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お休み

１１
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。

１８
お休み

《開所時間》月～金曜日 午前 9 時～午後 5 時
２５

柔らかな秋の日ざしが降り注ぎ、少しずつ季節の変化を感じられるようになってきました。秋も深まってきたよう
です。魚や野菜・果物がおいしい「味覚の秋」を迎えました。旬の物を食べて、かぜなどの病気にかからない強い体
で過ごせるようにしましょう！！
さて、今月の子育て支援センターは、かすみ先生によります“アクセサリー作り”を計画しています。参加ご希望の
方は早めにご予約ください。地域交流ひろばでは、『なかよし運動会』、親子講座では、「ぶらんこ」代表 渡邊桂子
先生による「パネルシアター」を開催します。どうぞお楽しみに！！

お休み

５
10：30～11：30
「おさんぽ・デー」
雨天時：雨具（傘・長靴
等を準備して下さい。
１２
体育の日
お休み
１９
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
２６
10：30～11：30
「砂場あそび」
※雨天時：室内あそび

６
10：00～11：00
保育体験会
場所：第一幼育園
※予約制
１３
10：30～11：30
「ハロウィン
リース作り」
２０
10：00～11：00
（9：45～受付）
わくわくひろば
「身体測定」
２７
10：30～12：00
アロマ教室※予約制
「ハンドクリーム」
＊富永先生の教室!!

文：得田之久 絵：久住卓也
出版社：童心社
走って走って、さぁどの虫さんがいち
ばん早いかな～♪ダンゴムシは玉入
れの玉になってがんばっていますよ
～♪虫に興味を持ちはじめた、小さな
お子さまにもおススメの一冊です。

←森林先生によるスク
ラップブッキングとて
も大盛況でした。
世界に一つだけのオリ
ジナルですね～♥

←敬老の日制作
にはたくさんの
方が来られまし
た。どれも素敵な
作品が出来上が
り、きっとおじい
ちゃん、おばあち
ゃんも喜ばれた
ことでしょう。

※雨天時：室内あそび

１５
10：30～11：30
絵本のおはなし会
小林おねえさん
２２
10：30～11：30
「ヘアアクセサリー
作り」※予約制

１６
１７
10：30～11：30
ベビー教室※予約制
「ベビーマッサージ」
＊南先生の教室です!!
２３
２４
10：30～11：30
あそびのひろば
「段ボールあそび」

２８
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

２９
10：00～12：00
にこにこひろば
「しかけ絵本」

３０
10：30～11：30
「マタニティ・
マミーカフェ」

☆対
☆日
☆場
☆内

象：
時：
所：
容：

1 歳～6 歳（就学前）までのお子さんとその保護者
平成 27 年 10 月 3 日（土） 午前９時１５分開会
雁回館アリーナ
第一幼育園の運動会への参加

☆皆さん方の出番はプログラム⑨番です。午前 10 時頃においで下さい。

３１

※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。

１０月のテーマは段ボールあそびです。

10 月は「戸外あそび」や「サーキットあそび」などを
親子で楽しみたいと思います。遊んだあとは、ティー
タイムとおしゃべりの時間です。

＊日時： 10 月 21 日(水)10：30～12：00
＊場所： だいいち子育て支援センター
＊内容： 自由あそび
＊子育てサークルに興味のある方、
参加してみたい方は…だいいち子育
て支援センターへお気軽に
お尋ね下さい!!

富合小学校で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。
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？

※個別の相談日となっておりますので予約制です。

第 2 回マタニティマミーカフェ開催しました!今
回は４組の参加でした。初対面のお母さん達同志
だったにもかかわらず、同じ月齢くらいのお子さ
んを持つお母さんならではの悩みも出て、スッキ
リした様子でした。これから出産するお母さん!!
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)

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
なかよく身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。
（要予約）
●日

時：

●場
所：
●申 込 み：

平成 27 年 10 月 9 日（金）
午前 10：30～12：00
第一幼育園ホール
予約制になります

《持ちもの》
・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。

毎週水曜日 10：00～12：00
10 月の地域交流ひろばは、「第一幼育園秋の大運動会」です。みなさんの出番があ
りますので、元気いっぱい、かけっこやハイハイ、お母さんやお父さんに抱っこされ
て一緒に参加されてみませんか？お土産を準備してお待ちしておりま～す!!

８
10：00～12：00
にこにこひろば
「戸外あそび」

土
３
地域交流ひろば
「第一幼育園 運動会」
場所：雁回館アリーナ
時間：午前 9：15 開会
１０

１４
10：30～11：30
親子講座
「パネルシアター」
講師：渡邊桂子先生
２１
・自由開放日
・子育てサークル活動
“クローバー”

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。

目の愛護デー
10 月 10 日は「目の愛護デー」
です。ふだんから目を大切にしてい
ますか？ゲームやテレビは時間を
決め、途中で休憩を入れましょう。
絵本を読むときは姿勢を正して明る
いところで読みます。戸外でたくさ
ん遊んで、時には遠くの景色に視線
を移し、目によいとさ
れる食べ物も食べま
しょう。

７
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

金
２
「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
９
10：30～12：00
「なかよし運動会」
※予約制

《お知らせ》 １１月の親子講座は「ヘアアレンジメント教室」です。
地域交流ひろばは「親子リトミック教室」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。

むしたちのうんどうかい

木
１
10：00～12：00
にこにこひろば
「サーキットあそび」

《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。
４

秋になると、コオロギの「コロコロコ
ロ」、マツムシの「チンチロチン
チロ」、スズムシの「リーンリーン」
など、かわいい虫の声が聞こえて
きます。これらは前羽をこすり合わせ
ている音で、鳴くのはオスだけです。
自分の縄張を示すとき、けんかのと
き、メスを呼ぶときなどに鳴くようで
す。虫によって鳴き声が違うので、当
てっこして遊ぶのもいいですね。

水

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。
乳幼児ママ・パパ教室「パネルシアター」を行います!!
「楽しいパネルシアター」という内容で講師
に「ぶ
らんこ」代表 渡邊桂子先生をお招きしての講座です。
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。
）

今月は、香寿美先生によりますアクセサリー作りを開催します。
女の子のお母さん！！愛するお子さんの為に、手作りの
アクセサリーを作りませんか？もちろん男の子のお母さ
んも大歓迎ですよ！予約制になりますので、早めに予約
をお願いします。

【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/

