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月

火

だいいち子育て支援センターは熊本市に在住の 0 歳から就学前のお子さんを対象に
親子でつどい自由に交流できる場です。

土

２
３
10：30～11：30
10：00～12：00
「新聞紙プール
自由開放日
あそび」 「なかよしくらぶ」

１０
１１
10：00～12：00
自由開放日
建国記念の日
「なかよしくらぶ」
お休み

１２
10：30～11：30
あそびのひろば
「紙皿あそび」

お休み

９
10：00～12：00
親子講座※要予約
「親子おやつ作り教室」
参加費 1,000 円
１６
10：00～11：00
（9：45～受付）
わくわくひろば
「身体測定」

１７
10：30～11：30
サークル活動日
「新聞紙ビリビリ
あそび」

１８
10：30～11：30
絵本のおはなし会
小林美智子さん

お休み

２２
10：30～11：30
「プラ板作り」

２３
10：00～12：00
アロマ教室
「リップクリーム」
※予約制

２４
10：30～11：30
「マタニティ・
マミーカフェ」

２５
10：00～12：00
にこにこひろば
「おひなさま製作」

１９
２０
10：30～11：30
「ベビー教室」※予約制
ベビーマッサージ
（ねんね期対象）
（持ち物：バスタオル）
２６
２７
10：30～11：30
「スタンプあそび」

１４

《開所時間》月～金曜日 午前 9 時～午後 5 時

戸外に出ると吐く息が白く、寒さを実感します。病気に負けないように、
「おにはーそと、ふくはーうち」

と節分の日は元気良く豆まきをして、1 年間元気に過ごせるよう願いながら、豆を食べましょう！
さて、2 月の子育て支援センターでは、おひなさま製作やプラ板作り、ゲーム遊びなど…製作や体を動か
したりしながら、親子で楽しめる活動を計画しています。親子講座では、藤田美津代先生の『おやつ作り』
、
地域交流ひろばでは、
『豆まき会』を予定しております。どうぞお楽しみに！！ママ友を誘って暖かい服装
でおいで下さいね♥お待ちしております!!

２１

２８
お休み

２９
10：00～11：00
保育体験会
場所：第一幼育園
※予約制

冬に多い皮膚の
トラブルがしもやけです。冷たい風に
当たり、血管が縮んで血行が悪くなる
と、手先・足先などがかゆくなります。
５分ほどお湯で温めてから、ゆっくり
マッサージすると、血行が
良くなり、かゆみが
治まります。

親子陶芸教室→お皿や花瓶などとてもすばらしい作品が出来上がり
ました。焼き上がり楽しみです！！
鬼のお面作り→節分の日に向けてかわいい鬼のお面を作りました。

親子講座“親子おやつ作り教室”のご案内
き： 2 月 9 日（火）10：00～12：00

バター不使用、ホットケーキミックス、板チョコ、卵、牛
乳と４つの材料だけで作るチョコレートブラウニーのレシ
ピです。コンビニで手に入る材料で、
ふわふわのブラウニーが簡単に作れます。
≪材料≫（20cmX20cm のスクエア型 1 台分）
・ホットケーキミックス…200ｇ
・チョコレート…板チョコ 2 枚（58ｇ×2）
・卵…1 個
・牛乳…120ml
≪作り方≫
①
耐熱容器にあらく砕いたチョコレートを入れ、600w の
電子レンジに 1 分 30 秒かけてとかします。
②
ボウルに卵と牛乳を入れ、よく混ぜます。
③
ホットケーキミックスを加え、泡立て器で全体がなめら
かになるまで混ぜます。
④
とかしたチョコレートを加え、よく混ぜます。
⑤
オーブンペーパーを敷いた型に生地を流し入れ、平らに
します。180℃に予熱したオーブンで 15 分焼きます。
ワンポイントアドバイス！
しっとりタイプがお好みの方は、卵を卵黄のみ、牛乳を
100ml に代えて作ってみてください。お好みで仕上げに
カカオパウダーをかけても。思い立ったらすぐできるふ
わふわブラウニー、どうぞお試しくださいね。

内

容： 親子でおやつを作ろう（※参加費 1,000 円）

講

師： 藤田美津代先生

【メニュー：ちんすこう、中華まん】
10 組（※予約制ですのでお早めに!!）

と き： 2 月 17 日（水）10：30～11：30
ばしょ： だいいち子育て支援センター
内 容： 新聞紙ビリビリあそび
※自由参加ですので、興味のある方は是非ご参加
下さい。お尋ねは、子育て支援センターまで・・・。

５
６
10：30～11：30
「ゲームあそび」
※動きやすい服装
でご参加下さい。
１３

※妊婦さん集まれ～!!

※子育てのいろいろな情報や保護者同士の交流の場を提供しています。

２月のテーマは紙皿あそびです。

２月は「おひなさま製作」を親子で楽しみたいと思い
ます。１０時からおやつタイムになります。そのあと
みんなで楽しい活動の時間です。

☆と
毎月 1 回、身体測定を行っています。子どもさんの体の
成長を一緒に喜びましょう。子どもさんの写真を付け
て、記念の身体測定表をプレゼントしています。
初めての方もお気軽にご参加下さい。
地域の“ボランティアくれよん”の小林美智子さんが毎
月子育て支援センターに絵本の読み聞かせに来られて
います。お気軽にご参加下さい。

き：2 月 4 日（木）11：00～12：00
※10：23 頃、園の航空写真を撮影します
ので、11 時においで下さい。

☆ばしょ：だいいち子育て支援センター
☆内 容：節分のおはなし・Let’s 豆まき・
うたってあそぼうです!!
※鬼のお面をお持ちの方はご持参下さい。
※鬼さんも登場します!!
※予約制となります。電話でも受け付けます。

生後 3 ヶ月～1 歳半までのお子さんを対象としたひろば
です。ふれあい遊びや子育てについての悩みなどを一緒
におはなししてみませんか？
健康・発達・あそび・食事・睡眠・排泄・育児のＱ＆Ａ。
ママの悩みはつきないですね。そんな悩みをお気軽に
ご相談下さい。担当の保育士が温かく対応いたします。
※個別の相談日となっておりますので予約制です。

毎週水曜日 10：00～12：00
活動の枠にとらわれず、時間帯内のお好きな時間に、
子どもたちが自由に好きな遊びを楽しめるひろばで
す。子どもたちが仲良く、お母さんたちも仲良くふ
れあい…友だちの輪を広げてみませんか。

ばしょ： 「雁回館」調理室と和室

４
11：00～12：00
地域交流ひろば
「豆まき会」

《お知らせ》 ３月の親子講座は「The 整体」です。
地域交流ひろばは「おべんとう会」ですのでどうぞお楽しみに…。

※都合により予定が変更になる場合がありますのでご了承下さい。

対象人数：

金

１
「子育て相談室」
子育てに悩みのあ
るママのための日
です。※予約制。
８
10：30～11：30
「ひよこルーム」
生後 3 ヶ月～1 歳半ま
でのお子さん対象
１５
10：30～11：30
「シールあそび」

お休み

と

木

《園庭開放について》
月~金曜日 9：00~17：00 までのお好きな時間帯で遊ぶことができます。

７

「節分」には季節を分けるという意味が
あり、立春・立夏・立秋・立冬の前日の
ことです。昔は立春が 1 年の始まりだっ
たので、節分といえば立春の前の日を
指すようになりました。悪いものや災い
にたとえた鬼を、豆をまいて追い払い、
1 年の無病息災を願います。

水

プラ板と聞いて「懐かしい！」と思った人も多いのでは
ないでしょうか。子育て中のママは忙しい！ということ
で、短時間で簡単にできるプラ板作りを親子で一緒に楽
しみましょう♥
同年齢の子ども達と一緒に保育園生活を体験してみ
ませんか？親子でどうぞご参加下さい。
（予約制となっています。
）

毎月 1 回、マタニティ・マミーカフェを開催しています。
同じ月齢のお子さんを持つお母さんならではの悩みや成長
の喜びを話したり！これから出産するマタニティのママさ
ん達‼‼是非、先輩ママさん達に話をきいてみませんか？
出産前にママ友を作り、みんなで楽しく子育てをしましょ
う♥ （対象：妊婦さん＆生後 1 ヶ月～5 か月の親子)

【お問い合わせ先】
子育てほっとステーション

だいいち子育て支援センター（第一幼育園内）
〒861-4152 熊本市南区富合町新 256-1
TEL:096-357-1245
FAX:096-357-4656
【E-mail】youikuen@agate.plala.or.jp
【ホームページ】http://youikuen.com/

