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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
10：30～11：30
「ボールあそび」

お休み

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。 《開所時間》月～金曜日 午前 9 時～午後 5 時

お休み

２０
暖かく柔らかい日ざしが差し込むようになりました。日なたにいると、ポカポカしてとても気持ちよく過ごせます。
今年度も最後の月になりました。最後までみなさんと色々なことをして楽しみたいと思いますので、どうぞ宜しくお願い
致します。
さて、3 月の子育て支援センターは、『大型絵本』
、『記念品制作』、
『茶話会』など楽しいイベントが盛り沢山です。
親子講座ではママさん達対象に『ヨガ・リンパマッサージ教室』を開催します。お母さん方疲れている体をリフレッシュ
させましょう！地域交流ひろばでは、
『おべんとうかい』です。晴れたら、園庭でみんな一緒に春を感じながら、ママの手
作りお弁当を食べましょう！ママ達お弁当作りがんばって―――！！今月もどうぞお楽しみに！！

今年度も子ども達の大きな成長に喜び、驚き・・充実した 1 年を過ごすことができました。
これも皆様のご理解とご協力のおかげと感謝しております。本当にありがとうございました。

春分の日
お休み
２７

７
10：30～11：30
あそびのひろば
「ストローあそび」

８
10：00～11：00
保育体験会
場所：第一幼育園
※予約制
１４
１５
10：30～11：30
10：00～11：00
親子講座※予約制
（受付 9：45～10：15）
「ヨガ・リンパ
わくわくひろば
マッサージ教室」
「身体測定」
２１
２２
10：30～11：30
振替休日
「おさんぽ・デー」
お休み
（雨天時：室内遊び）

金

２９
10：30～11：30
10：00～12：00
わくわくひろば※予約制
アロマ教室
「2・3 月生まれ
「マイ・アロマップ」
おたんじょう会」 ※予約制

※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。

土

《お知らせ》 ４月からも例年通り、親子講座や地域交流ひろばで楽しいイベント
を計画していますので、どうぞ楽しみにされていて下さいね。
２
10：30～11：30
「ひなまつり会」

３
10：00～12：00
にこにこひろば
「大型絵本」

４
５
10：30～11：30
「おえかきあそび」

９
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

１１
10：30～11：30
「自由あそび」

１２

１６
10：30～12：00
サークル活動日
「茶話会」

１０
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
１７
10：30～11：30
絵本のおはなし会
小林美智子さん

１８
10：30～11：30
「ベビー教室」※予約制
ファーストサイン
講師：南先生

１９

２３
10：30～11：30
「マタニティ・
マミーカフェ」

２４
10：00～12：00
にこにこひろば
「記念品制作」

２５
「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。

２６

※妊婦さん集まれ～!!

２８
お休み

木

３０
11：00～12：00
地域交流ひろば
「おべんとう会」

３１
10：00～12：00
にこにこひろば
「茶話会」

※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。

３月のテーマはストローあそびです。
＊ 豆まき会→ だいいち子育て支援セ
ンターにも鬼登場！みんなの心の中
にいる鬼を退治してくれました。

早寝・早起きしていますか？朝食は食べていますか？朝のうち
に排便を済ませていますか？昼間は戸外で体を動かしています
か？朝日を感じることで体内時計はリセットできます。朝ごは
んを食べると脳も体も元気になり、胃腸が動き出して便意を催

３月は「大型絵本」
「記念品制作」や「茶話会」を親子
で楽しみたいと思います。ティータイムをしてからの
活動になります。

し、昼間の運動が心地良い夜の眠りへとつながります。規則正
しい生活を送ることを心がけましょう。

＊アロマ教室→「リップクリー
ム」作り→乾燥の季節★お母さ
ん達もとても喜ばれました。

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。
おはなしボランティアで活動されています小林美智子
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。

「ひな祭り」は女の子の成長を願う行事で、

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？

モモの花が咲くころに行なわれるので「桃
の節句」とも呼ばれています。ひな人形は、
子どもたちの身代わりになって病気や事故
から守ってくれるといわれています。ひな
祭りは平安時代から続く伝統行事です。

♡と き： 3 月 16 日（水）10：30～11：30
♡ばしょ： だいいち子育て支援センター
♡内 容： 「茶話会」

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。

♡子どもの飲み物（麦茶・ジュースは準備してあります。）

大切に受け継いでいきたいですね。
※予約は入りませんので、サークルに興味のある方

各週水曜日 10：00～12：00

は子育て支援センターまでお尋ねください。

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。

毎月 1 回、マタニティ・マミーカフェを開催しています。同じ月齢のお子さ
んを持つお母さんならではの悩みや成長の喜びを話したり！これから出産す
るマタニティのママさん達‼‼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)

ベビー教室のご案内
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。
ベビーマッサージ、ファーストサイン、ベビース
キンケアを通して子どもさんと一緒にふれあう
時間を過ごしてみませんか？月齢の指定がある
教室日もありますので、情報誌でご確認の上、ご
予約下さい。
※今月はベビーサインです。予約制ですのでお早めに。

３月２８日（月) 10:30～11:30
『２・３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

３月の地域交流ひろばは、「おべんとう会」を
開催します。春を感じながら、みんなで手
作りおべんとう食べませんか？みんなで
食べるときっとおいしいですよ！
お友達を誘って遊びにきませんか？？

☆対 象：
☆日 時：
☆場 所：
☆内 容：
☆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 28 年３月 30 日（水）11：00～12：00
第一幼育園 園庭（雨天時：第一幼育園ホール）
みんなでおべんとうを食べよう💛
手作りお弁当、のみもの、おしぼりタオル、レジャーシートなど

子育てや家事で疲れた体をリフレッシュしてみません
か？講師に岡知子先生をお招きしての講座です。
予約制になりますので、お早めにお申込して下さいね‼!
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。

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/

