《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

土

金
1

2

富士 ：ぐんぐんキッズ/お外で遊ぼう(しゃぼん
玉で遊ぼう)

大和：おはなしの部屋
3

10

4

5

6

7

8

諸富：赤ちゃん広場/保健師さ

富士：わらべうたサロン/タッチケア

富士ふれあい

富士：ぐんぐんキッズ/亀屋さんと和菓子

んとともに身体測定・育児相談

＆デコカレンダー作り

るーむ休館

教室～(参加費 500 円)

(対象：1 歳未満児)

大和：音と遊ぼう♪

11

12

13

ほほえみ館：赤ち

三瀬：絵本の読み聞かせ

諸富：手作り布おもちゃで遊ぼう

ゃん広場/ 親 子

10：00～

大和：赤ちゃん広場/わらべうた

ふれあい遊び(対

14

15

9

６月９日（土）のふれあい広
場は、こどもフェスタ（諸富
町公民館）へ出張します！
〈13：00～16：00〉

16

諸富：絵本を楽しみましょう

(対象：1 歳まで)

富士：スキンケア教室

象１歳未満児)

久保田 ： 風船で
遊ぼう
17

18

19

20

富士 ： のびのびタイム/親子で

諸富：にこにこ広場/親子でリズムダ

諸富：かすたねっとサロン/たなばた飾りつくり

リズムダンス

ンス

富士： かふぇタイム/ Book Café～くれよんく

21

22

23

んの世界～

24

25

26

27

諸富：親子で折紙を折って遊

東与賀： (対象：1 歳 6 ケ月まで)

〇わらべうたタッチケア

びましょう

〇つくってワクワク♪

富士： ぐんぐんキッズ/～クッ
☆要申込☆
☎58-2311

富士ふれあいルームは

キング～じゃがいも・玉ねぎ料理

１２時までです

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

30

大和：親子ふれあい遊び
☆要申込☆
☎45-8022

先着 20 組

オイル代：300 円程度

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

子育てに疲れぎみで
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!!

いなくて心細い

29

(参加費 300 円)

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

相談できる人が

28

★無料
★週に１回

２時間程度

お問合せ：ホームスタート・さが
【☎ 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～

娘が生まれたと同時に雨間に光りがさして、パアッと明るくなったので“ひかり”と名付けました。
まだ娘がお腹の中にいるときから「ひかり」と呼びかけていたので、愛着もありました。おひさまのようにあ
たたかく、辺りを明るく照らすような人になってほしいと願っています。
離乳食は３回食になり、手づかみで食べてべちゃべちゃになったり、こぼしたり。でも、わざとじゃなかっ
たら、おこらないでおこうと主人と話して決めています。失敗を責めずに、人をゆるせる人間になってほしい
と思っています。
お風呂が大好きで、顔に水がかかってもへっちゃら！これからベビースイミングに挑戦します♪

『こどもフェスタ』
今年で 14 年目を迎えるこどもフェスタ。
昔遊びやお化け屋敷、工作や手芸など、楽
しい遊びがたくさん！諸富ふれあい広場は
こどもフェスタに出張広場を開きます。
ぜひご家族で遊びに来てください♪

い

つ：6 月 9 日（土）
13：00～16：00

どこで：諸富町公民館
※諸富ふれあい広場は、こどもフェ
スタへ出張するので、通常広場は
お休みです。

娘はとても早起き。いつも一緒に寝
ているので、私が布団から起き上がる
と同時に目が覚めるようです。朝食の
準備や洗濯物など、忙しい朝は、もう
少し寝ていてほしいなーと思う時もあ
ります。
パパが出勤するときは、バイバイや
ハイタッチをするのが娘の日課です。
パパは名残惜しそうにギューッと抱き
しめてから手を振ります。やっとでき
るようになった手を振る娘の仕草は、
とてもかわいらしく、パパもママも、
キュンとしています。
（9 ヶ月、女の子のママ）

絵本の時間は、親子でやさ
しい心にふれて、安心する
至福の時間・・・
朝起きて、絵本を読み聞か
せる家庭、寝る前にお布団
で読み聞かせる家庭など、
さまざまです。
広場のママたちの
絵本と子どもとの関わりに
ついて、話をききました。

・

・

「純粋に絵本の絵だけを楽しむことがで
きるのは赤ちゃんの時だけで、聴覚が発達
すると、
“音”という情報も入ってくる」と
聞いたことがあったので、子どもが生まれ
たころからよく絵本を開いていました。祖
父母が毎月、2～3 冊の絵本をプレゼントし
てくれるので、毎日その中から数冊選んで
読み聞かせています。

絵本は値段が高いので、子どもが気に入った本
を厳選して購入するようにしています。今のブ
ームは『いないいないばあ』の遊び絵本。男の
子が帽子をかぶり、いないいないばあ！で顔が
でてくると、手を叩いて喜んでいます。これか
ら図書館デビューをして、親子でたくさん絵本
に出会いたいです。
（1 歳 5 ヶ月、女の子のママ）

ついこの間は、娘が自分で絵本をめくっ
ていたので、びっくり！パパもママも読書
が大好きなので、大きくなったら一緒に親
子読書したいな ❤ とワクワクしています。
（9 ヶ月、女の子のママ）

食べることが大好き！な息子は、食べ物の絵
本が好きで、よく読んであげます。特にお気に
入りなのは、調理パンやパンケーキなどの絵
本。読みながら「パクッ♪」とおいしそうに食

我が家の兄妹弟は、動きがある絵本に夢中

べるしぐさがとてもかわいく、私も一緒にパ

になっています。『三びきのやぎのがらが

クパク食べ合いっこしています。もう少し大

らどん』
（絵：マーシャ・ブラウン、訳：

きくなったら、一緒にパンケーキを作って食

瀬田 貞二）は、中でも迫力があり、だん

べたいな❤

（２歳２ヶ月、男の子のママ）

だんと大きくて強いやぎが出てくるにつれ
て子どもたちは大興奮！読み手の私もつい
つい熱が入り、全力で読み切るので、へと
へとになります。でも、絵本を通して子ど
もと共有する空間は、何とも言えない充実
感を味わうことができ、私達にとって大事
な時間です。

（９歳・７歳・４歳、

兄妹弟のママ、広場サポーター）

絵本は、諸富ふれあい広場でよく借りています。
最近のお気に入りは tupera tupera さんの『し
ろくまのパンツ』。カラフルなパンツや、大小さ
まざまなパンツに、長男はくびったけ❤ 最後のあ
っと驚くオチも楽しく、毎日のように読んでい
ます。

（２歳８ヶ月・６ヶ月、兄弟のママ）

各広場では、絵本の
読み聞かせサロンを行っています。
お近くの広場へ、ぜひお出かけください。
赤ちゃんから小学生未満の子どもまで
輪になり、ゆったりと絵本の時間を
楽しみましょう❤

6/1（金）
10：30～ 大和まほろば広場

6/15（金）
10：30～ 諸富ふれあい広場
『絵本の広場』

『おはなしの部屋』
お母さん目線のアットホームな雰囲気の
中で、読み聞かせをしています。のんびり
と絵本にふれあいませんか。お待ちしてい
ます ❤

“おはなし連絡会Ｍｏｒｏｄｏｍｉ”の
みなさんとともに、毎月第３金曜日に
絵本の読み聞かせを行っています。
佐賀市立図書館諸富館の司書さんによる
おでかけおはなし会も予定しているので
ぜひ遊びにきてくださいね❤

7/3（火）
10：30～ 諸富ふれあい広場
『赤ちゃん広場』
１歳未満児の親子が集まる赤ちゃん広
場では、わらべうたや絵本を楽しんで
います。0・1・2 こどものとも（福音
館書店）シリーズや松谷みよ子あかち
ゃんの本シリーズ（童心社）など、ワ
クワクする絵本が大集合♪自由に手に
取り、赤ちゃんとゆっくり絵本を楽し
んでくださいね♡

6/22（金）
10：30～

富士ふれあいるーむ
『Book Café～くれよんくんの世界』
『くれよんのくろくんシリーズ』（作:なかや
みわ）を囲んで、コーヒーを飲みながら、絵
本の世界にひたります。この日は１日Ｃａｆ
é タイムです。ゆっくりお過ごしください♡

下の子に絵本を読もうとすると、お姉ちゃんがやきもちを焼くので、家ではもっぱら上の子への読み
聞かせになります。長女を膝に乗せて読んでいると、やっぱり次女もひざに乗りたくて、絵本をひっぱ
ったりよじ登ったり。しばらくすると喧嘩が始まるので、そのたびに私がイライラしてしまいます。
次女と絵本を読むのは、広場でと決めています。長女を保育園に送り、次女を連れて広場に遊びにき
たときは、真っ先に絵本コーナーへＧｏ！次女と絵本の時間をゆっくり楽しむ、至福の時間です。
（４歳８ヶ月、９ヶ月、姉妹のママ）

