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No.199

第一幼育園
行事のため
お休み

《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。
２
お休み

９
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

１６
お休み

２３

6 月は日々の天候の変化が激しく、鼻水、咳、発熱と体調を崩しやすいですね。大人でも体調管理が難しい季節の変わ
り目なのでお子さんだけでなくお父さん・お母さんも病気しないように休養と食事をしっかり摂ってく下さいね！！
雨だとお子さん連れの外出はとても大変だと思いますが、だいいち子育て支援センターでも楽しい活動をたくさん
考えています。父の日制作もします♡いつも頑張っているお父さんにお子さんと一緒に作りに来ませんか？？
さて、今月のだいいち子育て支援センターは、
「父の日制作」
「パネルシアター」
「シールあそび」です。親子講座で
は、南区役所保健子ども課をお招きして“親子はみがき教室”
、地域交流ひろば、ピラティスセナ代表清田 哲生先生
をお招きして“ママピラティス”を予定しております。お気軽にご参加下さい♡

お休み

３
10：30～12：00
「ひよこルーム」
生後 3 ヶ月～1 歳半ま
でのお子さん対象
１０
10：30～12：00
制作の日
「傘を作ろう①」

４
10：30～11：30
「おさんぽ・デー」
（雨天時は傘・長靴・
レインコート持参）
１１
10：30～12：00
制作の日
「傘を作ろう②」

卑弥呼のいた弥生時代、人のあ
ひ － 肥満防止
ごの骨は、たくましくがっちりし
み － 味覚が発達
ており、当時の食事を復元して
こ － ことばがすっきり
予想される 1 回の食事の咀嚼回
の － 脳が発達
数はなんと、3990 回！現代は
は － 歯の病気予防
620 回と言われているので、約 6
倍以上です。
が － がん予防
い － 胃の働きを良くする
ぜ － 全力投球できる！
しっかり噛むことは、いろんな効果があります。
まずは、家族みんなで、いつもより 5 回噛む回数を増やしてみよう☆

動

名

お休み

予

←制作の日
カーネーションを作
ろう♡では、広用紙い
っぱいにカーネーシ
ョンの花束を作りま
した。身体測定でとて
も喜ばれました♡

☆対 象： 0 歳～6 歳（就学前）までのお子さんとその保護者
☆日 時： 令和元年 6 月 14 日（金） 10：30～11：30
☆場 所： 第一幼育園ホール
☆内 容： 「ママピラティス」 講師：ピラティスセナ 清田
☆持ち物： 水筒、タオル、動きやすい服装

哲生先生

期

ベビママ教室

6 月 10 日(月)～6 月 20 日(木)

小さな子どもにとって
ながぐつは特別！雨
【キッ
上がりにながぐつで
飛び出せば、心踊るお
さんぽの始まりです。
そして、なんと言って
も最 高 な の は 最 後 に
水たまりに飛び込むと
き。子供達の目がキラ
キラしちゃいますね。

↑お楽しみ教室ママ time
今年度も富永先生の教室
大好評でした❤

親子講座のご案内南区役所保健子ども課
の方がはみがきの指導に来られます。歯に
ついてのご相談などするいい機会です。
★日 時：
★場 所：
★内 容：
★持ち物：

１３
10：00～12：00
にこにこひろば
「父の日製作」

１５
10：00～12：00
「自由開放日」

２２
10：00～12：00
「自由開放日」

２９
10：00～12：00
「自由開放日」

《お知らせ》 ７月の親子講座は「０～３歳児への働きかけ」です。
地域交流ひろばは「夕涼み会」ですのでどうぞお楽しみに…。
※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。

６月のテーマは傘を作ろう！です。

間

6 月 5 日(水)～6 月 14 日(金)

←ソルフェージュ
りか先生のすてきな
歌声で親子で楽しい
時間を過ごすことが
出来ました

６月の地域交流ひろばは、ママピラティスを行います。ピラティスとは、リハビリの
ために考えられた誰にでも安全に行えるトレーニングです。独特な呼吸法で体幹の深層
筋(インナーマッスル)を意識しながら身体を動かします。ゆるやかな動きで体の内側か
らバランスを整えます。

約

お楽しみ教室☆ママ time

作・絵： 広野 多珂子
出版社： 福音館書店

７
８
10：30～12：00
10：00～12：00
「ふうせんあそび」 「自由開放日」

３０

※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

６
10：00～12：00
にこにこひろば
「シールあそび」

１４
10：30～11：30
地域交流ひろば
「ママピラティス」
※子どもさんの写真持参(3 枚)
講師：清田哲生先生
１７
１８
２０
２１
10：30～12：00
10：30～12：00
10：30～11：30
10：30～11：30
「キッズワーク」
お楽しみ教室☆ママ time
絵本のおはなし会
ベビママ教室
※１歳半以上の
「スパイススプーン」
小林美智子さん
「ファーストサイン」
お友だち対象
※予約制（10 組限定）
場所：とみあい図書館
※予約制（5 組）
２４
２５
２６
２７
２８
10：00～12：00
「子育て相談室」
10：30～11：30
10：00～12：00
10：30～11：30
自由開放日
子育てに悩みのあ 「マタニティ・
にこにこひろば
親子講座
「なかよしくらぶ」 るママのための日
マミーカフェ」 「パネルシアター」 「親子はみがき教室」
です。※予約制
※妊婦さん集まれ～!!
※仕上げ磨き歯ブラシ持参

※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。

しっかり噛むことの効果
『ひみこのはがいーぜ』

５
10：00～11：00
保育体験会
場所：第一幼育園
※自由参加
１２
10：00～11：00
（受付 9：45～10：15）
わくわくひろば
「身体測定」
１９
サークル活動日
10：30～12：00
「人形劇」

令和元年 6 月 28 日（金）10：30～11：30
だいいち子育て支援センター
はみがき教室
子どもさんが使用する歯ブラシ

6 月は「父の日制作」
「シールあそび」
「パネルシアター」
を親子で楽しみたいと思います。活動の後は、ティー
タイムとおしゃべりの時間を設けています。お気軽に
遊びにおいで下さい。
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。
おはなしボランティア小林美智子さんが毎月、アスパル
富合にあります「とみあい図書館」で絵本の読み聞かせ
に来られています。お友だち作りも兼ねてお気軽にご参
加下さい。

今月のサークルの活動は、劇団ひまわりさんをお招きし
てみんなで人形劇を観劇したいと思います。初めての方
も大歓迎♡♡ご質問がある方は、だいいち子育て支援セン
ターにお問合わせ下さい！！
●日
●場
●内

時：6 月 19 日(水)10：30～12：00
所：第一幼育園ホール
容：人形劇

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。

隔週水曜日＆土曜日 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。お気軽に遊びにおいで下さい。
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。
※自由参加ですので 10 時に来て下さいね～。
「うちの子と同じ歳の子は、どんな風に過ごしているのかしら？」等、
思ったことはないでしょうか。この機会にぜひお子さんと、第一幼育園の
同年齢クラスで、子どもたちと遊んだりしながら、保育体験をしてみませ
んか？子どもたちの姿を見つめることで日々の子育ての参考になれば幸
いです。

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～1 歳未満の親子)

【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/

