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「さざん」はルームの愛称です

12 月企画①
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親子ふれあいルーム実行委員会
TEL＆FAX 093-922-5036

さざんのクリスマス会

みんなでクリスマス気分を味わいましょう！
子育てサポーターの河野啓子さんによる
エプロンシアターや、
北九州市立大学の学生さんによる
楽しいパフォーマンスもありますよ♪

１２月企画②「子育て我が家の防災対策」
講師：入門(いりかど) 真生(まさお)さん
ＮＰＯ法人好きっちゃ北九州 （小倉南区役所地域防災担当係長）
小さな子どもと生活する中で、何かあった時の備えや行動について、
パートナーや親子の間で話しあったことはありますか？
子育て中だからこそ、知っておきたい防災の基礎知識について知り、
「我が家の防災対策」について、
対話しながら気軽に話し合う場をつくりました。
どなたでもどうぞ！！

日時：12 月 10 日(木) 13:30～14:10
会場：小倉南生涯学習センター3 階 和室
参加費：無料
定員：9 組 要予約
申込：11 月 27 日(金)10 時～
※来所または電話で
※企画後に"さざん"で遊ぶ場合は、
別途"さざん"の利用予約が必要です

日時：12 月 23 日（水） 10：30～11：30
会場：小倉南生涯センター３階和室
定員：10 組（要予約）
参加費：無料
申込受付開始：12 月 8 日（火）10：00～
※来所または電話で
※遊びたくなったお子さんの見守りがあります。
(託児ではありません)

12 月のご案内
2 日(水)

休所

4 日(金)13：45～

絵本の読み聞かせ（スタッフ）

12 月ミニ企画
「親子でぺったん♪クリスマスカード作り」

5 日(土)11：00～11:50

「パパのためのポジティブディシプリン」

詳細はミニチラシで！

13:45～
10 日(木)10:30～11:40
11:00

「リズムであそぼう！」
ミニ企画「親子でぺったん！クリスマスカードづくり」

絵本の読み聞かせ（おはなしアリス）

日時：12 月 10 日（木）10:30～11:40
会場：3 階和室
定員：6 名 参加費無料 （材料費として 100 円）
申込：11 月 26 日(木)10:00 より、来所または電話で。

13:30～14:10 月企画①さざんのクリスマス会
12 日(土)

休所

15 日(火)14:00～15:00

保育サービスコンシェルジュ in さざん

16 日(水)

休所

19 日(土)

休所

21 日(月)10:00～12:00

「子育てハテナタイム」

22.日(火)10:30～11:10 「おんぶとだっこセミナー」
23 日(水)10:30～11:30

月企画②「子育て我が家の防災対策」

26 日(土)

休所

29 日(火)～1 月 3 日(日) 年末年始休所
*絵 本 の読 み聞 かせ/リズムであそぼう！は申 込 不 要 で すが
さざんの利 用 予 約 をおねがいします。

♪小倉南区親子ふれあいルーム「さざん」は、
おおむね３歳未満の乳幼児親子の交流の場です。

赤ちゃんのシュアスタートプログラム

「おんぶとだっこセミナー」
おんぶとだっこ・・・なにげなくしていませんか？
実は赤ちゃんの運動発達と大きな関わりがあるのです。
安全で優しく、大人にも子どもにも
負担の少ない方法を体験しましょう。

日時：12 月 22 日(火)10：30～11：10
会場：さざん
講師：平原寿賀子（さざんスタッフ）
参加費：無料
定員：6 組 要予約
12/3(木)10 時～受付開始 ※来所または電話で
＊利用料金：無料 ＊開所時間：10 時～16 時
現在【10：00～12：30】
【13：30～16：00】の入替え制・要予約
＊開所日：月～金曜日(第１・3 水は除く)第 1・3 土曜日
＊休所日：第 1・3 水曜日・土(第 1・3 除く)
日・祝日・年末年始
【天候によっては、急な休所になることがあります。おでかけ
前にブログ・インスタグラム・HP 等をご確認ください。】

10 月企画報告 「絵本のチカラ」 10/28(水)10:30～11:30
色々な本を知れてよかったです。

講師：木ノ原元美さん（読み語りグループおとぎのへや）

20 才の絵本を探してみようと思います。

「絵本を読んであげても、すぐに遊びはじめてしまう」
「どんな絵本を選べばいいの？」そんな声をよく耳にします。
そこで、講師の木ノ原さんに、絵本を親子のコミュニケーションのツ
ール・おもちゃのひとつとして、親子でいっしょに楽しんでいた子育て
中の体験談を交えていろいろお話していただきました。
絵本選びに悩んだら「初版から 20 年過ぎたハタチになった絵本」が
おすすめとのことでした。
参加したママたちが自分の子どもの頃の絵本の思い出を話したり、
子どものお気に入りの絵本を紹介したり、みんなで穏やかな時間を
過ごしました。 （スタッフ H）

図書館も利用してみたいと思いました。
見守りもしてくださり息子も楽しく
遊んでいました。
もっともっと絵本を読んで
あげたいと思いました。

☆企画中、さざん登録サポーターのおふたりが
子どもたちの見守りをしてくださいました。
ありがとうございました。

＊原則 第 3 火曜日
＊定員 5 名（予約制）
随時受付 来所または電話で！
＊相談中のお子さんの見守りはありませんが、
子どもと遊びながら、気軽に幼稚園、保育園
のことを聞いてみませんか？

＊相談場所はさざんのフロア
＊相談時間は、ひとり３０分程度
＊予約優先‥随時受付 来所または電話で！
＊相談中のお子さんの見守りはありませんが、子ど
もと遊びながら、気軽に相談してみませんか？

子どもの行動でわからないことや「こんな時どう関わったらいいの
かな？」と思うことがあったら、どうぞお気軽に北九州市立大学・
税田慶昭先生（発達心理学・臨床心理士）にご相談ください。
先生とお話した方が「安心しました」「先生がヒントをくださった
こと、試してみますね」とたくさんの声を寄せてくださっています。
＊原則第４月曜日 ※12 月は第３月曜日です。
＊定員４名 随時申込可 来所または電話で！
＊定員に達していない場合は、当日申込みでもＯＫです。

速報！！カナダ生まれの親育ち講座プログラム

◆さざんよりクリスマスプレゼント◆

「親チカラを伸ばす子育てガイド！」

１２月２２日（火）～２５日（金）の間、
さざんをご利用の方に
クリスマスプレゼントを用意しています。
お楽しみに！
サンタさんが遊びにきてくれるかも？

年末年始の
お知らせ
12 月 28 日(月)開所
12 月 29 日(火)休所
↓
1 月 3 日(日)休所
1 月 4 日(月)開所

【さざんの新型コロナウイルス感染症対策】
市の基本的なガイドラインに沿って対応を取らせていただいています。
・保護者はかならずマスクの着用をお願いします。
・事前に利用予約をお願いします。来所又は電話で受付けます。
（前の週より翌週の申し込みが可能。ご利用は週二回まで。
ただし午前中の利用は週一回とさせていただきます。）
・定員を設け、午前・午後の入れ替え制となります。
・水分補給を除き当面の間飲食（ランチタイム）はご利用できません。
・体調の聞き取りを行いますので、自宅での検温をお願いします。
・当面の間小学生の利用はご遠慮ください。

さざんのホームページ
☆企画の様子や「さざん」の最新情報をお届けしています。 ★「さざん」ホームページ
☆携帯電話にも対応しています。
http://sa-zan.jp/m/
☆北九州市立大学のＨＰ、地域貢献のページで、
★スタッフブログ
さざんニュースのバックナンバーもご覧いただけます。
http://ameblo.jp/hureai-sazan/

編集

この春はコロナ禍で入学式がなく、なかなか学校に行く機会がありませんでしたが、先日初めて中学校へミニ運動会の参観にいってきました。
限られた時間の中で、一生懸命競技に取り組む新１年生たちの姿は本当に楽しそうでした。

後記

まだまだ元の生活とはいかないですが、できることが少しずつ増えていくとやっぱり嬉しいですね。

(編集人 A)

