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人形劇サークル「きさらぎ」さんと、
みんなで楽しいひとときを過ごしませんか？
人形劇を観るのが初めてのお子さんも、
ぜひ、手作り人形劇を一緒に楽しみましょう♪
クリスマスにちなんだお話もありますよ！

さざんスタッフが、地域の市民センターを訪問する
企画です♪
妊産婦、乳幼児なんでも相談（身体測定・育児相談）
の後「おでかけさざん」です。どうぞお楽しみに♪

【公演演目】
・
「おおかみのチキンカレー」
・紙人形のペープサート「ぼくはだれ」、
・リズムに合わせた台詞のないステージのボードビル
「てくてく」
・
「ぐりとぐら」
●日 時：12 月 19 日（木）13:30～14:15
●場 所：小倉南生涯学習センター3 階和室
●出 演：人形劇サークルきさらぎさん
●申 込：不要 どなたでもどうぞ♪
●参加費：無料

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 20 日（金）10:30～11:00
●場所：曽根市民センター「大型絵本」

●日時：12 月 16 日（月）10:30～11:10
●講師：平原寿賀子（スタッフ）
●定員：8 名 ●参加費：無料
●申込受付開始：12 月 3 日（火）10 時より
来訪またはお電話で！

4 日（水）13:30～
絵本読み聞かせ（スタッフ）
6 日（金）10:00～12:00 /13：00～15：00 保育士の出張相談①
12 日（木）11:00～
絵本読み聞かせ（おはなしアリス）
16 日（月）10:30～11:10 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
17 日（火）14:00～15:00 保育サービスコンシェルジュ in さざん
18 日（水）11:00～
サンタさんがやってくる！
19 日（木）13:30～14:15 月企画「人形劇」
（きさらぎ）
20 日（金）10:30～11:00 おでかけさざん【曽根市民センター】
23 日（月）10:00～12:00 子育てハテナタイム
25 日（水）10:00～12:00 /13：00～15：00 保育士の出張相談②
26 日（木）10:30～
わらべうたであそぼう！
※絵本読み聞かせ、わらべうたであそぼう！は申込不要です。

※27 日（金）が、年内最終開所日です。
28 日（土）～2020 年 1 月 5 日（日）は、休所日です。
保育士の出張相談

保育サービスコンシェルジュ in さざん

12 月 6 日（金）25 日（水）
10:00～12:00 / 13:00～15:00

12 月 17 日（火）14:00～15:00

＊相談時間は、ひとり 30 分程度
＊予約優先 随時受付
来訪またはお電話で！
＊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？

＊原則 第 3 火曜日
＊定員 5 名（予約制）
随時受付 来訪またはお電話で！
＊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？

赤ちゃんのシュアスタートプログラム
さざんが、この春から新規開催！！
赤ちゃんのたしかな育ちのために、赤ちゃん時代
に知ってほしいミニセミナーを、年間を通して、
くりかえし、４つのテーマで開催します。
テーマ
「おんぶとだっこセミナー」
「はじめての絵本」
「チカラを抜いて、離乳食」
「乳幼児とメディア～スマホにご用心」

子育てハテナタイム
12 月 23 日（月）10:00～12:00
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
＊定員 4 名 随時受付 来訪またはお電話で！
＊定員に達していない場合は、当日申込みでも
ＯＫです。

*利用料金：無料 *開 所 日：月～金曜日
*開所時間：10 時～16 時
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。*休 所 日：（12 月まで）土日・祝日・年末年始
※1 月からは裏面のお知らせにご注意下さい。
【天候によっては、急な休所になることがあります】

ここで出会おう ここでわかちあおう 月～金 毎日あいてます さざん♪

日時：2019 年 10 月 29 日（火）10:30～11:30
お

ば

せ

あつ み

講師：尾場瀬 淳美さん（絵本専門士・JPIC 読書アドバイザー・おはなしアリス代表）
「絵本を読んであげたいけど、すぐに遊びはじめたり・・
どんな絵本を選べばいいのかな？」そんな声をよく耳にし
ます。
そこで、毎月さざんで絵本の読み聞かせをしてくださっ
ている「おはなしアリス」の尾場瀬さんに、絵本のことを
いろいろお話していただきました。
まず、「絵本をなめたり、さわったりすることは絵本の入口と思って、おもちゃ
としていつも手に取れるところへ置いてあげてくださいね。途中で飽きてもだい
じょうぶ！」との尾場瀬さんの言葉に参加したママたちは、安心した様子でした。
そして、子どもをとりまく環境が変化しているなかで、メディアから流れること
ばではなく、家族や身近な親しい人のあたたかな生きたことばを届けることの大
切さを知ることができました。親子でいっしょに絵本を楽しみたいですね。
（スタッフ H)
☆企画中、小倉南区子育て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。
“生きた言葉をなげかける”という言葉
今まで「絵本はよい」と漠然と思って
いたことが、理論的に話して頂いて、ク
リアになりました。合間に絵本を読んで
下さったので、子どもも楽しめました。

絵本のいろんな工夫が知ることができ
たので、どんどん読んであげたいと思いま
した。本を読んでいても自分でめくりたが
ったりして読めないときが多いですが、そ
れでも良いと言われて安心しました。

●日時：2020 年 1 月 16 日（木）
、21 日（火）
、
28 日（火）
、2 月 4 日（火）10:30～12:00
（全 4 回）
（第 1 回のみ木曜日開催）
詳細は 12 月 25 日発行のニュースで！！
チラシも 12 月からさざんにあります。
●申込受付開始：12 月 27 日（金）10 時より
来訪またはお電話で！
参加ご希望の方はご予定ください。

が印象的です。絵本体験を子どもと毎日楽
しめるということは、幸せだなと思うから
です。生きた言葉を共に心にきざみながら
愛情いっぱいの日々をすごしていきたい
と思います。

遊びのひきだし、増やせたらいいなぁ・・
子どもにとって、遊びは、だいじなだいじな栄養です！
ぜひご参加ください！（詳細は個別チラシをどうぞ！）
●日時：2020 年 1 月 18 日（土）10:15～11:50
●場所：小倉南生涯学習センター3 階和室
●定員：先着 １才までの赤ちゃんのいる親子 10 組
（申込はパパ優先です。ママ・パパ一緒にでも、
ママのみ、パパのみでも参加できます。
）
支援者の方もどうぞ！
●参加費：無料
●申込受付開始：1 月 6 日（月）10 時より
来訪またはお電話で！

年末年始のお知らせ
12/27（金）開所
12/28（土）休所
↓
01/05（日）休所
01/06（月）開所

これまでみなさんからご希望の多かった「土曜日開所」が
月 2 回実施されることになりました！
☆令和 2 年 1 月から原則第 1・3 水曜日休所、第 1・3 土曜日開所となります。
第1週
第3週
1（水）
4（土） 15（水）
18（土）
年始のため休み
休所
開所
週末もさざんでゆっくりお過ごしくださいね。お待ちしています！

＊企画の様子や「さざん」の最新情報をお届けしています。
＊北九州市立大学のＨＰ、地域貢献のページで、さざんニュースのバックナンバーもご覧いただけます。

HPのQRコード

インスタのQRコード
★「さざん」ホームページ
http://sa-zan.jp/m/
★スタッフブログもやっています
http://ameblo.jp/hureai-sazan/

★インスタグラム
http://instagram.com/sazanml/
「小倉南区親子ふれあいルーム」
「sazanml」で検索できます。

街中はクリスマスムードでいっぱいですね。我が家の三兄弟はさっそくサンタさんへお手紙を書いています。おもちゃの
チラシを見て丸をつけたり、毎日欲しいものが変わったり。（直前に変わりませんように･･･）とドキドキです。
（編集人 S）

