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《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。

１
10：30～12：00
「砂場あそび」

６
お休み

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。《開所時間》月～金曜日 午前 9 時～午後 5 時 土曜日 午前９時～午後１時

１３
お休み

２０

朝夕が涼しくなり、随分、過ごしやすくなりました。季節の変わり目は体調を崩してしまいます。お子さんの体調管理だけでは
なく、お父さん、お母さんの体調にも十分気をつけてくださいね！！今年の夏は、特に暑く、雨も多かったので外遊びがあまりで

お休み

きませんでした。１０月は、気候も良いので外遊びや体を動かす活動をたくさんしていきたいと考えています。
今月のだいいち子育て支援センターは、「かけっこ・ハイハイ競争」「ハロウィンパーティー」「戸外あそび」です。地域交流ひろ

２７

ばは、「なかよし運動会」、親子講座は、「ヘアアレンジメント教室」、そして初企画の「お出汁＆お料理教室」と内容が盛りだくさん
お休み

です。どうぞお楽しみに❤

【講師のご紹介】
○宮崎 桂一先生
・だしソムリエ協会 だしソムリエ認定講師
・お出汁の普及活動中
○山中 美和先生
・フードアナリスト
・小料理屋 まんじぇ経営
・ラジオ番組 FMK Charmy2 熊本トヨペット
チャーミーカラフルレシピ出演中
・ＫＫＴ てれビタ もぐもぐクッキング出演中

今月のサークル
活動は、みんなで
つつじヶ丘公園へ遠足に行きます♡
●日 時：10 月 15 日(火)10：30～13：00
●場 所：つつじヶ丘公園
●準備するもの：弁当、水筒、レジャーシート、
汗拭きタオル
※現地集合、現地解散になります。
※雨天の場合は、だいいち子育て支援
センターで自由あそびに
なります

お楽しみ教室＆ママ time のご案内
今月は、アロマワックスバーを作ります。
今月も、ママもオリジナル作品を作りに
来ませんか？毎月、大好評の講座にな
ります。 ※予約制になります。
お早めにどうぞ

←バルーンアート教室
スマイルハートの藤
岡さんをお招きして、
ハロウィンのバルー
ンなど夢のあるバル
ーンの世界でした
←敬老の日制作
大 好 き な お じい ち
ゃん・おばあちゃん
にティッシュケース
を作りました

※この期間にご予約お願い致します。お電話の受付時間は、
午後 1 時～4 時の間になります。宜しくお願い致します。

活動名

予約期間

なかよし運動会

10 月 1 日(火)～10 月 9 日(水)

お出汁＆お料理教室

10 月 3 日(木)～10 月 11 日(金)

ヘアアレンジメント教室

10 月 7 日(月)～10 月 24 日(木)

お楽しみ教室ママ time

10 月 7 日(月)～10 月 24 日(木)

ソルフェージュ

10 月 7 日(月)～10 月 24 日(木)

ンジを教えてもらいましょう！！

9 月は「かけっこ」「ハロウィンパーティー」等を親子
で楽しみたいと思います。活動のあとはティータイム
とおしゃべりの時間を楽しみたいと思いま～す♥
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。
絵本の読み聞かせを中心に活動されている“ボランティ
アくれよん”の小林美智子さんが毎月アスパル富合内に
あります「とみあい図書館」においで頂き、絵本の読み
聞かせを行っています。お気軽にご参加下さい。
生後 2 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？

時：令和元年 10 月 28 日（月）10：30～12：00

場

所：だいいち子育て支援センター

講

師：B‐STAFF 古山琴香先生

内

容：ヘアアレンジメント教室

４
10：00～12：00
にこにこひろば
「かけっこ・
ハイハイ競争」
１０
１１
10：30～12：00
10：30～12：00
地域交流ひろば
「ひよこルーム」
「なかよし運動会」 生後 2 ヶ月～1 歳半
※予約制（35 名）
までのお子さん対象
１７
１８
10：30～11：30
10：30～11：30
絵本のおはなし会
ベビー教室※予約制
「ベビースキンケア」
小林美智子さん
＊南先生の教室です!!
２４
２５※予約制
「子育て相談室」
10：30～11：30
子育てに悩みのあ 「ソルフェージュ」
るママのための日
青木利加先生の
です。※予約制。
教室
３１
10：30～12：00
にこにこひろば
「ハロウィンパーティー」
※コスプレして参加してね‼

５
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」
１２
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」
１９
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」
２６
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

だいいち子育て支援センター主催、
なかよし運動会を開催します。
かけっこやハイハイ競争、お遊戯、玉入れなど親子で仲
良く体をいっぱい動かして楽しく遊びましょう。運動しや
すい服装でおいで下さい。
＊日

時 ： 令和元年 10 月 10 日（木）10：30～12：00

＊場

所 ： 第一幼育園ホール

＊申込み：予約制になります。（定員 35 名）
＊持ち物 ： 水筒、汗拭きタオル、体育館シューズ
（必要であればご持参下さい。）

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。
※個別に相談日がある方は事前にお申込みくださいね。

10：00～12：00

＊予約制です。

日

３
10：30～12：00
「風船あそび」

※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。

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。

のヘアをママが出来たらとっても素敵ですよね～❤そんなママたちの為に、簡単アレ

土

１０月のテーマはハロウィン作りです。

毎週土曜日

ヘアアレンジメント教室を開催します。七五三や結婚式などのイベントに子どもさん

金

《お知らせ》１１月の親子講座は「カラーキュービックマム」です。
地域交流ひろばは「親子ヨガ教室」ですのでどうぞお楽しみに…。

２
10：00～11：00
0・1・2 歳児さんの
ための保育体験会
※自由参加です
７
８
９
10：30～12：00
10：30～12：00
10：00～11：00
「制作の日
「制作の日
（9：45～受付）
～ハロウィン～」
～ハロウィン～」 わくわくひろば
「身体測定」
１４
１５
１６ ※予約制
10：00～12：00
子育てサークル活動
体育の日
「お出汁＆お料理教室」
「ピクニック」
お休み
場所：雁回館
行先：つつじヶ丘公園
（調理室・和室）
集合時間：10：30（現地）
２１
２２
２３
10：30～12：00
10：30～12：00
「キッズワーク」
即位礼正殿の儀
「マタニティ・
※1 歳半以上の
祝日（お休み）
マミーカフェ」
おともだち対象
２８※予約制
２９※予約制
３０
10：30～12：00
10：30～12：00
10：30～12：00
親子講座
お楽しみ教室ママ Time
にこにこひろば
「ヘアーアレンジ
「アロマワックスバー」 「戸外あそび」
メント教室」
＊富永先生の教室!!

※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。

だいいち子育て支援センター初の企画！
お出汁＆お料理教室を計画しました。
お出汁の旨味で作った料理のお味とは…メ
ニューの内容にも興味がありますね
【日 時】令和元年１０月１６日（水）
午前 10：00～12：00（終了予定）
【場 所】雁回館（調理室、和室）
【内 容】お出汁を使ったメニューは
○きのこと蓮根すいとん
○干し椎茸と鶏肉の煮物
○カリカリ梅とジャコの混ぜご飯
以上、3 品を予定しております。

木

毎月 1 回、マタニティ・マミーカフェを開催しています。
南区ではお住まいの地域の中で、これからママになる妊婦さんの
ための交流のひろばがひらかれています♪赤ちゃんを迎える準
備を一緒に始めてみませんか？

(対象：妊婦さん＆生後 1 ヶ月～1 歳の親子)

【お問い合わせ先】
子育てほっとステーション

Halloween パーティーをします。
当日は仮装して遊びに来てくださいね～ ♡
皆でお菓子パーティーもします☆
お気軽にどうぞ～☆

1 歳半から『キッズワーク』をしています。線を書く練
習など子どもの発達の上でとても大切なことです。気軽
に参加して下さい。
（内容 ：線あそび、ぬりえ等）

今月は、0・1・2 歳児の保育体験です。
（自由参加となっています。
）

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/

