[ハッピーママ]～小さな子どもを持つ現役ママが作った子育て情報誌～
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い ち

た

山 田 一 太 さん

（１歳１ヶ月）

太陽のように周りを明るく照らし、
一本筋の通った心の大きな人になって
いち た

ほしいという願いを込めて『一太』と
名付けました。
一歳になり、いっそう活発に動くよ
うになりました。最近のお気に入り
は、ほうき！掃除をする風でもなく、
大きなほうきを持ち上げて、家の中を
うろうろとしています。
食べることが大好き！特に焼き魚と
豆腐が大好物です。もりもり食べて、
元気に大きくなってね。（ママより）

夏の風物詩といえば、花火！“夏の祭典

息子は一歳になり、あんよが上手になりまし

in もろどみ”は、夏祭り＆花火の両方を楽

た。ファーストシューズを履いたら、お外で

しむことができるお祭りです。花火の大き

散歩！まだよちよちなので、走ることはでき

な音や光が、子どもの瞳にどう映るのか…

ないけれど「まてまて～」と追いかけると、

それも思い出のひとつですね❤
い

つ：７月２２日（土）

トトト～と逃げるように。その後ろ姿をみ

１７時～こどもみこし・盆踊り等

て、“将来は箱根駅伝に…❤”とマラソン大

２０時～花火

好きなパパ＆ママは夢見ています。

どこで：佐賀市産業振興会館周辺

（１歳１ヶ月、男の子のママ）

夏の日差しに負けないぞ～！みんな、どうしてる？

家 族 で 、 マ マ 友 と 一緒 に 、 お 出 か け し ま せ ん か

帰省した折に、じぃじ・ばぁば・おばと一緒
に温泉に行きました。１歳半になる娘には、温
泉はちょっと早いかな？とも思ったんですが、
意外にもお風呂を楽しんでいた娘。家族水入ら
ずで、のんびりと湯につかりました。
温泉の後は、お待ちかねの夕食。外で食べる
時はいつも、てんてこ舞になり大変！なので、
今回は娘の大好物のカボチャの煮物を持って行
きました。これだけは食べる！というものを持
参しておけば、ぐずったときに活躍します。
（１歳６ヶ月、女の子のママ）

友人からのすすめで、ずっと
干潟よか公園に遊びに行きたい
なと思っていました。幼児も遊
ぶことができる、浅めの水遊び
場があるそうです。２歳の息子
も楽しめそう❤６ヶ月の次男
は、お座りができるようになっ
たら水遊びデビューかな…？と
りあえず日傘を準備して、今か
らワクワク、待ち遠しいです。
（２歳９ヶ月・６ヶ月、
兄弟のママ）

夏といえば、海！今年は、子ども用の水着に加
ハイハイ競争に参加してきま
えて、ラッシュガードを準備しました。ギラギラ
した！予約はすぐにいっぱいに
照りつける太陽に負けずに、たくさん泳ぐぞ！
なるので、予約スタートと同時
（２歳１１ヶ月・５ヶ月、兄弟のママ）
に申し込みました。ママ友から
の情報を集め、しっかり対策を
して当日！本番では、娘の大好
毎日の散歩では、今のところ紫外線対策は、
きなリンゴジュースにつられ
していません。帽子をかぶり、公園でひとしき
て、見事優勝(*^_^*)ハイハイ
り遊んだあとは、パン屋さんに寄ることが、何
の時期は短く、参加できる期間
よりのお楽しみ❤疲れて帰ってきて、お昼にパン
が限られているので、思い出に
をパクッ♪と食べたら、お昼寝タイムです。
残るイベントでした。
（１歳１ヶ月、男の子のママ）
（１１ヶ月、女の子のママ）

❤

《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

土
1

2

3 さくじょ

4

5

6

7

諸富：赤ちゃん広場/わらべうたと絵本で

諸富：手作り布おもちゃで遊ぼう

富士 ：ぐんぐんキッズ/クッキング～

親子のふれあいタイム(対象：1 歳まで)

富士：わらべうたサロン/タッチケア

富士町野菜で七夕会～

＆デコカレンダー作り・乳幼児相談

(参加費 300 円)

8

大和：音と遊ぼう♪
9

10

11

12

ほほえみ館：赤ちゃ

富士：のびのびタイム /親子でリズムダン

東与賀：わらべうたタッチケア

ん広場/保健師さ

ス

んとともに育児相談

三瀬 ：夏のおやつを作ろう(プリン)・七夕飾

(対象１歳未満児)

りつけ 10：00～

13

14

15

諸富：絵本を楽しみましょう
富士：ぐんぐんキッズ/お外で遊ぼう

(対象 1 歳 6 ケ月まで)

大和：赤ちゃんと絵本(第 1 回)
☆要申込☆
☎45-8022

久保田：絵本と楽

先着 20 組

オイル代 300 円程度

しもう♪
16

17

18

19

富士：ぐんぐんキッズ/T シャツ
☆要申込☆

アート(500 円/1 枚)

☎58-2311

東与賀：親子でリズムダンス
(対象 2 歳位まで)

20

21

22

諸富 ： にこにこ広場/ おもちゃをつく

諸富：かすたねっとサロン/ プール

休 館 ：

ろう

で水遊び

諸富

大和：赤ちゃん広場/わらべうた

富士：かふぇタイム/Book Café～
空の世界～

(対象 1 歳まで)

☆要申込☆

大和：親子でリズム遊び

☎45-8022

23

24

25

26

27

28

諸富：親子で楽しむ折り紙

東与賀：つくってワクワク♪～オリジ

富士：ぐんぐんキッズ/ミニ夏まつり

富士：ぐんぐんキッズ/ピアノとフルートの”

ナルうちわを作ろう♪～

大和：水遊び

はじけて遊ぼう音楽会”

30

☆要申込☆

31
休館：ほほえみ館

☎62-0461

７月３１日のほほえみ館赤ちゃん
広場は臨時休館します

諸富ふれあい広場
諸富支所 ☎34-8211
火～土 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

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

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

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!!
二人目の誕生で上の子が
赤ちゃん返りして大変・・

通院や買い物に一緒に
ついてきてくれないかなぁ

子育てに疲れぎみで
イライラしちゃう・・

★無料
★週に１回

相談できる人が
いなくて心細い

２時間程度

お問合せ：ホームスタート・さが
【☎ 0952-34-8211】

29

夏の祭典
in もろど
みのため、
ふれあい
広場は休
館します

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 9:30～15:30

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、毎週月曜日）

（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)

