～
１ 6／ 1（金）
12：00
２ 6／8（金）

10：30
～
12：00

10：00
～
３ 6／15（金）
12：00
10：30
～
４ 6／22（金）
12：00

内

容

乳幼児安全法
(救急時の対策)
乳幼児の成長

場

所

佐賀市産業
振興会館
佐賀市産業
振興会館

離乳食を作ってみよう 諸富保健
実習（材料費は各自負担） センター
佐賀市産業

座談会

振興会館

講

師

日本赤十字社
佐賀県支部
内野産婦人科
助産師 内野秋子
栄養士
納富 芳子
佐賀市社会福祉協議会
子育て支援センター

申込方法は…

５月８日（火）９時～５月１７日（木）１６時まで、
TEL もしくはセンターにて申し込みを受け付けます。
※多数応募の際は、抽選となります☆

お問い合わせ・申込先は、

佐賀市社会福祉協議会

地域子育て支援センター
☎34-8211

普通のパンツをはいている子（トイレトレーニングが終わった子ども）たちと一緒に過ごすと
効果的でした。家でいくらトイレに連れて行ってもおむつが外れなかったのに、広場で「おし
っこ～！」とトイレに行くお友達の様子をみると“他の子どもはトイレでおしっこしてるんだ”
と感じたようでした。「●○ちゃん、トイレでおしっこしてるよ。一緒に行こうか」と誘って
おしっこしました。やはり、同じくらいの年齢の子ども同士、一緒に行動すると、気づくこと
が多いようでした。
（６歳、女の子のママ）

