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1月 

乳幼児の健診や教室等 
日 曜日 行　　　　　事 問合せ 

木 7 母子 

金 8 母子 

火 12 母子 

水 13 大和 

木 14 大和 

木 
・ 
金 

14 
・ 
15

母子 

妊婦歯科健診　予約制 
受付時間：13：15～13：30 
場所：ほほえみ館 
必要物品：母子手帳、筆記用具 
12：30以降の飲食、歯みがき等は 
控えてください。　 
 
歯ゃか歯ゃか教室（旧佐賀市対象） 
受付時間：13：15～13：30 
対象児：平成21年2月1日～ 
　　　　　　　　　 15日生まれ 
受付時間：13：45～14：00 
対象児：平成21年2月16日～ 
　　　　　　　　　　28日生まれ 
場所：ほほえみ館 
母子手帳と飲み物をお持ちください。 
 
赤ちゃん広場 
時間：9：30～15：30 
場所：ほほえみ館 
 
ブックスタート 
（大和町、富士町、三瀬村対象） 
受付時間：13：15～13：30 
場所： 大和健康管理センター 
対象児：平成21年8月～9月生まれ 
 
1歳6カ月児健診（大和町対象） 
受付時間：13：00～13：30 
場所：大和健康管理センター 
対象児：平成20年5月～6月生まれ 
 
ブックスタート（旧佐賀市対象） 
場所：ほほえみ館 
午前の部　 
受付時間：9：45～10：00 
午後の部　 
受付時間：13：15～13：30 
対象児 
14日　午前の部：平成21年 
　　　 8月1日～8月20日生まれ 
14日　午後の部：平成21年 
　　　 8月21日～9月10日生まれ 
15日　午前の部：平成21年 
　　　 9月11日～9月30日生まれ 

日 曜日 行　　　　　事 問合せ 

3歳6カ月児健診（旧佐賀市対象） 
受付時間：12：45～14：00 
場所：ほほえみ館 
対象児：平成18年6月生まれ 
 
グリンピース（多胎児サークル） 
時間：10：15～11：30 
場所：ほほえみ館 
 
1歳6カ月児健診（久保田町対象） 
受付時間：13：30～14：20　 
場所：久保田保健センター 
対象児：平成20年4～6月生まれ 
 
1歳6カ月児健診（川副町対象） 
受付時間：13：00～14：00 
場所：川副保健センター 
対象児：平成20年4月～6月生まれ 
 
1歳6カ月児健診（旧佐賀市対象） 
受付時間：12：45～14：00 
場所：ほほえみ館 
対象児：平成20年5月生まれ 
 
乳幼児健康相談 
受付時間：13：30～15：30 
場所：ほほえみ館 
 
1歳6カ月児健診（東与賀町対象） 
受付時間：13：30～14：00 
場所：東与賀保健センター 
対象児：平成20年4月～7月生まれ 
 
赤ちゃん広場 
時間：9：30～15：30 
場所：ほほえみ館 
 
3歳6カ月児健診（諸富町対象） 
受付時間：13：00～13：30 
場所：諸富保健センター 
対象児：平成18年5月～8月生まれ 

※歯ゃか歯ゃか教室の対象児は、月齢が多少前後しても 
　かまいません。 

予約制
火 
・ 
水 

19 
・ 
20

母子 

水 20

母子 

久保田 

木 21 川副 

木 
・ 
金 

21 
・ 
22

母子 

月 25 母子 

火 26 東与賀 

水 27 母子 

木 28 諸富 

◎「ほけんのページ」の申し込み・問い合わせ　健康づくり課（ほほえみ館）
●健康について　　　　　　　　　保健予防係（保健）140・7281　FAX30・0115
●ほほえみ健診専用予約電話　　　　　　（予約専用）132・1160
●乳幼児・妊婦・予防接種について　母子保健係（母子）140・7282

●諸 富 支 所　保健福祉課　長寿健康係　　147・4891
●大 和 支 所　保健福祉課　長寿健康係　　151・2420
●富 士 支 所　保健福祉課　長寿健康係　　158・2114
●三 瀬 支 所　保健福祉課　保健センター　156・2200

●川 副 支 所　保健福祉課　長寿健康係　　145・8924
●東与賀支所　保健福祉課　長寿健康係　　145・1603
●久保田支所　保健福祉課　保健センター　168・3144
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成人健診等 

＊健診の予約は健診月の2カ月前の1日から受け付けしていま
す。くわしくは健康カレンダーをご覧ください。 
＊健診の予約受付は、定員になりしだい終了させていただき
ます。 
＊大和・富士・三瀬支所では、市民健康相談を随時行ってお
ります。 

＊家族介護教室を受講している間、高齢者をひとりにするの
が不安という人には“見守り留守番をする人”を自宅に派
遣します。希望される人は利用日の１週間前までに申し込
みください。 

日 曜日 行　　　　事 問合せ 

4 月 

保健 

諸富 

6 水 川副 

18 月 川副 

25

27

月 東与賀 

水 予約 
専用 

予約 
専用 

成人病 
予防 
センター 

市民健康相談 
受付時間：9：00～11：00 
場所：ほほえみ館 
 
市民健康相談 
受付時間：9：30～11：00 
場所：諸富保健センター 
 
こころの相談 
時間：13：30～15：00 
場所：川副保健センター 
 
市民健康相談 
受付時間：13：30～15：00 
場所：川副保健センター 
 
市民健康相談 
受付時間：9：30～11：00 
場所：東与賀保健センター 
 
成人健診 
受付時間：14：00～16：00 
会場：佐賀県医師会メディカルセンター 
　　　（成人病予防センター） 
予約電話はほほえみ館 
 
成人健診 
会場：ほほえみ館 
予約電話はほほえみ館 
 
成人健診 
受付時間：8：30～11：00 
会場：佐賀県医師会メディカルセンター 
　　　（成人病予防センター） 
予約電話は成人病予防センター 
131・8835

予約制

予約制

予約制

予約制

高齢者の相談・教室等 

ものわすれ相談室 
受付時間：13：30～16：00 
場所：ほほえみ館 
 
ものわすれ相談室 
受付時間：13：30～16：00 
場所：東与賀支所 
 
家族介護教室 
時間：10：30～12：00 
場所：シオンの園デイサービス大和ホール 
テーマ：介護予防について（予防体操、講義） 
問合せ：162・6080 
 
高齢者健康相談 
受付時間：13：30～15：00 
場所：平松老人福祉センター 
 
ものわすれ相談室 
受付時間：13：30～16：00 
場所：ほほえみ館 
 
ものわすれ相談室 
受付時間：13：30～16：00 
場所：大和健康管理センター 

日 曜日 行　　　　事 問合せ 

7 木 

14 木 

17 日 

18 月 

21 木 

28 木 

予約制

予約制

予約制

予約制

予約制

本
庁
　
高
齢
福
祉
課
　
長
寿
推
進
係
　
1

40
・
7
2
5
3

30
・
31
 

28
・
29
 

木
・
金
 

土
・
日
 

佐賀市子育て
サポートセンター
『ふるはぁと』の
サポート会員募集

○サポート内容 
 サポートママ 
＊産後8週間までの家事支援（食事の支度や住居の掃除など）
や上の子どもの遊び相手、保育園の送迎など 

＊報酬基準／1時間700円 
ファミリーサポート 
＊0歳から小学校6年生までの子どものお世話（保育園など
の送迎や預かりなど） 
＊報酬基準／1時間600円 

◎申し込み・問い合わせ 
佐賀市子育てサポートセンター　ふるはぁと　 
エスプラッツ子育て支援センター『ゆめ・ぽけっと』内 
140・7288　Fax28・2911  
開設時間：月・水・木・金　10時～18時　　　 
　　　　　土・日・祝　 10時～16時 
休館日：毎週火曜・第3木曜・年末年始 

○登録講習会（申し込み必要） 
■会　　場　ゆめ・ぽけっと多目的室（駐車場無料） 
　　サポート活動前に必ず講習を受講していただきます。 
　講習会終了後に、サポートできる内容（サポートママまたは
ファミリーサポート）やサポート可能な曜日や時間帯を伺い
ます。 
■申込期限　1月22日（金） 

○登録説明会（申し込み不要） 
　子育てサポートセンターの事業について、また、サポート会
員が実際行う活動などを説明します。 

10時～12時 

13時～16時 

10時～12時 

13時～15時 

10時～12時 

13時～15時 

2月2日（火） 

 

2月3日（水） 

 

2月4日（木） 

 

産後の健康 

事業説明・遊び 

ボランティア 

産後の栄養・食育 

心　　理 

危険防止と小児救急救命 

開 催 日 時　間 講 義 内 容 

10時～11時 

10時～11時 

1月12日（火） 

1月18日（月） 

大和支所（第1会議室） 

ゆめ・ぽけっと（多目的室） 

日　程 時　間 
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2月の城東保育所子育てサロン 
■開催時間　10時～12時 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■申込方法　＊往復はがきで申し込みください。 
【記入事項】 
　①郵便番号②住所③幼児名と保護者（引率者）名（ふ
りがな付）④何歳・何カ月（幼児のみ）⑤性別⑥電話
番号⑦参加希望日（複数日参加可、託児あり）⑧初参
加者は初参加と記入⑨返信に宛名を記入。 
■申込期限　1月20日d必着 
＊開催日前日までに返信がない場合は、必ず、連絡くだ
さい。 
◎申し込み・問い合わせ 
　〒840－0821　佐賀市東佐賀町4番20号 
　市立城東保育所　子育てサロン係　140・0415

1月の川原保育所子育てサロン 

1月のゆめ・ぽけっと子育てサークル支援 
＊今月は、下記の子育てサークルに出向きます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎問い合わせ 
　佐賀市子育て支援センター「ゆめ・ぽけっと」　140・7287 
　サークル問い合わせ　140・7389

1月の佐賀市社会福祉協議会のサロン 
■場所　佐賀市社会福祉協議会「ふれあい広場」（諸富町） 
■日時　火曜～土曜　10時～16時（日・月・祝日は休み） 
■内容　親子で集う広場（フリースペース、昼食も可） 
　　　　（乳幼児向け手作りおもちゃや絵本を設置、スタッフが常駐） 
☆「ふれあい広場でのサロン」日程 
（予約不要。自由参加。時間：10時30分から40分程度） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊1月4日bまで休館です。 
＊子育てに関する悩み相談は電話にて随時受付中 
＊発育健康相談も、専門の保健師が相談に応じます。 
　（奇数月第2火曜日10時30分～11時30分） 
◎問い合わせ 
　佐賀市社会福祉協議会   “ふれあい広場”   134・8211

サ　ー　ク　ル　名 期　日 場　　所 

8 日F 

12日C 

14日E 

15日F 

18日B 

20日D 

27日D 

28日E

日新公民館  

大和管理センター 

若楠公民館  

兵庫公民館  

若楠公民館  

ほほえみ館  

神野公民館  

嘉瀬公民館  

中央児童センター 北部児童センター 中央児童センター 北部児童センター 

サ　ロ　ン　名 期　日 内　　　　　容 

6 日D 

8 日F 

12日C 

13日D 

15日F 

21日E 

22日F 

27日D

手作り布おもちゃを使って遊ぶサロン（今日はなんだろな？） 

親子でいっしょに絵本を楽しみます 

身体測定・保健師と共に子育て相談（0歳児対象） 

アンパンマン体操、コマをつくって 

つくって遊ぼう“はがして、くっつけて” 

絵本の読み聞かせ（どんな絵本がいいかな？） 

ぜんざい会　参加費：1歳児以上100円/人 

アンパンマン体操、シール遊び 

いろえんぴつ 

育児サロンやまと 

若楠にこにこ赤ちゃん 

子育てサロンひょうご 

若楠にこにこ 

グリンピース 

神野カンガルー 

かせっこマーチ 

布おもちゃで遊ぼう 

広場で絵本（オルゴール） 

赤ちゃん広場 

にこにこ広場 

さんさんひろば 

　絵本を楽しもう（あのね） 

かすたねっとサロン 

にこにこ広場 

■開催時間　10時～12時 
 
 
 
 
 
 
 
＊兵庫児童クラブ館は、場所が校舎内からプール北側へ
移動しました。 
＊くわしい場所や内容については、問い合わせください。 
◎問い合わせ 
　佐賀市中央児童センター内「川原保育所子育て支援センター」 
（兵庫町大字藤木919番地1）136・4140 
　市立川原保育所（川原町4番44号）123・3549

期　　日 場　　　　所 

1月12日C 

1月21日E 

1月22日F

1月29日F

兵庫児童クラブ館（兵庫小学校内） 

巨勢地域ふれあい館（巨勢小学校内） 

高木瀬児童クラブ館（高木瀬小学校内） 

開成児童クラブ館（開成小学校内） 

住所・保護者とお子さんのお名前（ふりがな）・お子さんの年齢・電
話番号・簡単なコメントを書いて、〒840・8501  佐賀市栄町1番1号
佐賀市役所　秘書課　広報係まで　140・7021

こどもの写真を募集中！ 

11月で1歳になりました。 
おめでとう。元気に成長してね。 

（佐賀市兵庫町） 
大久保  沙耶ちゃん（1歳） 

さ　 や 

いつも癒しと笑いをありがとう。 

（佐賀市富士町） 
田中  佑磨くん（10カ月） 

ゆう　ま 

期　日 内　　容 対　　象 場　　所 

 
 4 日E 
 
 

 5 日F
 
 

20日G

 
城東保育所 

 
 

城東保育所 
 
 
 
 
 

メートプラザ 

 
 
 
 

全年齢 
 
 
 
 
 

1歳3カ月以上 

講演①こどもの食育「おいしい食事」 
講師：佐賀市教育委員会　管理栄養士 
　　　山本美由紀さん 
講演②こどもの育ち「未来に乾杯」 
講師：佐賀市教育委員会主任指導主事 
　　　吉木知也さん 
講演③こどもと一緒に 
　　　「親子で遊ぼうわらべうた」 
講師：コダーイ芸術教育研究会 
　　　十時やよいさん 
こどもまつり｢大きくなったね｣ 

10日D 城東保育所 

亮輔お兄ちゃんと仲良く、楽しい
思い出をいーっぱい作っていって
ネ

（佐賀市兵庫南） 
舛元  悠人くん（3カ月） 

ゆう   と 
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児童センターの行事予定表（1月） 

私立保育園子育てサロンの予定（1月） 

■各行事・講座の受付　1月5日c　9：00より随時受け付け 
■開館時間　9：00～18：00 
■休  館  日　12月28日b～1月4日b・12日c・18日b・25日b

兵庫町 133・5453 FAX31・9552中央児童センター 北部児童センター 中央児童センター 北部児童センター 中央児童センター 
■開館時間　9：00～17：00 
■休  館  日　10日a・17日a・24日a・31日a
　　　　　　12月29日c～1月3日aは、年末年始のため休館です。 

大和町 162・7900 FAX62・7911北部児童センター 

育児相談（申込不要）子育てのこと、一人で悩んでいませんか？相談ください。 

日　時：6日D　10：00～12：00　場　所：多目的室 

びーとるキッズ（自由参加）「アンパンマン体操、工作など、楽しいことがいっぱい♪」 

日　時：毎週火・木曜日 11：00～11：30　※1月は14日Eから始まります。 

対　象：幼児（保護者と参加） 

おはなし会（自由参加） 

日　時：9日G・16日G・23日G　11：00～11：30 

女の子限定！サッカー体験教室（自由参加） 

日　時：9日G・23日G　10：00～11：30　対　象：幼児～中学生の女子 

持ってくるもの：運動靴、タオル、水筒　※受付は児童センターです。 

折り紙ひろば（自由参加） 

日　時：14日E　13：00～14：00　対　象：幼児（保護者と参加） 

親子リズム体操（申込制） 

日　時：15日F・29日F　11：00～11：30　※いずれか1回 

対　象：2歳以上の幼児とその保護者　17組 

第13回オセロ大会（申込制）「めざせチャンピオン！挑戦者まってます！！」 

日　時：17日A　13：30～ 16：00（予定）　受付時間：12：30～13：00 

対　象：小・中・高校生、（幼児も可）　30人 

冒険あそび場（自由参加）～ケガと弁当は自分持ち！～ 

日　時：23日G　10：00～17：00 

チャレンジ倶楽部（申込制） 

『オリエンテーリング　～ポイントを探せ！児童センターとその仲間たち～』 

児童センターのまわりにはどんなものがあるんだろう？ 

地図を頼りにみんなで力を合わせて、決められた場所をすべて探して 

ポイントをゲット！参加賞もあります。 

日　時：24日A　10：00～12：00　対　象：小学生以上35人 

場　所：中央児童センターとその周辺 

　一輪車教室（申込制） 
　日　時：9日G　14：00～16：00　対　象：小・中学生 
　場　所：春日小グラウンド 
　※雨天時は、センター内です。上靴をお持ちください。 
　運動場で遊ぼう「凧あげをしよう！」（春日小グラウンド　自由参加） 
　日　時：13日D　15：00～16：00　対　象：小・中学生 
　ちょボラ隊（みんなでちょっとだけボランティアしよう）（自由参加） 
　日　時：14日E　15：30～　対　象：小・中学生 
　子どもクッキング「もちピザを作ろう！」（申込制・先着20人） 
　日　時：16日G　10：00～12：00　対　象：小・中学生 
　参加費：100円　持ってくるもの：エプロン、三角巾、水筒、タオル 
　囲碁・将棋教室（図書室　自由参加） 
　日　時：20日D　15：30～16：30　対　象：小・中学生 
　お茶教室（申込制） 
　日　時：23日G　10：00～12：00　対　象：小・中学生 
　参加費：200円 
　科学遊び（自由参加）バター作り 
　日　時： 23日G　14：00～15：30　対　象：小・中学生 
◆『きらきらキッズ』◆ 
　日　時：毎週金曜日（一部例外）　10：30～11：30　対　象：幼児と保護者 
　内　容： 8 日F　親子リズムダンス　15日F　絵本の読み聞かせ 
　　　　　22日F　ミニクリスマス会　27日D　きらきらダンス 
　　　　　29日F　豆まき(節分)をしよう！ 
☆ボランティア募集☆ 
　　北部児童センターでは、行事のお手伝いなどのボランティアを募集して 
　います。子ども好きで、ボランティアをしてみたいと思う人は、センター 
　までご連絡ください。 
　◎申込制の行事は、必ず事前に申し込みをお願いします。 
　◎子どもまつり実行委員募集！3～6年生で元気・やる気のある子募集中です。 

日　　時 
小部保育園子育て支援『こべっこ子育てワーク』　129・9595（要事前申込） 

内　　　　　容 

日　　時 内　　　　　容 

1月 6 日D10：00～ 
1月13日D10：00～ 
1月20日D10：00～ 
2月 3 日D10：00～ 
随　時 

園長講演〈初級〉『自我の発達段階』 
こべっこ子育てワーク　園外保育 
園長講演〈中級〉『やさしい心理学』 
園長講演〈初級〉『とんちゃん流まほうの言葉かけで何を育てているのか』（パート1） 
子育てに関する悩み相談 

永原学園三光保育園子育てサロン『さんこう・ぽぽら』　131・6877（要事前申込） 

開成保育園子育てサロン『えだまめ』　136・6114（3日前までに申込） 

1月 5 日C10：00～ 
1月12日C10：00～ 
1月19日C10：00～ 
1月26日C10：00～ 
随　時 

赤ちゃんの部屋 
お正月の遊びを楽しむ 
小麦粉粘土遊び 
鬼の面作り 
育児相談（専用ダイヤル）132・5343

日　　時 
あおぞら保育園子育てサロン『あおぞら』 130・7372（要事前申込） 

鍋島保育園子育てサロン『どんぐり』　134・5577（2日前までに申込） 

内　　　　　容 

内　　　　　容 

内　　　　　容 

子育てに関する悩み相談 

巨勢保育園子育てサロン『たんぽぽ』　126・4247（要事前申込） 

1月14日E10：00～ 
1月21日E10：00～ 
 
 
随時 

◎申し込みは1月4日Bから受け付けします。 

◎申し込みは1月4日Bから電話で受け付けます。 

◎サロンへは、汚れてもいい服でおいでください。 

親子で踊って、身体を動かそう（親子ゲーム） 
どんな音？（いろいろな楽器を作ります） 
赤ちゃんの部屋（管理栄養士による 
「離乳食」についての講話とままごとあそび） 
育児相談（専用ダイヤル）126・4251

育児相談「ももたろうテレフォン」（専用ダイヤル）126・3953随　時 

城西保育園 

絵本・紙芝居・手遊びなど 

ぽっかぽかあそび 

おんなじ・おんなじ・ぴったんこ！ 

毎週水曜日16：00～ 

1月14日E15：00～ 

1月 8 日F10：00～ 

中央児童センター（当日受付） 

市立図書館・おはなしの部屋 

1月 6 日D10：30～ ぽっかぽかあそび 

まて　まて～　つかまえた！ 

北部児童センター（当日受付） 

日　　時 
城西保育園 Kosodate Room『ももたろう』　124・2881／26・3953

内　　　容 場　　　　所 

◎1月14日Eは「ままごっとんベビー」、1月28日Eは「西与賀子育てサロン」へ出向きます。 
◎名称は「ももたろう通信」をご覧ください。 
 

◎申し込みは、準備の都合上、なるべく2日前までにお願いします。 
◎毎回水筒とタオルを持参ください。 

日　　時 
春日保育園子育てサロン『ふたば』　162・0062（要事前申込） 

1月 8 日F10：00～ 
1月15日F10：00～ 
1月22日F10：00～ 
1月29日F10：00～ 
2月 5 日F10：00～ 
随時 

こまを作ってまわしてみよう（廃材利用） 
こんにちは　あかちゃん（対象：6カ月～1歳2カ月） 
こんにちは　あかちゃん（対象：6カ月～1歳2カ月） 
たこたこ、あがれ 
つくってあそぼう 
育児に関する悩み相談（162･0062） 

◎申し込みは1月4日Bより電話で受け付けます。 

日　　時 内　　　容 場　　所 
育児相談会 
どんど焼き 
クレヨン・のりを使って遊ぼう 
食育についてのお話・給食試食会　 
○試食会費　大人300円　子ども200円 
　〔1月14日12：00～受け付け　限定20食 
　（※うち3食は離乳食）〕 
節分のお面を作ろう 

1月 7 日E10：00～ 
1月 8 日F10：00～ 
1月14日E10：00～ 
 
 
 
 
1月28日E10：00～ 

開成ふれあい公民館 
鍋島保育園 
開成ふれあい公民館 
 
 
 
 
開成ふれあい公民館 

日　　時 
なかよし・フリー　『ぽぽら』を開放します。 
※予約不要。お好きな時間に遊びにおいでください。 
『なかよしミックス』（※先着20組まで） 
・伝承あそび　・保健師講話No.4 
ぽぽら・フリー　シニアの人と園児たちの 
交流をしています。（要予約。先着10人程度） 

1月19日C10：00～ 
 
1月26日C10：00～ 
1月27日D10：00～ 
1月28日E10：00～ 

1月20日D10：30～ 
1月27日D10：30～ 
2月 3 日D10：30～ 
随　時 

※行事についてくわしくは北部児童センターに問い合わせください。 

◎1月27日Dは、保育園行事のため子育てサロンはありません。 

日　　時 内　　　　　容 

☆毎回おはなし会中心です。親子で絵本の楽しさを体感しませんか？ 
☆対象年齢　　生後6カ月以上未就園児 
☆おはなし会後、いろんな遊びをします。タオル・着替えは持参ください。 

ティールーム 
「ももたろう」 

城西保育園（対象：1歳6カ月未満） 
（1月4日B9：00～電話受付） 

1月20日D10：30～ 

1月22日F10：00～ 城西保育園 
（1月12日C9：00～電話受付） 

育児相談は随時受けています。（134・5577）お気軽にどうぞ。 
親子で「鍋島保育園ふれあい広場」にどうぞ遊びに来てください。（月～金　9：00～12：00） 

1月28日E10：00～ 

1月22日F10：00～ 
 

開成ふれあい公民館 
（試食会：鍋島保育園） 




