
★何度でもくす玉割り＆９ちゃんをさがせ！

（ １０： ３０～１５： ００）

＊く す玉割りは ギター演奏会の間はお休みです。

＊９ちゃんがさざんの中にたく さんかくれんぼ！

どこにあるかわかる？？

1日(金)13:30 ころ 豆まき～鬼さんがやってくるかも？？

2日(土)10:30～「うたってあそぼう！」

4日(月)11:00～11:30おでかけさざん(徳力市民センター)

5日(火)10:30～12:00 「親チカラを伸ばす子育てガイドⅢ③」

10:00～12:00保育士の出張相談①

13:00～15:00

6日(水)～ 引っ越しのため休所 詳細は下記カレンダー

12日(火) 1階にてリニューアルオープン

13:30～絵本の読み聞かせ(スタッフ)

13日(水)10:30～12:00「親チカラを伸ばす子育てガイドⅢ④」

14日(木)13:30～絵本の読み聞かせ(スタッフ)

15日(金)13:30～「リズムであそぼう！」

18日(月)10:00～12:00 子育てハテナタイム

13:10～ 月企画第一部ギター演奏会

13:40～ 第二部手遊びとエプロンシアター

19日(火)11:30～絵本の読み聞かせ(おはなしアリス)

20日(水)10:30～11:30 保育サービスコンシェルジュ出張相談

25日(月)10:00～12:00保育士の出張相談②

13:00～15:00
絵本の読み聞かせ・うたってあそぼう！

リズムであそぼう！は申し込み不要です。
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2月1日13：30ころ

鬼さんがやってくるかも？？

★第二部１３： ４０～１４： ００

手遊びとエプロンシアター（ スタッフ）

「 ３匹のこぶた？」 ほか

★第一部 ギター演奏会 １３： １０～１３： ４０

入江 龍二郎さん（ イクジイの会 ボランティア）

曲目： 「 木蘭（ もくれん） の涙」 「 I  LOVE YOU（ 尾崎 豊） 」

「 マイ ウェイ」 他 （ 予定）

ステキなギターの音色をいっしょに楽しみませんか？？

2月

企画

２月１８日（ 月） は楽しい企画がてんこもりです！
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♪ここで出会おう ここでわかちあおう火～土（12日からは月～金）あいています さざん♪

♪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。

ミニ企画 さざんで会えます！！

保育サービスコンシェルジュ 出張相談

幼稚園、保育園の「 わからない」 「 もっと知りたい」 や

子育ての小さな困ったことまで、気軽に聞いてみませんか？

■日にち： 2月20日(水)

■時間： 10： 30～11： 30

■相談場所： さざんフロア

＊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？

ヤドカリ日記 最終回

約３ヶ月間、拡張工事のため２階にヤドカリしていた“ さざん”

ですが、いよいよリニューアルした１階に戻ります。

お楽しみに！！

「さざん」はルームの愛称です

ヤドカリ

さざんくん

おでかけさざん

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。

2 月 4 日（月）徳力市民センター（11 時～11 時半）

おもちゃの選び方と収納方法

＊利用料金：無料 ＊開所時間：10 時～16 時

【2 月 5 日まで】 ＊休所日：日月・祝日・年末年始

【2 月 12 日より】 ＊休所日：土日・祝日・年末年始

【天候によっては、急な休館になることがあります】

月 火 水 木 金 土

1/28休 29 ○ 30 ○ 31 ○ 2/1 ○ 2 ○

4 休 5 ○ 6 休 7 休 8 休 9 休

11 休 12 ○ 12日よりリニューアルオープン

開所休所のお知らせ

2 月のご案内

会場： さざん 参加費無料 申込不要



編集

後記

＜参加者の感想＞

〇いろんな楽器ですてきな音楽を聞けてすごく楽しかったです。子よりも自分が楽しむことができました。

息子も楽しそうに聞いていました。ステキな時間をありがとうございました。

〇いろんな楽器の音が楽しめました。クリスマスコンサート、親子がくつろぎながら聴けるのがいいですね。

今年は会場が広いのでよかったです。

〇子どもにいろいろな楽器を聞かせることができた。また子どもとと歌うことができ楽しかった。（パパ）

保育士の出張相談

2月5日（ 火） /25日（ 月）

＊時間 10： 00～12： 00/13： 00～15: 00
＊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 来訪または電話で！
＊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？

12/20(木)13:30～

かわいい指人形のプレゼントをもらったよ！

長尾校区ボランティアの安部幸雄さんに

ご協力いただきました。

◆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 随時申込可 来訪または電話で！

＊定員に達していない場合は、当日申し込みでもＯＫ。

おっぱいを飲む時の赤ちゃんの顔って本当に可愛いで

すよね。できたら自分でおっぱいをあげたいくらいだけど、

さすがにパパには無理。だから哺乳瓶でミルクをあげる

のは大好きでした。これならパパにもできますからね。人

肌に温めたくらいのミルクを作り、片腕に赤ちゃんを抱っ

こして、丁度飲み易くなるくらいの距離と角度で哺乳瓶を

キープ。赤ちゃんの呼吸に合わせて瓶をちょっと引いてあ

げるのも大切なポイント。全部飲み終わったら赤ちゃんを

縦抱っこして、げっぷが出るまで背中をトントントン。我な

がらうまいもんだったんですよ。ミルクは準備が大変なの

で、粉ミルクをケースに小分けしたり、哺乳瓶を洗ったりと

クリスマスソングを中心に様々な曲を演奏していただきました。

普段なかなか近くで聴く機会のない木管楽器・金管楽器のステキな

生演奏に大人も子どももたっぷり聴き入っていました♪

期間限定「２階の広い“さざん”」でのコンサート。

例年よりゆったりした気分で楽しめました♪(スタッフO)

いったこともよくやりました。大切な滅菌作業は、一人目の

頃は哺乳瓶をお鍋に入れて、グラグラに煮えたお湯で消毒

してました。冷まして乾かすのにも時間がかかったな。二人

目になると少々横着になり、洗った哺乳瓶に熱湯を流しかけ

るだけに進化。三人目にもなると、ついには他の食器と同じ

ように洗って乾かすだけになりました。。_(̂ ;̂)ゞ

まあ三人とも普通に育ってるから、そんなに神経質になる

必要もないんでしょうね。

でもやっぱりウチの子はおっぱいの方が好きみたいで、ミ

ルクはあまり飲みたがらなかったです。私も一度飲んでみた

けど全然おいしくなかったな。やっぱママには勝てませんね。

（あんたけ）

あんたけパパの子育て記④－ミルクのお話－

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。
☆携帯電話にも対応しています。
☆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。

★「 さざん」 ホームページ

http://sa-zan.j p/m/

★スタッフブログ

http: //amebl o. j p/hureai -sazan/ HPのQRコード

ちょっと昔の

12月企画報告「クリスマス・ミニコンサート」2018年12月22日(土)
poco a poco(ポコアポコ)さん

★子育てハテナタイム★
2月 18日（月）10:00～12:00

報告「 サンタさんがやってきた！」

先日ロープウェイに乗ったときに、末娘が初めて乗ったというのです。ん？？そうだっけ？？そんなはずは・・・と記憶をたどると確かにそうで

した。三番目にもなると意外なものが初体験ってことがよくあります。 (編集人A)


