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月

火

親子でつどい自由に交流できる場です。

２
第一幼育園 運動会
場所：富合小学校体育館
時間：午前 9 時開会

３
４
10：30～11：30
10：30～11：30
「ボーリング大会」 「大型絵本を
楽しもう」

９

１０
お休み

体育の日
お休み

お休み

１７
10：30～11：30
あそびのひろば
「折り紙あそび」

１６

《開所時間》月～金曜日 午前 9 時～午後 5 時
２３

爽やかな風、少しずつ色づく木の葉に秋の深まりを感じるようになりました。

お休み

親子で、お散歩したり、公園にお出かけしたら、紅葉や秋の虫など･・･・いろいろ発見☆できるかもしれませんね！！
さて、10 月のだいいち子育て支援センターは、「トランポリン」「ハロウィン制作」「大型絵本」を予定しております。親子講座では、
３０

「栄養士さんのおはなし」、地域交流ひろばでは、「なかよし運動会」です。どうぞお楽しみに！！
育児に関する悩み、疑問など、分からない点がありましたらどんなことでも構いませんので、お気軽にご相談下さい。お子さん

お休み

の事で「誰かに相談したいな・・・」「これでいいのかな・・・」など、育児に関すること何でも結構です。担当保育士が対応します！

２４
10：30～11：30
「キッズワーク」
※２歳以上の
おともだち対象
３１
10：30～11：30
「ハロウィン
パーティー」

１１
10：30～11：30
親子講座
「食育のおはなし」
講師：江藤ひろみ先生
１８
10：00～11：00
（9：45～受付）
わくわくひろば
「身体測定」
２５
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!!

土

10 月 27 日～11 月 9 日は「読
書週間」で、27 日は「文化・活
字文化の日」です。親子で読
みたい絵本を選んだり、本に
ふれる機会をつくったりしてみ
ましょう。図書館や本屋さんに
出かけ、たくさんの本を見るこ
とで、本に興味を持つきっかけ
になるといいですね。

← 敬老の日制作
おじいちゃんおば
あちゃんの為に
テッィシュケース
を作りました。

*日時：平成 28 年 10 月 19 日（水）
10：30～12：00
*場所：だいいち子育て支援センター
*内容：ビニール袋でパラシュート作り
ママ友誘って、ぜひご参加下さい！！
＊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!!

←ベビーフォト
撮影会
とてもかわいい成
長の記録に残る写
真を撮って頂きま
した。

毎月 1 回、マタニティ・
マミーカフェを開催しています。
南区ではお住まいの地域の中で、これからマ
マになる妊婦さんのための交流のひろばが
ひらかれています。年に 3 回、歯科、栄養、妊
娠中から産後の生活について学べる回があ
ります。今月のマタニティマミーカフェは・・・
管理栄養士さんによる「妊娠期の栄養、食事の話」
です。赤ちゃんを迎える準備を一緒に始めてみま
せんか？
(対象：妊婦さん＆
生後 1 ヶ月～
5 ヶ月の親子)

５
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

６
10：00～12：00
にこにこひろば
「トランポリン」

７
８
10：00～11：00
保育体験会
場所：第一幼育園
※雨天時：室内あそび
※自由参加です
１２
１３
１４
１５
10：00～12：00
10：00～12：00
10：30～11：30
自由開放日
にこにこひろば
「玉入れ」
「なかよしくらぶ」 「ハロウィン製作」 「ダンスしよう♪」
１９
・自由開放日
・子育てサークル活動
“クローバー”

２０
10：30～11：30
絵本のおはなし会
小林美智子さん

２１
10：30～11：30
ベビー教室※予約制
「ファーストサイン」
＊南先生の教室です!!
２６
２７
２８
10：30～12：00
10：30～11：30
10：30～11：30
地域交流ひろば
「ひよこルーム」
「マタニティ・
マミーカフェ」 「なかよし運動会」 生後 3 ヶ月～1 歳半
※予約制
までのお子さん対象

２２

２９

《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「保健師さんのおはなし」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。

題名の通り、おまんじゅう
がおしくらまんじゅうを
しします。もちろんぎゅうぎ
ゅゅう押すだけでは終わり
まません。一体どんなお友だ
ちが登場するのでしょう？そしてどんな展
開を見せてくれるのでしょう？子どもから
大人まで大爆笑間違いなしの一冊です。

金

《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。

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

作・絵：かがくいひろし
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木

１

No.167

おしくら・まんじゅう

水

※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月のテーマは折り紙あそびです。

10 月は「トランポリン」や「ハロウィン制作」を親子
で楽しみたいと思います。活動前にティータイムとお
しゃべりの時間を楽しみましょう。
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。
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？

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：

平成 28 年 10 月 27 日（木）
午前 10：30～12：00
第一幼育園ホール

●場 所：
●申込み： 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。
※個別に相談日がある方は事前にお申込みくださいね。

今月はのひよこルームでは、くるみボタンを使ったアクセサリー
作りを開催します。出来上がったボタンを小物の飾りにしたり、ゴ

毎週水曜日 10：00～12：00
秋の大イベント「第一幼育園秋の大運動会」が開催されます。みなさんの出番があり
ますので、元気いっぱい、かけっこしたり、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!!
☆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 28 年 10 月 2 日（日） 午前９時 00 分開会
富合小学校 体育館
第一幼育園の運動会への参加（かけっこ）

☆皆さん方の出番はプログラム⑩番です。午前 10 時半までにおいで下さい。

コスチュームは各自ご用意下さい。ファッションシ
ョーやゲーム等を行います。「トリック・オア・トリ
ート」と言ってお菓子をもらい楽しみましょう。
（10：30～11：30）

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。
講師に管理栄養士、江藤ひろみ先生をお招きしての講座です。
離乳食や食事を食べてくれない…、偏食があって栄養のバランス
が心配、理想の献立や調理の工夫を知りたい…等、食事や栄養に
ついてどんな些細なことでも相談することができますので、お気
軽にご利用ください。

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。
）

ムを付けて髪留めにしたりと世界に一つしかないオリジナルのア
クセサリー作りに挑戦してみませんか。簡単に作れますので、お
気軽にご参加ください。対象：3 ヶ月～1 歳半までのお子さん対象

【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/

