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小部保育園子育て支援センター
『こべっこ子育てワーク』

(朝日町) ☎29･9595 ℻25･0766
■開所 平日9時〜16時(サロンは10時〜)
■申込方法 電話(前週の金曜まで)

日 程 内 容

2日㈬ こべっこ子育てワーク｢バスでお出かけレッツゴー‼｣
9日㈬ 園長講演「親の関わりによる子どもの育ち」③
16日㈬ 園長講演「親の関わりによる子どもの育ち」④
23日㈬ 園長講演「親の関わりによる子どもの育ち」⑤
30日㈬ こべっこ子育てワーク「親子でサーキット遊び」

■育児相談 随時

佐賀市社会福祉協議会子育て支援センター

■時間 10時30分〜(諸富の12日㈯、三瀬の8日㈫は10時〜) ■子育てに関する相談 随時

諸富ふれあい広場
火〜土 10時〜16時

☎34･8211

1日㈫ わらべうた
(対象：1歳未満)

9日㈬ 布おもちゃ遊び
12日㈯ 出会いの広場
16日㈬ お外におでかけ

要申込

18日㈮ 絵本を楽しむ
22日㈫ 折り紙
25日㈮
風船アート

むつごうろう広場
第1･3月曜
赤ちゃん広場
第2･4･5月曜
10時〜15時30分

(ほほえみ館 ☎32･6670)

14日㈪ 育児相談

東与賀よかっこ広場
第4水曜 10時30分〜12時

☎45･8022

23日㈬ つくってワクワク♪
〜かわいいガラガ
ラ作り〜

23日㈬ タッチケア 要申込

(1歳半まで)
オイル代 300円
※先着20組

久保田なかよし広場
第3月曜 10時30分〜12時

☎68･4512

21日㈪ 新聞紙遊び

みつせスマイルキッズ広場
月2回 10時〜16時

☎51･6001

8日㈫ 芋苗植えをしよう

(諸富町為重) ☎34・8211 ℻34・8222

大和まほろば広場
月･水･金 10時〜16時

☎62･0461

2日㈬ 音遊び
9日㈬ アートバルーン

要申込

23日㈬ タッチケア 要申込

(1歳半まで)
参加料 200円

※先着20組
30日㈬ 育児相談

(1歳半まで)

富士ふれあいるーむ
月〜金 10時〜16時

☎58･2311

2日㈬ タッチケア＆
カレンダー作り

8日㈫ おゆずり会
11日㈮ 外遊び(散歩)
18日㈮ 昔おもちゃ遊び
22日㈫ クッキング 要申込

(参加料 300円)

25日㈮ バス遠足 要申込

(参加料 200円)

29日㈫ Book Café

佐賀市子育て支援センター『ゆめ・ぽけっと』 川原保育所子育て支援センター

(白山エスプラッツ2階) ☎40･7287 ℻28･2911
■開館 10時〜18時(火･祝休館、日は17時まで)
■対象 未就学児とその保護者 ■育児相談 随時
☆ママの手は魔法の手

■対象 開催時に3〜10カ月未満の乳児と母親
(未受講の先着30組）

■日時 18日㈮ 10時30分〜12時
■講師 助産師 石橋

いしばし

美
み

幸
ゆき

さん
■参加料 200円（オイル代）
■申込方法 電話または来館時(2日㈬10時以降)
※バスタオル2枚をお持ちください。
皮膚アレルギー等心配な場合は、申込時に要相談。

子育てサークル支援 ☎40・7389 ℻28・2911

日 程 場 所 サークル名

2日㈬ 神野公民館 神野ほっとサロン
9日㈬ 赤松公民館 赤松子育てサロン
10日㈭ 高木瀬公民館 高木瀬あいあいサークル
11日㈮ 日新公民館 きしゃぽっぽ
15日㈫ 鍋島公民館 お･ほ･ほ

16日㈬ 高木瀬公民館 高木瀬赤ちゃんサロン※若葉保育所が支援します。

17日㈭ 勧興公民館 かんこうドーナツ
※成章保育所が支援します。

23日㈬ 神野公民館 神野カンガルー
24日㈭ 新栄公民館 新栄るんるん子育てサークル

(川原) ☎41･8320 ℻41･8326
■開所・園庭開放 月〜金 9時〜16時(12時〜13時を除く)
■対象 未就園児とその保護者 ■育児相談 随時
☆川原子育てサロン ■時間 10時〜12時

日 程 場 所 内 容

7日㈪ 巨勢ふれあい館 「イースターを楽しもう♪」
・寝相アート
・季節の野菜紹介
・親子で運動遊び！
・わらべうた
・大型絵本
※16日㈬は育児講演会
(要申込)｢おしゃべり広
場（育児相談）｣も実施

8日㈫ 川原保育所
10時30分〜12時

9日㈬ 兵庫児童クラブ館
11日㈮ 高木瀬児童クラブ館
15日㈫ 開成児童クラブ館
16日㈬ 中央児童センター
17日㈭ 鍋島児童クラブ館

城東保育所子育て支援センター

(東佐賀) ☎40･0415 ℻23･3483
■時間 10時〜12時 ■申込方法 電話

■育児相談 随時 ■園庭開放 平日10時〜15時

日 程 内 容 対象

2日㈬ いっしょに遊ぼう 全年齢
9日㈬ しゃぼん玉とばそう 全年齢
15日㈫ 手形･足形ペッタンコ 1歳3カ月未満
17日㈭ 手形･足形ペッタンコ 1歳3カ月以上

22日㈫ 管理栄養士の講話「食育について」
未就園児と保護者･
出産予定の人

30日㈬ ふれあい遊びを楽しもう 1歳3カ月未満

開成保育園子育て支援センター『えだまめ』 城西保育園子育て支援センター
Kosodate Room『ももたろう』(鍋島町八戸溝) ☎36･6114 ℻36･6116

■開所 平日8時30分〜17時30分
■時間 10時〜11時30分
■申込方法 電話(開催3日前まで)
日 程 内 容 日 程 内 容

8日㈫ 赤ちゃんサロン 22日㈫ 時計を作ってみよう

15日㈫【お散歩】お馬さんに会いに 29日㈫
栄養士さんのお話
【離乳食や食事】

（西与賀町厘外) ☎24･2881 ℻26･3953
■開所 平日9時30分〜16時(13時〜14時を除く)

日 時 内 容 受付 場所・申込開始

9日㈬
10時30分〜

｢ももたろうキッズ｣
青空いっぱい♪ 当日 中央児童センター

10日㈭
15時〜 おはなしポケット 当日 市立図書館

11日㈮
10時〜

｢きびだんご｣
〜ころろス〜イスイ〜
（1歳3カ月未満）

電話
城西保育園
7日㈪14時〜

24日㈭
10時〜

西与賀子育て
サロン支援 当日 西与賀公民館

25日㈮
10時〜

｢おにがしま｣
ふわふわ〜お空♪ 電話

城西保育園
21日㈪14時〜

■育児相談 ☎32･5343

■salon de おにがしま･育児相談 随時

あおぞら保育園子育て支援センター『あおぞら』

(兵庫町藤木) ☎30･7372 ℻30･6033
■開所 平日9時〜16時(サロンは10時〜)
■申込方法 電話(1日㈫以降、9時30分〜16時)

日 程 内 容

2日㈬ 保育園園庭デビュー〜春風と｢あ･そ･ぼ｣〜
9日㈬ あなたの知らない｢はらぺこあおむしの世界｣
16日㈬ あおぞらランチタイム〜給食試食の巻〜
23日㈬ 公園バスツアー〜とんぼの池公園行き〜
30日㈬ 親子でシャカシャカ歯みがき教室
■育児相談･保育園見学 随時
■食育相談 要申込

永原学園子育て支援センター
『さんこう･ぽぽら』

(若宮) ☎31･6877 ℻31･6879
■開所･園庭解放 平日9時〜16時（12時30分〜
13時30分を除く）※サロンは10時〜。
■申込方法 電話(1日㈫以降、平日9時30分〜17時)

日 程 内 容

15日㈫･22日㈫ フリーday(申込不要)
16日㈬ 東与賀よかよかサークル支援(※)
18日㈮ シニアサロン 要申込

23日㈬ 育児講座｢トイレトレーニング｣ 要申込

29日㈫･30日㈬ なかよしミックス｢じゃがいもの収穫｣
要申込

31日㈭ 若楠にこにこサークル支援(※)
■育児相談 随時 ■食育相談 第3火曜(14時〜16時)
※サークル支援の場合は、支援センターは職員不在です。

巨勢保育園子育て支援センター『たんぽぽ』

(巨勢町牛島) ☎26･4247 ℻26･4216
■開所 平日9時〜16時
■サロン 10時〜12時
■申込方法 電話(前日まで)

日 程 内 容

9日㈬ ｢お母さんにプレゼント｣
16日㈬ 裸足で外遊び
23日㈬【赤ちゃんの部屋】※1歳3カ月未満
30日㈬ 作って遊ぼう(手作りおもちゃ)
■育児相談 随時

春日保育園子育て支援センター『ふたば』

(大和町尼寺) ☎62･0062 ℻62･6992
■開所･園庭開放 平日9時〜16時
■サロン 10時〜
■申込方法 電話(前日まで)

日 程 内 容

10日㈭ 誕生会（園行事に参加）
16日㈬ パタパタことりを作ろう
30日㈬ 牛乳パックで玉落とし(アンパンマン)作り

■育児相談 随時

鍋島保育園子育て支援センター『どんぐり』

(開成) ☎34･5577 ℻33･2622
■開所 平日9時〜16時（12時〜13時を除く)
■サロン 10時〜11時30分 ■申込方法 電話(前日まで)

日 程 内 容 場 所

10日㈭ おかあさんありがとう
開成3丁目4丁目
ふれあい公民館11日㈮【赤ちゃんサロン】おかあさんありがとう

18日㈮ 親子でHot Time

25日㈮ 砂遊び※雨天時｢親子でHot Time｣ 鍋島保育園園庭

■育児相談 随時


