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月

火

水

木

金

土

６10：00～12：00
「敬老の日
プレゼント作り」
※写真を 3～4 枚
お持ち下さい
１３
10：30～12：00
地域交流ひろば
「バルーンアート」
スマイルハート藤岡さん
２０
10：30～12：00
ベビママ教室※予約制
「ベビーマッサージ」

７
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

２７
10：30～12：00
親子講座
「わらべうた」
講師：石田雅子先生

２８

《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
お休み

８
お休み

１５

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

２２
日中は日ざしが厳しいですが、朝晩はすっかり涼しくなりました。季節の変わり目は、体調の変化に気をつけて、元気いっぱい
過ごしていきたいですね。
9 月は、敬老の日があります。いつもお世話になっているおじいちゃん、おばあちゃんに感謝をこめて、だいいち子育て支援
センターでも敬老の日制作をしたいと思います。きっと、おじいちゃん、おばあちゃんも喜ばれると思いますので、ママ友誘っ
て、お気軽においで下さい。
さて、今月のだいいち子育て支援センターは、「シャボン玉あそび」「トランポリン」「敬老の日制作」を予定しております。親子
講座は、“わらべうた”、地域交流ひろばは、毎年大人気の“バルーンアート教室”を予定しております。どうぞお楽しみに
子育て支援センターでは天候にかかわらずたくさん遊べますので、お気軽にお越し下さいね。

２
10：30～12：00
制作の日
「お月見を
つくろう！」
９※予約制
10：30～12：00
「英語教室」
れいこ先生の教室💛

敬老の日
お休み
２３

お休み

２９
お休み

秋分の日
お休み
３０
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）

３
10：00～12：00
にこにこひろば
「シャボン玉遊び」

４
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

５
10：00～12：00
にこにこひろば
「トランポリン」

１０
10：30～12：00
制作の日
「お月見を
つくろう！」
１７
10：30～12：00
「キッズワーク」
※１歳半以上の
おともだち対象
２４
10：30～12：00
お楽しみ教室ママ Time
「アロマ練り石鹸」
※予約制

１１
10：00～11：00
（9：45～受付）
わくわくひろば
「身体測定」
１８
10：30～12：00
サークル活動日
「ライフプランニングセミナー」

１２
10：30～12：00
「ひよこルーム」
生後 2 ヶ月～1 歳半ま
でのお子さん対象
１９
10：30～11：30
絵本のおはなし会
小林美智子さん
場所：とみあい図書館
２６
10：30～11：30

※事前予約が必要です。

２５
10：30～12：00
わくわくひろば※予約制
「マタニティ・
マミーカフェ」 「８・９月生まれ
おたんじょう会」
※プレママ集まれ～♪

１４
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」
２１
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

第一幼育園運動会
の為、お休み

《お知らせ》 １０月の親子講座は「ヘアーアレンジメント教室」です。
地域交流ひろばは「なかよし運動会」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。

※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。

９月のテーマは「お月見を作ろう」です。
毎月第 3 金曜日は、RTA
指定スクール Peluche～プ
ルシェ～代表南理恵先生の
教室です。今月は、ベビー
マッサージです 初めて
の方も大歓迎 ご質問が
あれば支援センターにどう
ぞ ※予約制となります。

熊本市の各子育て支援センターで
も活動されています“ほっとサポー
ター”の石田雅子さんをお招きし
て、“わらべうた”をして頂きます。
親子で楽しい時間に過ごしましょ
う！お気軽にご参加下さい。

＊プールあそび

＊助産師さんのお話
助産師の加治美由起さ
んの「命の誕生」につ
いての講座でした。
とっても素敵なお話を
して頂きました。

ＫＵＭＯＮ富合教室の浅井れいこ先生をお招きした講座です！第 1 回目、2 回目もと
っても大好評でした❤初めて参加の方もまた参加したい方も大歓迎です。遊び感
覚で一緒に英語に親しんでみませんか？※予約制になります。
～子ども達に英語に少しでも触れてもらいたいなぁ～と思います。～
＊日

時：

9月9日（月）10：30～11：30

＊場

所：

だいいち子育て支援センター

暑い夏は、プール遊び
が 1 番❤子ども達と
っても気持ちよさそう
でした。
＊離乳食のお話
熊本市南区役所の
管理栄養士さんを
お招きして頂きまし
た。ママ達、離乳食
頑張って下さい♡

※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

英語教室

9 月 2 日(月)～9 月 6 日(金)

ベビママ教室

9 月 9 日(月)～9 月 13 日(金)

お楽しみ教室♡ママ time

9 月 10 日(火)～9 月 19 日(木)

8・9 月生まれの誕生会

9 月 2 日(月)～9 月 25 日(水)

＊8組限定ですので、ご予約はお早めに！

9 月は「シャボン玉あそび」
「トランポリン」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？
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。
※個別の相談となっていますので事前の電話予約となります。

隔週土曜日 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。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。

8 月の地域交流ひろばは、熊本県バルーン
アート協会で活躍されているスマイルハー
ト藤岡さんの教室です。親子で風船に触れ
て、楽しい時間を過ごしませんか？
今年はどんな風船が登場するかな？
～お楽しみに～

☆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 9 月 13 日（金）10：30～12：00

☆場

所：

第一幼育園ホール

☆内

容： バルーンアート教室（※自由にご参加下さい♡）

☆講

師：

スマイルハート

藤岡

秀和さん

今月のサークル活動は、ライフプランについてお
話して頂きます。ご興味のある方は、ぜひ、おい
で下さい！お待ちしております！
予約制になりますのでお早めにどうぞ
＊日 時：9 月 18 日 10：30～12：00
＊場 所：だいいち子育て支援センター
＊講 師：ソニー生命保険株式会社
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ 宮本 亮輔 氏
＊予約制(6 組)
＊ご予約は支援センターにお願いします。

9 月 26 日（木) 10:30～11:30
『８・９月生まれのおたんじょう会』
その月生まれのお友だちと、子育てでがんばってい
るお母さんをみんなで楽しくお祝いします。
誕生月の子どもさんとお母さんには、ちょこっとプ
レゼントをご用意しています。予約制となっていま
すので、だいいち子育て支援センターまでお申し込
み下さい。

【お問い合わせ先】
子育てほっとステーション

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大切なことです。気軽に参加
して下さい。
アロマオイルを使った練り石鹸を作ります。手でコネコ
ネするだけで簡単に作れる練り石鹸。香りに癒されます
よ～♥

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://www.youikuen.com/

