《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
1

2

土
3

富士：ぐんぐんキッズ/ひなまつり会
4

5

☆要申込☆
☎45-8022

6

7

8

9

10

諸富 ： 赤ちゃん広場/ わらべうたと絵

諸富：手作り布おもちゃで遊ぼう

富士：ぐんぐんキッズ/入園・入学の

本で親子のふれあいタイム(対象：1 歳未

富士：わらべうたサロン/タッチケア＆デ

バッグつくり/参加費 200 円

満児

コカレンダー作り・乳幼児相談

東与賀：親子でリズムダンス(対象

大和：音と遊ぼう♪

2 歳位まで)

11

12

13

14

15

16

ほほえみ館 ：

富士 ：ぐんぐんキッズ/親子でリズムダ

諸富：にこにこ広場/さようなら・ありがとう

三瀬：おや

諸富：絵本を楽しみましょう

赤ちゃん広

ンス

会

つを作ろう

富士：ぐんぐんキッズ/クッキング /

大和：赤ちゃん広場/わらべうた

10：00～

みそ料理(参加費 300 円)

場/保健師さ
☆要申込☆

んとともに育
児相談

18

19

大和：おはなしの部屋

(終日・対象 1 歳まで)

☎45-8022
先着 20 組

東与賀：わらべうたタッチケア

オイル代 300 円

(対象 1 歳 6 ケ月まで)

20

21

22

久保田：あ

23

24

諸富：かすたねっとサロン/味噌

り が と う ≡な

☆要申込☆

かよし広場

☎34-8211

富士：かふぇタイム/ Book Café ～

限定３０組

326 の世界～

☆要申込☆
☎62-0461

25

17

26

27

28

諸富：親子で折紙を折って遊びまし

大和：キーホルダー作り

29

ょう

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

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

30

31

諸富ふれあい広場

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!!
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：親子でリズム遊び

31 日（土）は次年度準備の為、お休みします

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

子育てに疲れぎみで

一家族 300 円

つくり

★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～

ゆ

い

な

岩元 結衣凪さん（４歳）
じゅん や

惇 弥さん（１歳９ヶ月）
４月から幼稚園に行く結衣凪。５月からお兄ちゃんになる惇弥。２人ともあと少しで、大きな環境
の変化があるけれど、今まで通り笑顔と元気いっぱいの２人でいてほしいです。怒ったり泣いたり笑
ったり、毎日色々なことが目まぐるしく過ぎていく中、成長を感じて微笑ましく、嬉しく思います。
たくさんのお友達に囲まれて、もっともっと笑顔の素敵な子になりますように。

先日、大好きないちごを食べに『プーさんのい

私が家事をしたり、主人の支度をした

ちご園』へいちご狩りに行ってきました。佐賀か

りしている時に、弟のお世話や遊び相手

ら車で１時間弱、ドライブの後、いざ！いちご狩

をしてくれるお姉ちゃん。
“私が頑張らな

り！いろんな種類のいちごが食べ放題（６０分）

きゃ”と、小さなお母さんになって奮闘

で、モリモリ食べていると・・・ベビーカーに乗

しています。そして、怒りんぼうのお母さ

っていた娘はいちごを手掴みして食べていまし

んとお姉ちゃんが喧嘩をしていたら、お

た。そのうち、いちごを握る手に力が入り、その

姉ちゃんをギューッと抱きしめたりヨシ

ままぐちゃ～とつぶして食べだしたので、体中ベ

ヨシしたりする弟。お互い喧嘩しながら

タベタ！夢中で食べきって、家族で大満足のいち

も想い合う姿にキュンとしながら、感謝

ご狩りとなりました。

の気持ちでいっぱいです。

（１０カ月、女の子のママ）

（４歳・１歳９ヶ月、姉弟のママ）

４月から幼稚園や保育園に入園するお友達、また引っ越してゆくお友達、
広場を巣立つママたちから、メッセージをいただきました。
はじめて広場に遊びにきた時のこと、広場で過ごした日々を胸に
新しいステップへと進みゆくみんな、
たくさんの思い出をありがとう。そして、大きく羽ばたけ！
佐賀に来て二年、初めての育児で身近に
友人も居らず“ひとりぼっちの育児”と
感じていましたが、ふれあい広場を
知って通うようになり、ママ友が
できたり、娘の更なる成長が
見れたりなど、毎日がとても
楽しくなりました。みなさん、

佐賀への転勤が決まったのは３年前。広場の
近所を希望して、諸富町に住むことにしました。
誰も知り合いはいませんでしたが、子どもたちの

ありがとうございました❤❤❤

おかげで、何でも話せる友達や、いつも笑顔で

（９ヶ月、女の子のママ）

迎えてくれるサポーターの方々に出会うことが
できました。皆さんとの思い出は、
これからも私の支えになると
思います。ありがとうございました。
（３歳８ヶ月、１歳１ヶ月、兄弟のママ）

初めての子育てで不安もありましたが、
たくさんのお母さんたちと仲良くなり、
私も息子も毎回ほんとうに楽しく過ごす
ことができました♪これからも、
まだまだ大変だとは思いますが、

みなさん、体に気をつけて

我が子が元気に笑顔いっぱいの毎日を

笑顔いっぱいの毎日を

過ごしてくれることを願っています。

過ごしてください❤

（１１ヶ月、男の子のママ）

広場に遊びにいくと、家では
できないような遊びができて
３月は、広場に遊びに来ている子どもたち・パパや
子どもたちだけでなく、

ママ、おじいちゃんやおばあちゃん、そしてボラン

私もとても楽しく、リラッ

ティアさんなど、みんなに感謝の気持ちをこめて
『ありがとう会』を行います。入園にむけたサロン

クスすることができました。
また、同じくらいの年のお友達と
一緒に過ごすことができて、子ども

も予定しているので、ぜひ遊びにきてくださいね❤

富士ふれあいるーむ

ぐんぐんキッズ

たちも、とてもうれしそうでした。
また遊びに行きます❤
（３歳、１歳、兄妹のママ）

針や糸を使わずに作る、簡単バッグを
みんなで作ります。手ぶらで来てＯＫ！
好きな布があれば、持参しても❤
※参加費２００円
諸富ふれあい広場

にこにこ広場

大和まほろば広場

佐賀アルス吹奏楽団をお招きして、みんな
で踊って歌う音楽祭を開催します♪
『さんぽ』や『恋ダンス』に乗せて、
みんなで盛りあがりましょう！

うたのおねえさん＆生演奏にのせて、
手作りマラカスをフリフリ♪
みんなで一緒に歌いましょう！

久保田なかよし広場

ぬり絵コーナーや工作コーナーを楽しむも
よし、走り回るものよし♪
広場でおもいっきり遊びましょう！

