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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に戸
外や室内で自由に遊ぶことができます。
１
10：30～11：30
「ボールプール」

６
お休み

１３

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。

お休み

《開所時間》月～金曜日 午前 9 時～午後 5 時
２０

街中がクリスマス色に飾られていく 12 月。「今年はサンタさんに何をお願いしようかな？」など・・・楽しい話題が弾みます。
今月の子育て支援センターでは、季節に合わせた遊びや五感に響く体験をいろいろと計画しています。親子でたくさん心を
揺らし、「楽しいね～」「きれいだね～」「不思議だね～」と声に出してお子さんに語りかけましょう!!感動を共感することで親
子の絆も深まります。今年最後の思い出をだいいち子育て支援センターで作ってくださいね。
さて、今月の支援センターは『クリスマス会』や『クリスマス製作』、『年賀状作り』などを予定しています。また、19 日（土）に
は、第一幼育園の発表会がアスパル富合にて開催されます。園児達が一生懸命練習してきた成果を是非ご覧ください。
これからの季節、インフルエンザや感染性胃腸炎、風邪などにならないように、手洗い・うがいで予防を心がけ、元気に過
ごしましょう。

お休み

２７
お休み

《お知らせ》 １月の親子講座は「陶芸教室」です。
地域交流ひろばは「保健師さんのお話」です。

２
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

３
10：00～12：00
にこにこひろば
「ぬりえあそび」」

７
８
９
10：30～12：00
10：30～11：30
10：30～11：30
親子講座
「楽器であそぼう」 「マタニティ・
「クリスマス製作」
マミーカフェ」

１０
10：30～11：30
絵本のおはなし会
小林おねえさん

１４
10：30～11：30
「年賀状作り」

１７※予約制
10：00～12：00
にこにこひろば
「アロマキャン
ドル作り」
２４
10：30～11：30
地域交流ひろば
「クリスマス会」※予約制
場所：第一幼育園ホール

１５
10：00～11：00
保育体験会
場所：第一幼育園
※予約制
２１
２２
10：30～11：30
「子育て相談室」
「親子でリズム
子育てに悩みのあ
あそび」 るママのための日
です。※予約制。
２８
２９
10：30～11：30
「子育て座談会」
年末年始の
2015 年を
お休み
振り返ろう

※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。

１６
＊子育てサークル活動
*10：00～12：00
「自由開放日」
２３
天皇誕生日
お休み
３０
年末年始の
お休み

４
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
１１
10：00～12：00
（9：45～受付）
わくわくひろば
「身体測定」
１８
10：30～11：30
ベビー教室※予約制
「
」
＊南先生の教室です!!
２５
10：30～11：30
あそびのひろば
「折り紙あそび」

５

１２

１９
第一幼育園
発表会
時間：9 時～13 時
場所：アスパル富合
２６

３１
年末年始の
お休み
年始は 1 月 4 日～

※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。

～年末年始はご家庭で楽しく過ごされることと思います。どうぞよいお年をお迎えください～

１２月のテーマは折り紙あそびです。
「おおきいツリー ちいさいツリー」
作/ロバート・バリー

赤ちゃんはそこにいるだけでまわりのみんなが癒される天使のような存在です。笑

訳/光吉夏弥

大日本図書

ツリーはどこまで小さくなるの？繰返しが愉快な絵本

顔はもちろん泣いていても怒っていてもかわいくて、抱っこしたりほおずりしたり大人
の愛情をいっぱい受けて育っていきます。ところが、２～３歳と大きくなると、反抗した

12 月は「ぬりえあそび」
「キャンドル製作」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。お気軽に遊びにおいで下さい。

り、自分の考えを持って行動したりするようになり、大人の思いどおりにならなくなって
きます。その為、注意したり叱ったりが多くなり、抱っこしてギュッとしたり、ほおずりし

「よるくま クリスマスまえのよる」

たり、「大好きだよ」と伝えることを忘れてしまいがちです。スキンシップが大切だとは

作・絵/酒井駒子
白泉社
友だちへの思いやりと、おかあさんを慕う気持ちをあ
たたかく描いた愛らしい絵本。

わかっていても、忙しいときに抱っこをせがまれると「いつまで抱っこするの」と思って
しまいます。
“つ”がつく年齢まではひざの上、ＯＫだといいます。九つ(９歳)までは抱っこしたりな
でたり、たっぷりスキンシップをしてあげたいです。肌が触れ合うことで「自分は愛さ

「ぐりとぐらのおやくさま」

れている」と実感でき心のバッテリーがチャージされるのだと思います。大きくなって

作・絵/なかがわりえこ・やまわきゆりこ 福音館書店
クリスマスが近づく季節に温かいお茶と焼きたてのケ
ーキを用意して読みたい、特別な「ぐりとぐら」です。

も、すれ違う時になにげなく体に触れたりほっぺたをつついてみたり、いっぱいスキン
シップを楽しんでみませんか。

12 月 29 日（火）～1 月 3 日（日）は、
年末年始のお休みとさせて頂きます。
1 月 4 日（月）から、平常通り開館致しま
す。お休み中は、風邪などをひかない
よう元気にお過ごしくださいね!!

～南先生のベビー教室～
毎月大好評!!南先生のアットホー
ムな教室です。
一度体験してみると、マッサー
ジを通して、子どもとのふれあ
いの楽 しさ が 分 かる と 思 いま
す。赤ちゃんとママも幸せな気
持ちになりますよ～。

象： 0 歳～6 歳（就学前）までのお子さんとその保護者

妊婦さん、子育てママさん集まれ～♪
気軽に立ち寄れるマタニティマミーカフェ開催♪
お茶やおやつでホッと一息しながら出産前にママ
友を作り、みんなで楽しく情報交換しませんか？
（対象：妊婦さん＆生後 1 ヶ月～5 か月の親子)

※個別の相談日となっておりますので予約制です。

毎週水曜日 10：00～12：00

と き：12 月 16 日（水）10 時半～11 時半
ばしょ：だいいち子尾育て支援センター
内 容：クリスマスおはなし会（※参加自由）
サークルに興味のある方は、
お気軽に子育て支援センター
までお問い合わせください。

容： 「クリスマス会」 ※予約制

＊日

時：12 月 19 日（土）
9：00～13：00（終了予定）

＊場

所：アスパル富合ホール

園児たちがこれまで少しずつ練習してきた歌・お遊戯・
合奏・劇などを発表します。たくさんのお客さんの前
で、子ども達はドキドキしているかもしれませんが、
日頃の成果を出せるように頑張ります!!
どうぞ楽しくご覧下さい。お待ちしております。

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。

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。12 月は、2 日と 16 日です。
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。
）

時： 平成 27 年 12 月 24 日（水） 10：30～11：30

☆場 所： 第一幼育園ホール

※プレゼント交換をしますので 500 円
程度のプレゼントをご持参下さい。 ☆内

“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？

年末年始のお知らせ

12 月の地域交流ひろばは、
☆対
「クリスマス会」を行います。
楽しい時間をみんなで過ごしたい ☆日
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。

★時 間：午前 10 時 30 分～12 時
★場 所：だいいち子育て支援センター
★初めての方もお気軽にご参加ください!!

平成 28 年度入所申請の受付が始まっています。
☆第 1 次受付期間…Ｈ27．１１．2～11.30
☆第 2 次受付期間…Ｈ２7.12.1～H28.1.23
提出先は保育園又は南区役所へお願い致します。

【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/

