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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
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

お休み

２２
いきいきフェスタ
10：00～12：00
場所：雁回館トレー
ニングルーム
２９

秋から冬へとバトンタッチをするこの時季、1 日の気温差が大きくなり、動物や虫たちも、冬眠に向けて準備を始
めたようです。
さて、今月の子育て支援センターは、お母さん方のリクエストにお答えして、大津山琢先生によりますペットボト
ルでの手作りおもちゃを予定しておりますので、遊びに来て下さいね！！

お休み

地域交流ひろばでは、西村千明先生の「親子リトミック教室」、親子講座では、初の試みでＢｅ‐ＳＴＡＦＦから古山

２
10：30～11：30
「戸外あそび」

３

９
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
１６
10：30～11：30
地域交流ひろば
「親子リトミック教室」
場所：第一幼育園ホール
２３

１０
10：00～11：00
「保育体験会」
※予約制

勤労感謝の日
お休み

文化の日
お休み

１７
10：00～12：00
（9：45～受付）
わくわくひろば
「身体測定」
２４ ※予約制
10：00～12：00
アロマ教室
「抗菌ハンド
ジェル」

《お知らせ》 １２月の親子講座は「クリスマス製作」です。
地域交流ひろばは「第一幼育園発表会」ですのでどうぞお楽しみに…。
４
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

５10：00～12：00
（上映時間 10：30～11：15）
にこにこひろば
「子どもシアター」
内容：ノンタン

６
10：30～11：30
あそびのひろば
「毛糸あそび」

１１
＊子育てサークル
活動
*10：00～12：00
「自由開放日」
１８ ※予約制
「子育て相談室」
子育てに悩みのあ
るママのための日
です。
２５ ※予約制
10：30～12：00
親子講座
「ヘアアレンジ
メント教室」

１２
10：00～12：00
にこにこひろば
「どんぐり拾い」
１９
10：30～11：30
絵本のおはなし会
小林おねえさん

１３
１４
10：30～11：30
ベビー教室※予約制
「ベビーマッサージ」ハイハイ期
＊南先生の教室です!!
２０
２１
10：30～11：30
「マタニティ・
マミーカフェ」

２６
10：00～12：00
にこにこひろば
「七五三記念製作」
※子どもさんの写真持参

２７
２８
10：30～12：00
「手作りおもちゃ」
講師：大津山先生
※予約制

３０
10：30～11：30

七五三の写真を使って製作をします。
お気に入りの 4～5 枚をご持参ください。

わくわくひろば※予約制

「10・11 月生まれ
おたんじょう会」

先生のヘアアレンジメント教室を開催します！！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。

７

※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。

日時：11 月 22 日（日）
非常に強いアレルギー反応で、乳幼児では主に食物アレルギーが原因です。0
歳ではあまり見られず、早くても 1 歳過ぎから起こるという特徴があります。
通常、食物アレルギーがある子どもは除去食などの対策がとられています
が、誤ってアレルゲンにふれたり、食べたりしたときに起こります。食後５～10
分ほどですぐにまぶたがはれてきて、顔が真っ赤になります。見れば必ずわ
かるサインですから、すぐに内服薬を飲ませたり、医療機関への連絡をするな
どの対応をとってください。
注意!! 急にまぶたがはれて顔が赤くなったら医療機関に連絡を！
アナフィラキシーの症状はまず皮膚に現れます。疑わしい症状が見られたら
すぐに主治医に連絡し、救急搬送も検討します。

10：00～12：00

あそびのひろば

場所：雁回館トレーニングルーム
南 区 の子 育て 支援 セ ンタ ーが参 加
し、手作りおもちゃコーナー（ブンブ
ンゴマ・折り紙コマ）や輪投げコーナ
ー、滑り台コーナーをお手伝いしま
す。どうぞあそびにおいで下さい。
※いきいきフェスタに関する情報は市政
だより 11 月号に掲載してあります。

＊日時：11 月 25 日（水）10：30～12：00

11 月は「七五三記念製作」
「どんぐり拾い」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。
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。

感謝の気持ち 「いただきます」「ごちそうさま」は、食事に欠かせないあいさつです。

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。

「いただきます」には、いろいろな生き物の命をいただくという意味があり、「ごちそうさ
ま」は、食事を用意するために「馳走」して(走り回って)食材を集めるようすからきた言葉の
ようです。野菜や肉、魚が食卓に上がるまでには、いろいろな人の努力があります。感謝し
ていただきましょう。

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？

※先着順、予約制です!

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お
子さんにちょっとヘアアレンジしたいなぁ～～と思っているお母さん！！
簡単なヘアアレンジをやってみませんか？Ｂｅ‐ＳＴＡＦＦ講師古山先生を含
め、2 名の先生をお招きして一緒に学びたいと思います。
先着 10 組限定とさせて頂きますので、早めに
ご予約お願い致します！どうぞお楽しみに！

１１月のテーマは毛糸あそびです。

11 月の子育てサークルの活動は…
皆でおべんとうを持って熊本市動植物園
に出かけます!!
サークル活動に参加する場合は事前に予約が必要です.
（お問い合わせは…子育て支援センターまで★）
☆日 時： 11 月 11 日（水）１１：００～１３：００
☆場 所： 熊本市動植物園（※現地集合、現地解散）
☆持ち物： おべんとう、水筒、おやつ、レジャーシート、
おしぼりタオル、お着替え等
※保護者の入園料￥300（子ども無料）
※雨天時はだいいち子育て支援センターでの自由あそびに
なります。お弁当をみんなで食べて解散
となります。雨天時も 11：00～13：00 ま
での活動で楽しみたいと思います。

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。
第 4 回目のマタニティマミーカフェ開催します!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)
＊ハロウィンリース作りをしました。どれも素
敵なリースが出来上がりました！

＊アクセサリー作り教室ではとても可愛
いのが出来上がり、お母さんも子ども
さんもとても喜ばれました。

11 月の地域交流ひろばは、ピアノに合わせて
親子で楽しくリトミック遊びを体験しましょ
う。お母さん、日頃の育児疲れ解消をして、心
も体もリフレッシュしませんか？お友だちを

かぜに負けない体を

誘ってお気軽にご参加下さい。

☆対 象：
☆日 時：
☆場 所：
☆講 師：
☆持ち物：

0 歳～6 歳（就学前）までのお子さんとその保護者
平成 27 年 11 月 16 日（月）10：30～11：30
第一幼育園ホール
西村千明先生と親子リトミック教室
水筒、タオル ※軽装でご参加下さい。
（必要であれば体育館シューズ）

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。

11 月 30 日（月) 10:30～11:30
『10・11 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。

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。
）

【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://www.youikuen.com/

