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No.158
《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。
３
お休み

１０

親子でつどい自由に交流できる場です。

１７
お休み

《開所時間》月～金曜日 午前 9 時～午後 5 時

新年あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します!!
お正月は楽しく過ごせましたか？これから始まる 1 年!!子ども達はどんな成長を見せてくれるでしょうか？とても楽し
みですね♥今年も子育て支援センターでは、皆さんと一緒に触れ合いながら、実りある活動を行っていきたいと思ってい
ます。
さて、1 月の子育て支援センターでは親子講座『ローゼン・みさえ先生による陶芸教室』や地域交流ひろば『保健師さ
んのおはなし』を予定しています。また『ベビースキンケア保湿教室』や 12 月・1 月生まれのお誕生会もありますので、
参加ご希望の方はお早めにご予約ください。みなさんのご参加を笑顔でお待ちしております。

５
10：30～11：30
「自由あそび」

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

４
10：30～11：30
「自由あそび」

２４
お休み

１２
10：00～11：00
成人の日
保育体験会
お休み
場所：第一幼育園
※予約制
１８
１９
10：30～11：30
10：00～11：00
あそびのひろば
（9：45～受付）
「フェルトあそび」 わくわくひろば
「身体測定」
２５
２６
10：30～11：30
※予約制
わくわくひろば※予約制
10：00～12：00
「１２・１月生まれ アロマ教室
おたんじょう会」 「かかとクリーム」

＊クリスマス製作…今年は子どもさんの手形、足型を
使ったすてきなトナカイの壁かざ
りが出来上がりましたよ～☆
＊年賀状作り…2016 年“よい年になりますように”
『できたよ~!! かわいいおさるさんの年
賀状☆誰に届いたのかなぁ～』

お休み

☆内 容： 南区役所「保健師：西村さんとの交流会」（子どもの発達によるおはなし）

１６

２３

３０

1 月 25 日（月) 10:30～11:30
『１２・１月生まれのおたんじょう会』

１月は「福笑い」
「鬼のお面作り」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。

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。

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？

☆場 所： だいいち子育て支援センター

１４
10：30～11：30
絵本のおはなし会
小林おねえさん

１月のテーマはフェルトあそびです。

＊子どもは、自分から自立していく。
＊勉強は、学校で学ぶ。 感情は、家庭で学ぶ。
＊甘えさせてもいい。 ただし、甘やかしてはならない。
＊「難しい」と答えると、子どもは自立できない。「簡単」と答えると、子どもは自立する。
＊子どもは親の真似をする。 自立した親からは、自立さえも真似をする。
＊親が笑うと、子どもは安心する。
＊子どもの経験を、親が横取りをしない。 自分のことは、自分でさせるだけでいい。
＊子どもに押し付ける親は、失敗する。 子どもに任せる親が、慕われる。
＊「子どもを理解する親」が、愛される。
＊「だめな子」と言うと、子どもがだめになる。 「それでいいんだよ」と言うと、成長する。
＊「大丈夫」と言うだけで、子どもの可能性は広がっていく。
＊子どもの長所は、好きなだけやらせるときに、大きくなる。

☆日 時： 平成 28 年 1 月 22 日（金） 午前 10：30～11：30

８
９
10：30～11：30
「子どもシアター」
内容：アンパンマン

※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。

“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。

☆対 象： 0 歳～6 歳（就学前）までの子どもとその保護者

年末年始の
お休み

《お知らせ》 ２月の親子講座は「親子パン教室」です。
地域交流ひろばは「豆まき会」ですのでどうぞお楽しみに…。

子育てって、楽しくて幸せだけれど、やっぱり大変なこともたくさん。ちょっと疲れ
たママたちの心に、
「ほっ♡」とあたたかい元気を届けられるように、子育てに関する
名言を集めてみました。いろいろな名言に、子育てのヒントが詰まっています。子育
てにちょっと疲れたと感じたとき、読んでみてください。

1 月の地域交流ひろばは、保健師さんとの交
流の場です。校区の保健師さんを囲んで、日
頃悩んでいることや困っていることなど、何
でもおしゃべりしてみませんか。初めての方
も大歓迎です!!お気軽にご参加下さい♡

７
10：00～12：00
にこにこひろば
「福笑いで遊ぼう」

１５
10：30～11：30
「ベビー・スキンケア
保湿教室」※予約制
（持ち物：バスタオル）
２１
２２
10：00～12：00
10：30～11：30
にこにこひろば
地域交流ひろば
「鬼のお面作り」
「保健師さんによる子
どもの発達のおはなし」
２７
２８
２９
10：00～12：00
10：00～12：00
「子育て相談室」
自由開放日
にこにこひろば
子育てに悩みのあ
「なかよしくらぶ」 「変身ごっこ遊び」 るママのための日
です。※予約制。

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。

ママと赤ちゃんが楽しく参加でき、赤ちゃんのお肌の不思
議を学ぶ教室です。
（※予約制です）
乾燥が気になるこの季節!カサカサかゆかゆに負けない！
“保湿教室”に興味がある方は是非ご参加を!!
☆日 時：1 月 15 日(金)10：30～11：30
☆講 師：RTA 指定スクール Peluche＊プルシェ
南理恵先生をお招きしての講座です！

年末年始の
お休み

３１

※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。

よく食べて、寝て、遊んで、笑う。子どもにとっては、そのような毎日が自然と免
疫力を高めていくことにつながります。それでもこの季節には、風邪に負けない体作
りを意識した食事をとりましょう。ビタミン A,C,E を含む緑黄色野菜や果物は、ウイ
ルスに対する粘膜の免疫を高めます。これに良質なたんぱく質を含む卵・魚・肉・大
豆製品を組み合わせて体力をつけましょう。また、胃腸を丈夫にすることも風邪の予
防になります。規則正しく、偏食のない生活を心がけて元気に冬を乗り切りましょう。

６
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
１３
10：30～12：00
親子講座※予約制
「親子陶芸教室」
講師：ローゼン先生
２０
10：30～11：30
サークル活動日
「演奏会」

土
２

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。

毎週水曜日 10：00～12：00 ※今月は 27 日です。
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。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。
大型スクリーンをつかって、本格的な映写会を行ってい
ます。今月のおはなしは、子ども達が大好きな“アンパ
ンマン”が登場します。お楽しみに…。
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。
）

☆日時：1 月 13 日（水) 10：30～12：00
☆場所：だいいち子育て支援センター室
☆講師：ローゼン・みさえ先生
☆参加費：1,000 円 ※予約制

＊日

時：1 月 20（水)10：30～11：30

＊場

所：だいいち子育て支援センター室

＊内 容：音楽会～楽器であそぼう～
♥自由参加です。予約は必要ありませんので気軽に参加してね!
♥お問い合わせは、だいいち子育て支援
センターまでお気軽にどうぞ!!

【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/

