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「一月往ぬる、二月逃げる、三月去る」という言葉は、正月が終わったと思っていると二月は、まるで

走って逃げるかのように早く過ぎ去るように感じることをあらわしています。

そして「節分」が過ぎると立春。暦の上ではもう「春」です。まだまだ寒い日が続きますが、時には

外に出て、春をみつけることもできたらいいでしょうね。

コロナ禍でも児童センターは開館しています。行事の中止や、人数制限の可能性もありますので、ホーム

ページを確認してください。

誤飲に注意！

昨年12月子育て支援課のインスタグラムに『マ

グネットボール（キューブ）』を誤飲する事故が

多く発生している、ということが載っていました。

子どもから大人まで楽しめるおもちゃですが、

磁力が強く、一つ一つがとても小さく数もたくさ

んあって、なくなったことに気づかないこともあ

るようです。

ものがつかめるようになった赤ちゃんは自分の

口にいろいろもっていって、感触を確かめたりす

るようになります。直径４㎝よりも小さいものは

特に危ないといわれています。

家庭の中をもう一度見まわして、他にも危ない

ものがないか確かめてみませんか？

離乳食交流会を開催します！

「いつから離乳食をはじめたらいいの？」
「どんなものを作ったらいいの？」
「一生懸命作っても食べてくれない…」
など、いろいろな悩みを聞くことがあります。
そんな悩みを皆さんで話してみませんか？

日時：2月17日（木）午前10時30分～11時40分
定員：Ｚｏｏｍ参加 先着30組
申込：2月1日（火）午前10時から受付
※須玖児童センターの行事としては中止となりました。
エフコープ主催の事業になりますので、参加希望の方
はお問い合わせください。
問い合わせ先：須玖児童センター

おなかの中にいるオニは、おなかの持ち主と同じ性格だそうです。

食いしん坊に甘えん坊、泣き虫にへそ曲がり。

節分の日には豆をまいて、おなかのオニを追い出しますが・・・。

追い出されたオニたちはいったいどこに行くのでしょうか？

絵本の紹介

「おなかのなかにおにがいる」 作：小沢孝子 絵：西村達馬

児童センターの

ホームページ

行事も掲載しています ▷



日
付

曜
日

1 火
2 水
3 木
4 金
5 土
6 日
7 月
8 火
9 水
10 木
11 金
12 土
13 日
14 月
15 火
16 水
17 木
18 金
19 土
20 日
21 月
22 火 11：00 親子でぎゅっ♪(当日先着10組)

23 水
24 木 11：00 ※ニコニコくらぶ(申込15組)

10：30
11：00

※ニコニコくらぶ(申込12組)
おひさま広場

10：30
11：00

※ニコニコくらぶ(申込15組)
にこちゃん広場

10：30
11：00

※ヨチヨチ広場(申込15組)
ぴよちゃん広場

25 金 11：00
13：30

※ニコニコくらぶ(申込15組)
親子でぎゅっ♪(当日先着10組)

10：30
11：00

※ニコニコくらぶ(申込12組)
おひさま広場

10：30
11：00

※ニコニコくらぶ(申込15組)
にこちゃん広場

10：30
11：00

※ヨチヨチ広場(申込15組)
ぴよちゃん広場

26 土 10：30 ※ワイワイ幼児タイム(3歳以上
向け・申込12組)

10：30 親子で体操(2歳以上向け)
(申込15組)

27 日
28 月

2022年2月

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

　 白水児童センター

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

　 光町児童センター

休館日

　 毛勝児童センター

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

　 須玖児童センター

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

ヨチヨチ広場(０～１歳児向け)

ニコニコくらぶ(２歳以上向け)

親子サロン(０～３歳児向け)

※…児童センターの申し込み行事は２月１日(火)午前１０時から受け付けます。

✆新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事が中止になる場合があります。

詳細については各施設へお問い合わせください。

まん延防止等重点措置適用のため、行事は２０日まで中止します。



日
付

曜
日

1 火
10：00 【春日どろんこ】 自然食堂「ほうれん草を食べよ

う」(※要予約/参加費200円)
10：00
10：30

【恵星】
【森の木】

★「かざぐるまを作ろう」(300円※要予約)
ぷちぱぴ・いんぐりっしゅ
(1～3歳親子教室/無料/※要予約)10時受付

2 水 10：30 【くすの木】 ぷちぱぴ・いんぐりっしゅ
(1～3歳親子教室/無料/※要予約)10時受付

3 木 10：00 【恵星】 ★「さくらんぼリズムをしよう」
　(300円※要予約)

4 金
5 土
6 日
7 月
8 火 10：00 【恵星】 ★「さくらんぼリズムをしよう」

　(300円※要予約)

9 水 11：00 こりすのへや
（1歳からのおはなし会）

10 木 10：00 【恵星】 ★「かざぐるまを作ろう」(300円※要予約)

11 金
12 土 11：00

11：30
3さいからのおはなし会
3さいからのおはなし会

13 日
14 月 10：00 【春日どろんこ】 芸術学校「ひな人形作り」

(※要予約/無料)

15 火 10：00 【恵星】 ★「タオルであそぼう」(300円※要予約)

16 水
10：00 【春日どろんこ】 自然食堂「味噌汁作り」

(※要予約/参加費200円)
10：30 【森の木】 ぷちぱぴ・キッズビクス

(1～3歳親子教室/無料/※要予約)10時受付

17 木
18 金
19 土 11：00

11：30
3さいからのおはなし会
3さいからのおはなし会

20 日
21 月
22 火 10：00 【春日どろんこ】 青空保育(若葉台中央公園にて/

無料/雨天中止)

10：00
10：30

【恵星】
【もみの木】

★「うどんをつくろう」(300円※要予約)
ぷちぱぴ・キッズビクス
(1～3歳親子教室/無料/※要予約)10時受付

23 水
24 木

10：00
10：30

【恵星】
【くすの木】

★「うどんをつくろう」(300円※要予約)
ぷちぱぴ・キッズビクス
(1～3歳親子教室/無料/※要予約)10時受付

25 金 10：30 【もみの木】 ぷちぱぴ・いんぐりっしゅ
(1～3歳親子教室/無料/※要予約)10時受付

26 土 11：00
11：30

3さいからのおはなし会
3さいからのおはなし会

27 日
28 月

※…要予約

2022年2月

市民図書館
（ふれあい文化センター）

保育所・園

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

幼稚園

✆新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行※が中止になる場合があります。
詳細については各施設へお問い合わせください。

3さいからのおはなし会

感染対策のため

・２部制です。（内容は同じ）

・名前と連絡先を確認します。

★【恵星幼稚園】

1日・8日・15日・22日(火曜日)

3日・10日・24日(木曜日)

≪持ち物≫水筒、帽子、タオル、その他必要なもの、

親子とも汚れても良い服装

【春日小鳩幼稚園】

幼稚園見学は随時行っています。

※電話にて要予約



保育所・園 連絡先 園庭開放 幼稚園 連絡先

あいあい保育園 915-7555 当面の間なし 泉ヶ丘幼稚園 574-4154

青葉やまと保育園 571-3267 当面の間なし 春日小鳩幼稚園 581-5905

岡本保育所 591-3617 当面の間なし 春日幼稚園 501-3425

春日白水保育園 582-2657 当面の間なし くすの木幼稚園 571-0254

春日中央保育園 581-8640 なし 恵星幼稚園 501-7635

春日どろんこ保育園 710-0275  9:30～16：30 (月～土) 須玖幼稚園 582-9830

春日原保育所 571-0153 当面の間なし 宝幼稚園 591-2414

春日やよい保育園 502-8500 当面の間なし もみの木幼稚園 582-4292

須玖保育所 501-3090 当面の間なし 森の木幼稚園 592-3977

昇町保育所 571-1915 当面の間なし

まみぃ保育園 588-7300 なし 児童センター 連絡先

若竹保育園 591-6023 当面の間なし 毛勝児童センター 581-5614

白水児童センター 593-2777

須玖児童センター 573-2431

光町児童センター 501-7014

春日市の施設 連絡先

春日市役所 584-1111

市民図書館 584-4646

総合スポーツセンター 571-3234

ふれあい文化センター 584-3366

福岡県小児救急医療電話相談

夜間（19時～翌朝7時）、子どもの急な

病気や怪我に対する処置の判断に迷った

ときに。 電話 ♯8000

小児科夜間・休日救急診療

●福岡大学筑紫病院（筑紫野市俗明院）

TEL:092-921-1011

月・水・金曜日 １７時～２１時３０分

●福岡徳洲会病院（春日市須玖北）

TEL:092-573-6622

火・木・土曜日 １７時～２１時３０分

日曜日 9時～２１時３０分

※いずれの病院も祝日は、 9時～２１時３０分です。

※いずれの病院も受付終了は ２１時です。

189番にかけると

お近くの児童相談所につながります。

妊娠期から18歳未満の子育て中の様々な相談に応じます。子育て支援

コーディネーター、母子保健コーディネーターが常駐しています。

【相談内容】妊娠、母乳、離乳食、育児、予防接種、成長発達、

保育所(園)、幼稚園、子育て支援サービス、地区サロンなど

(併設) 家庭児童相談室

家庭児童相談員が、子ども本人からの相談、保護者からの養育、 性格行動、

しつけ、不登校、反抗期などの相談に応じます。

子ども虐待の相談・通報にも対応します。

【場所】春日市昇町1-120

【電話】092-584-1015 【ＦＡＸ】092-501-0051

【Ｅメール】ko_sodan@city.kasuga.fukuoka.jp

(併設) ファミリー・サポート・センターかすが

お子さんの預かり・送迎等、会員による相互援助活動です。

言語や行動面の心配などについての相談に、心理士・言語聴覚士・

作業療法士などが応じます。

【対象者】0～15歳の子どもとその保護者

【相談方法】面接(事前に電話で予約が必要です)

【相談日時】完全予約制

【場所】春日市昇町1-120

【電話】092-588-5150 【ＦＡＸ】092-501-0051

須玖児童センター 発行
須玖児童センターは、0歳～就学前のお子さんの遊びの場(たんぽぽルー

ム)の提供を行っています。子育て支援員が相談もお受けします。

駐車場は台数が限られています。できるだけ、公共交通機関をご利用く

ださい。 【開館時間】

【住所】春日市須玖南2-120 (火～日)10:00～11:50

すくすくプラザ内 13:00～14:40

【電話】092-573-2431                   15:00～16:50

(月・祝休日・第３火・年末年始はお休み)

春日市子ども・子育て相談センター(いきいきプラザ)

春日市子ども発達支援室(いきいきプラザ)

mailto:ko_sodan@city.kasuga.fukuoka.jp

