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城西保育園Kosodate Room『ももたろう』 ☎24・2881

☎26・3953

９月の私立保育園子育てサロン

運動遊び９月16日㈭10:00∼

育児相談（専用ダイヤル）26・4251随 時

赤ちゃんの部屋（対象：１歳６カ月未満）

「離乳食のお話」
９月９日㈭10:00∼

巨勢公園で遊ぼう（10時現地集合）

※お弁当、水筒持参
９月２日㈭10:00∼

内 容日 時

お散歩 楽しいよ９月28日㈫10:00∼

育児相談（専用ダイヤル）☎32・5343随 時

赤ちゃんの部屋９月21日㈫10:00∼

おいしいだんご汁会９月14日㈫10:00∼

コネコネ小麦粉粘土９月７日㈫10:00∼

内 容日 時

園長講演＜初級＞『心のからくり』９月１日㈬10:00∼

子育てに関する悩み相談随 時

こべっこ子育てワーク 園外保育９月22日㈬10:00∼

園長講演＜中級＞『やさしい心理学』９月15日㈬10:00∼

こべっこ子育てワーク 親子で遊ぼう９月８日㈬10:00∼

内 容日 時

城西保育園
（対象：１歳３カ月未満）
※９月１日㈬９:00∼電話受付

赤ちゃんサロン「きびだんご」
『みんなで ぽん』

９月10日㈮10:00∼

城西保育園
※９月13日㈪９:00∼電話受付

子育てサロン「おにがしま」
『おつきさま こんばんは』

９月24日㈮10:00∼

佐賀市立図書館
おはなしの部屋

おはなしポケット絵本・
シアター・手あそびなど

９月９日㈭15:00∼

中央児童センター
（当日受付)

子育てサロン「ももたろうキッズ」
『とんだ とんだ』

９月２日㈭10:30∼

場 所内 容日 時

育児相談「ももたろうテレフォン｣ (専用ダイヤル）
☎26・3953

随 時

城西保育園ティールーム「ももたろう」毎週水曜日16:00∼

北部児童センター
（当日受付）

子育てサロン「ももたろうキッズ」
『とんだ とんだ』

９月15日㈬10:30∼

子育てに関する悩み相談随 時

９月22日㈬10:30∼

９月29日㈬10:30∼

10月６日㈬10:30∼

☆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ので、タオ

ル、着替えを持参ください。

９月15日㈬10:30∼

内 容日 時

育児相談会

開成３丁目４丁目
ふれあい公民館

場 所

育児相談は随時受けています。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）

９月３日㈮10:00∼

はり絵をしよう(のりを使ってみよう)９月９日㈭10:00∼

おじいちゃんおばあちゃんへの
プレゼント作り

９月17日㈮10:00∼

ヒモ通し・洗濯バサミ遊び９月２日㈭10:00∼

内 容日 時

赤ちゃんサロン９月10日㈮10:00∼

育児相談会９月16日㈭10:00∼

運動会に参加しよう
（園児と一緒にダンスやかけっこ）

９月25日㈯９:00∼ 鍋島保育園

※９月９日㈭は、「ままごっとん Baby」へ出向きます。

巨勢保育園子育てサロン『たんぽぽ』 ☎26・4247

※要事前申込（申し込みは９月１日㈬から受け付けます）

開成保育園子育てサロン『えだまめ』 ☎36・6114

（３日前までに申込)

小部保育園子育て支援『こべっこ子育てワーク』
☎29・9595（要事前申込)

あおぞら保育園子育てサロン『あおぞら』 ☎30・7372

※要事前申込（申し込みは９月１日㈬から、電話で受け付けます）

鍋島保育園子育てサロン『どんぐり』 ☎34・5577

※準備の都合上、なるべく２日前までに申し込みください。
※毎回水筒とタオルの持参をお願いします。園外でのサロンは、帽子・軽装で
参加ください。ベビーカーが必要なお子さんは、各自用意ください。

永原学園三光保育園子育てサロン『さんこう・ぽぽら』
☎31・6877（要事前申込)

春日保育園子育てサロン『ふたば』 ☎62・0062（要事前申込）

※サロンには、汚れてもいい服で参加ください。

シニアサロンぽぽら「園児との交流 おはぎを作りま
しょう」※先着20人程度。電話受け付け。

９月24日㈮10:00∼

なかよしミックス「砂遊び」「保健講話 No.2」
※帽子と着替えを準備してください。
※先着20組まで（９月１日㈬から電話受け付け）

９月16日㈭10:00∼

９月17日㈮10:00∼

・育児相談（随時) ・食育相談（毎月第３火曜日）

フリー day ※ぽぽらを10:00∼12:00、13:00∼16:00
の間開放します。好きな時間に遊びに来てください。

９月８日㈬
９月29日㈬

内 容日 時

※９月１日㈬は、「東与賀よかよかサークル」へ、９月６日㈪は「若楠にこにこ
サークル」へ出向きます。

パックン人形を作って遊ぼう９月９日㈭10:00∼

誕生会に参加しよう９月16日㈭10:00∼

こんにちは 赤ちゃん９月２日㈭10:00∼

食育「秋の果物を探そう」９月30日㈭10:00∼

内 容日 時

育児に関する悩み相談（お気軽にどうぞ）随 時

藤井 梨
り

子
こ

ちゃん(１歳)

(佐賀市八丁畷町)

りこっぺ、お誕生日おめでとう‼

ぐんぐん大きくなってね♡

金子 琉
りゅう

聖
せい

くん(３歳)

(佐賀市久保田町)

４月から元気に幼稚園に通ってま
す。たくさんお友達つくってね！
リーチャンとも仲良くしてね。

金子 莉
り

緒
お

ちゃん(２歳)

(佐賀市久保田町)

お兄ちゃん大好きの莉緒チャン。だん
だんおしゃべりも上手になってます。
これからも笑顔いっぱいで育ってね。
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■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。

(電話でも可）

【記入事項】※宛名シール、申込書もあります。

①郵便番号②住所③幼児名、引率者名（ふりがな記入）。

（引率する兄弟の名前と年齢も）④何歳、何カ月（幼児

のみ）⑤性別⑥電話番号⑦参加希望日（複数参加も可）

⑧初参加者は初参加と記入。⑨返信にあて名を記入。

■申込期限 ９月30日㈭ ※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 ☎40・0415

１歳３カ月未満

メートプラザ
運動会

１歳３カ月以上 メートプラザ

内 容 対 象 場 所

８日㈮

ねみちゃん
のせて のせて

19日㈫

城東保育所１歳３カ月未満
ねずみ君と
ヨーイ・ドン

14日㈭

期 日

城東保育所

■開催時間 10時〜12時

※高木瀬サロンは、小学校体育館工事のため、平成22年

度は７月で終了しています。

※お茶を持参ください。なお、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｣ ☎36・4140

佐賀市立川原保育所 ☎23・3549

10月の城東保育所子育てサロン

９月の川原保育所子育てサロン

９月の佐賀市社会福祉協議会のサロン

22日㈬

24日㈮

14日㈫ 「食事のことで悩ん

でいませんか？」食

事のこと、栄養のこ

となど、いろんな人

と話してみませんか

９日㈭

７日㈫

８日㈬

３日㈮

親子で楽しいゲーム

をして遊ぼう

期 日

開成児童クラブ館(開成小学校内)

鍋島児童クラブ館(鍋島小学校内)

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)

巨勢地域ふれあい館(巨勢小学校内)

鍋島児童クラブ館(鍋島小学校内)

兵庫児童クラブ館(兵庫小学校内)

開成児童クラブ館(開成小学校内)

場 所

21日㈫

☆サロン日程（予約不要。時間①10:00〜 ②10:30〜

③13:00〜 ④13:30〜)

15日㈬
②・③

15日㈬④

１日㈬②

15日㈬②

17日㈮②

22日㈬②

24日㈮②

24日㈮②

27日㈪④

７日㈫②

サロン名 内 容 場所

手作り布おもちゃを使って
遊ぼう

さんさんひろば

ぐんぐん金曜日

にこにこ広場

ぐんぐん金曜日

かすたねっとサ
ロン

むつごろう文庫

赤ちゃん広場

６日㈪②

10日㈮②

13日㈪②

日時

布おもちゃで遊
ぼう

わらべ歌サロン

諸富

ドッジカルテットによる
楽しい音楽を
秋のコンサート

ミニコンサート

秋のミニ運動会
（参加費：一家族100円）

たのしい童話

身体測定・保健師とともに。
子育て相談（０歳児対象）

むつごろう文庫

ぐんぐん金曜日

なかよし広場

諸富

東与賀よかっこ
広場（要予約
☎45・8022）

まほろば広場

諸富

富士

諸富

ほほえ
み館

諸富

布遊具で遊ぼう

おばあちゃんとお手玉つく
り

バスで飛行機を見に行こう
（要予約 ☎34・8211）

子どもが喜ぶ料理
（託児有り）

にこにこ広場

ベビーマッサージ・育児相談
②：０歳児対象
③：１歳児以上対象

楽しい運動会

８日㈬②

つくって遊ぼう
“パクパク人形”

親子でいっしょに絵本を楽
しみます

広場で絵本10日㈮②

ほほえ
み館

富士

三瀬

久保田

運動会

東与賀

大和

みつせスマイル
キッズ

諸富

富士

10日㈮①

諸富

＊子育てに関する悩み相談は随時受け付けています。

◎問い合わせ

佐賀市社会福祉協議会0ふれあい広場6☎34・8211

☆開催場所

※三瀬、久保田、東与賀は各保健センターで行います。

富士支所庁舎内
月曜∼金曜
10:00∼16:00

場 所 日 時

富士ふれあいるーむ

大和まほろば広場

名 称

毎週水曜
11:00∼16:00

大和老人福祉センター

火曜∼土曜
10:00∼16:00

佐賀市産業振興会館内諸富ふれあい広場

重田 悠
ゆう

成
せい

くん(３歳)

(佐賀市川副町)

８月８日で３歳になりました☆

家庭菜園してま∼す。

有尾 早
さ

矢
や

ちゃん(10カ月)

(佐賀市長瀬町)

１歳のお誕生日おめでとう。ゆっ

くり大きくなってね。

徳永 詩
し

音
おん

ちゃん(５カ月)

(佐賀市高木瀬町)

しーちゃんへ、いつもかわいい笑
顔をありがとう。これからも元気
にすくすく大きくなってね！

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 ☎40・7021

※到着後、順次掲載します。

こども写真募集中
(対象０歳∼就学前)
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９月の児童センター行事予定表

※行事についてくわしくは、北部児童センターにお尋ねください。

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？お気軽にどうぞ』

日 時：９月２日㈭ 10:00∼12:00

場 所：児童センター２階多目的室

びーとるキッズ(自由参加)『アンパンマン体操やお話、手遊び、楽しい活動がいっぱい』

日 時：毎週火・木曜日 11:00∼11:30 ※７日㈫から開始

対 象：幼児（保護者と参加）

14日㈫は「親子で楽しく折り紙で遊ぼう！」

おはなし会（自由参加）

日 時：９月４日㈯・11日㈯・18日㈯ 11:00∼11:30

場 所：児童センター2階多目的室

親子リズム体操（申込制）

日 時：９月10日(金)・17日㈮ 10:30∼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

冒険あそび場（自由参加）「ケガと弁当は自分持ち！」

日 時：９月25日㈯ 10:00∼17:00

英語の歌にチャレンジ！ ∼ゴスペル∼（申込制）

日 時：９月26日㈰・10月24日㈰・11月28日㈰・12月12日㈰

12月19日㈰ 全５回に参加可能な人 10:00∼11:30

対 象：市内在住の小学生以上 50人

(12月19日㈰の児童センターの｢クリスマス会｣で発表します)

☆「親子朗読・暗唱コンテスト」開催☆（申込制）

普段、お子さんと向き合って話す時間をお持ちですか？素敵な日本語

の一節を、お子さんと一緒に朗読したり暗唱したりして、共通の時間を

すごしてみませんか？

＜募集期限：10月31日㈰＞

日 時：11月23日(火･祝)『児童センターまつり』

10:30開始（10:00∼受付）

対 象：小学生とその保護者で、３人以内のグループ 先着20組

表 彰：所長賞、ＮＢＣラジオ佐賀賞、佐賀新聞社賞

全員に参加賞を予定しています。

申込方法：所定の用紙(センターに用意しています）に記入の上、直接

センターに持参するかファクスで申し込みください。

☆お知らせ☆∼中学生・高校生向けの新しい遊具が入りました！∼

新しい遊具：ビリヤード・ストラックアウト・ダーツ

ルールをしっかり覚えて、遊びを広げましょう。

中央児童センター中央児童センター中央児童センター 兵庫町
☎33・5453
FAX31・9552

■各行事・講座の受付 ９月１日㈬ ９:00より随時受け付け

■開館時間 ９:00〜18:00

■休 館 日 ６日㈪・13日㈪・21日㈫・24日㈮・27日㈪

運動場で遊ぼう「キックベースボールをしよう」

日 時：２日㈭ 15:15∼16:15 対 象：小学生

場 所：春日小グラウンド

お茶教室（申込制）６日㈪締切

日 時：11日㈯ 10:00∼12:00 対 象：小学生以上

参加費：200円（締切後の返金はできません）

一輪車教室（申込制）

日 時：11日㈯ 14:00∼16:00 対 象：小学生以上

場 所：春日小グラウンド（雨天時はセンター室内）

持参物：帽子・タオル・水筒 ※ズボン・運動靴で参加ください。

囲碁・将棋教室（自由参加）

日 時：15日㈬ 15:30∼16:30 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」

日 時：16日㈭ 15:30∼ 対 象：小・中学生

子どもクッキング「こねこねだんご」（申込制）13日㈪締切

日 時：18日㈯ 10:00∼12:00 対 象：小学生

参加費：100円（締切後の返金はできません）

持参物：エプロン・三角巾（バンダナ）・タオル・お茶

科学遊び「マーブリングをしよう」

日 時：25日㈯ 14:00∼15:30 対 象：小学生以上

◆『きらきらキッズ』◆

日 時：金曜日（毎週）・水曜日（月１回）10:30∼11:30

３日㈮ 親子リズムダンス

10日㈮ ボディペインティング

17日㈮ 絵本の読み聞かせ・８月９月のお誕生会

22日㈬ きらきらダンス

24日㈮ 子育て交流会

対 象：幼児と保護者

北部児童センター北部児童センター北部児童センター 大和町
☎62・7900
FAX62・7911

■開館時間 ９:00〜17:00

■休 館 日 ５日㈰・12日㈰・19日㈰・26日㈰

中央児童センター 北部児童センター

＊市内各公民館では、サロンや自主サークルを開催しています。

（今月のゆめ・ぽけっと参加サークル）

◎問い合わせ 佐賀市子育て支援センター｢ゆめ・ぽけっと｣ ☎40・7287 サークル問い合わせ ☎40・7389

９月のゆめ・ぽけっと子育てサークル支援

神野ほっと 神野公民館

サ ー ク ル 名 場 所

１日㈬

２日㈭

８日㈬

９日㈭

10日㈮

期 日

いろえんぴつ 日新公民館

若楠にこにこ赤ちゃん 若楠公民館

赤松子育て 赤松公民館

新栄るんるん 新栄公民館

久保泉すくすく 久保泉公民館

サ ー ク ル 名 場 所

14日㈫

15日㈬

16日㈭

22日㈬

29日㈬

期 日

グリンピース ほほえみ館

神野カンガルー 神野公民館

こかぶっこ 北川副公民館

高木瀬赤ちゃん 高木瀬公民館


