
129号 2020年10月25日発行

所在地

発行者

連絡先

〒802-0816
小倉南区若園5丁目１番５号
小倉南生涯学習センター1階
コラボラキャンパスネットワーク
親子ふれあいルーム実行委員会
TEL＆FAX　093-922-5036

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。

◆企画はすべて予約制です。 さざん利用予約 （オンライン企画は除く） も同時に受付ます。
◆企画によって予約方法が異なります。 ご注意ください。
◆絵本の読み聞かせ、 小声でうたってあそぼう！については予約不要ですがさざん利用予約が必要です。

11月 5日(木）
　　　　　　
11月 6日(金）
　　　　　　
11月 7日 （土）

11月11日(水）
　　　　　　
11月12日(木）

11月16日(月）
　　　　　　　
11月17日(火）
　　　　　　　
11月20日(金）

11月21日(土）

11月25日(水）

絵本の読み聞かせ （スタッフ）
　　　　　　
はじめのはじめのいっぽ④

10:00～ 11:50
10:15～ 11:15

11月のご案内

土曜開所 ・ 水曜休所のお知らせ

さざんはルームの愛称です

◆利用料金 ： 無料    ◆開所時間 ： 10:00 ～ 16:00　
 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 水曜日は除く）、 第 1 ・ 3 土曜日
◆休所日 ： 第 1 ・ 3 水曜日 ・ 第 2 ・ 4 ・ 5 土曜日 ・ 日祝日 ・ 年末年始

ここで出会おう　ここでわかちあおう　

コロナ禍の中の子育て

◆会場 ： 小倉南生涯学習センター 3 階和室　　　
◆定員 ： 6 組　◆参加費 ： 無料　　
◆要申込 ： 11/10( 火 )10:00 ～ 来所またはお電話で

◆参加費：無料　◆定員： 6組 ◆会場：さざん　　◆要申込： 11/６( 金 )10:00 ～
◆対象：おおむね 1歳未満のお子さんを持つ保護者　　　
　

◆参加費：無料 
◆進行役：中武友恵さん (助産師･子育て中のママ)
◆定員：6組(先着順)
◆要予約 
【ママだけ、 パパだけでも 参加できます】
  申込先：担当 イワマル　　　　
haru2020@jcom.home.ne.jp

【随時受付中】 

プレママ ・ プレパパのためのおしゃべり会

赤ちゃんのシュアスタートプログラム 

【天候によっては、 急な休所になることがあります。 お出かけ前にブログ・インスタグラム・HP等をご確認ください。】

グランマ DAY とコラボ♪

【グランマ DAY】 は、 祖父母世代が、 若い世代と交流
しながら 「昔遊び」、 「暮らしや子育ての知恵」 など
を伝えたいという、 多世代交流企画です。 「高齢社会
をよくする北九州女性の会」 のメンバーにより奇数月に
開催しています。

11 月 25 日 ( 水 )　10 ： 00~12 ： 00

※11月企画の時間中は、 遊びたくなったお子さんの  
　見守りをしています ( 託児ではありません）

助産師のママといっしょに、
出産や出産後の生活で、 不安なこと、 きき
たいこと、 なんでもおしゃべりできる時間で
す。 ちょっとした育児のコツ、 お産のウラ
話、 本当に必要な育児物品…。
どうぞ、 お気軽にご参加ください！

8 月に皆さんにアンケートをしたら、 たくさんの言葉が返ってきました。
コロナ禍は続いていますが、みんなで「一番ほしかったサポート」や「今
後のコロナ禍での子育て」 について、 おしゃべり会をしませんか？

11 月 25 日 ( 水 )　10 ： 30 ～ 11 ： 45

はじめての絵本

とことこ

11月企画
のお知らせ
11月企画
のお知らせ
11月企画
のお知らせ
11月企画
のお知らせ
11月企画
のお知らせ

さざん

１１月２１日 （土）
１０ ： １５～１１ ： １５

オンライン開催 !

11 月 20 日 ( 金 )　11 ： 00 ～ 11 ： 40　　

おしゃべり会
おしゃべり会

土曜開所日・7 日 (土 )・21 日 (土）
水曜休所日・4 日 (水 )・18 日 (水）

絵本は、 赤ちゃんの心と言葉を育てます。 はじめませんか？絵本のある生活。　

月企画

13:45～

10:00～ 12:00

10:00～ 11:50
13:45～

10:00～12:30,13:30～15:00 保育士の出張相談

パパのためのポジティブティシプリン②
小声でうたってあそぼう！

おしゃべり会　コロナ禍の中の子育て
グランマDAY

絵本の読み聞かせ （おはなしアリス）11:00～

子育てハテナタイム10:00～ 12:00

保育サービスコンシェルジュinさざん

はじめての絵本

パパのためのポジティブティシプリン③
とことこ

10:30～ 11:45
10:00～ 12:00

14:00～ 15:00

11:00～ 11:40

聞くだけでもOK!



保育士の出張相談

★「さざん」ホームページ 
http://sa-zan.jp/m/

★インスタグラム
http://instagram.com/sazanml/

★ブログ　さざん日記
http://ameblo.jp/hureai-sazan/

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？

◆原則第3火曜日　◆定員5名　◆会場：さざん
◆予約随時受付　来所またはお電話で！

◆原則第4月曜日　◆定員4名　◆会場：さざん
◆予約随時受付　来所またはお電話で！
　定員に達していない場合は、 当日申込みでもＯＫです。

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？

◆相談時間はひとり 30分程度
◆会場：さざん　◆予約優先
◆予約随時受付　来所またはお電話で！

いつも人気の “保育サービスコンシェル
ジュ in さざん”。 第３火曜日に、 さざ
んで相談することができます。 今回、 コ
ロナ対応として、 紹介動画をつくりまし
た。 よくある質問について、 わかりや
すく説明してくださっています。 ぜひご
覧ください。

http://sa-zan.jp/m/events.html#movie

最新情報はさざんホームページ＆SNS にて発信中！

市の基本的なガイドラインに沿って対応をとらせていただいています。

・保護者は必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。 来所または電話で受付ます。
   (前の週より翌週の申し込みが可能。ご利用は週2回まで。ただし午前の部の利用は週１回とさせていただきます）
・定員を設け、午前の部 (10：00～12：30)・午後の部 (13：30～16：00)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。

さざんの新型コロナウィルス感染症対策

編集後記 この度、 新たにニュース編集担当に加わりました P です！秋は果物が美味しい季節ですね。 私が生まれ育った熊本県荒尾市
の特産品にジャンボ梨というのがあります。 赤ちゃんの頭ぐらいの大きさのものもあり、 とっても美味しいですよ！機会が
あったら是非食べてみてください♪（P）

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。

（11月は第３月曜日です）

保育サービスコンシェルジュ in さざん
11 月 17 日 （火） 14:00 ～ 15:00

子育てハテナタイム
11 月 11 日 ( 水） 10:00 ～ 12:30、 13:30 ～ 15:00 11 月 16 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。

紹介動画が完成しましたー！


