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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

秋の深まりを感じる季節になりました。園庭にもどんぐりがたくさん落ち、子どもたちも喜んでいます。また、朝
夕の気温差が激しくなり、子どもたちは体調を崩しやすくなっています。最近の子ども達、とってもおしゃれにな
りましたね。ただ、ふだんの服装は「活発に遊べる」という点を優先して頂きたいと思います。これからの季節、衣
服の調節をして、これから訪れる寒い冬も快適に過ごせる服装を考えていきたいですね。
さて、11 月のだいいち子育て支援センターは、「七五三制作」「ボールプール」「どんぐりひろい」を予定してお
ります。親子講座では、昨年、大好評だった『ヘアアレンジメント教室』、地域交流ひろばでは、『保健師さんのはな
し』です。どうぞお楽しみに。

寝返りができるようになってうつぶせでの生活が増えると、赤ちゃん達の指先はどんどん上手にな
っていきます。ハイハイすることで手のひらの感覚にも影響を与えます。だから、ハイハイをたっぷ
りして、おすわりができる頃には、両手の動きはもっと自由になっているわけですね。
髪の毛やホコリをつまんで満足気だったり、あらゆる穴に指をつっこんだり、バナナやご飯を握り
つぶしたり、転がる小さなボーロに何度もチャレンジしたり・・・。自分の周りにあるあらゆるものに手
を出し、眺めて、舐めて、落とす・・・の繰り返し。自分の意志で何かを掴むことができるようになった
赤ちゃん達のいたずらは、嬉しくて仕方ないのです。そうやって、試してみることで力加減や感覚
を覚えて、どんどん上手に賢くなっていくわけですから、何から何まで「ダメ」「危ない」と取り上げ
すぎず、やらせてあげたいもの。でも、何でも手に取り、口に入れるので注意は必要！
加減が難しいけれど、ちょうどいい環境を作ってあげたいですね。

お休み

２７
お休み

木

金

土

７
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
１４
10：30～11：30
地域交流ひろば
「保健師さんのお話」

《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…。

１
10：30～11：30
「ボールプール」

２
３
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

８
10：00～11：00
「保育体験会」
※自由参加

９
10：30～11：30
「制作しよう」
今月は何を作ろう
かな？！
１６ ※予約制
10：00～12：00
アロマ教室
「抗菌ハンド
ジェル」
２３

１５
10：00～12：00
（9：45～受付）
わくわくひろば
「身体測定」
２１
２２
10：30～11：30
10：00～12：00
「おさんぽ・デー」 ＊子育てサークル
勤労感謝の日
（雨天時は傘・長靴・
活動日
お休み
レインコート持参）
「新幹線見学」
２８
２９
３０
10：30～11：30
10：30～11：30
10：30～11：30
「キッズワーク」
わくわくひろば※予約制
「マタニティ・
※２歳以上の
「10・11 月生まれ
マミーカフェ」
おともだち対象
おたんじょう会」

※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。

毎月 1 回、マタニティ・マミーカフェを開催しています。

４
５
（上映時間 10：30～11：15）
「子どもシアター」
内容：ノンタン

文化の日
お休み

１０
10：00～12：00
にこにこひろば
「どんぐり拾い」

１１
１２
10：30～11：30
あそびのひろば
「洗濯ばさみ
あそび」
１７
１８
１９
10：30～11：30
10：30～11：30
絵本のおはなし会
ベビー教室※予約制
小林美智子さん
「ベビーマッサージ」
＊南先生の教室です!!
２４
２５ ※予約制
２６
10：00～12：00
10：30～12：00
にこにこひろば
親子講座
「七五三記念製作」 「ヘアアレンジ
※子どもさんの写真持参
メント教室」
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。

※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。

１１月のテーマは洗濯ばさみあそびです。

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

11 月は「七五三製作」
「どんぐり拾い」などを親子で楽
しみたいと思います。ティータイムとおしゃべりの時
間のあとにたっぷり活動します。

保健師さんによる「きいててよかった産後の話(妊娠中
から産後の体のこと、母子保健サービス、産後の生活な
ど)」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)

日時：11 月 25 日（金）10：30～12：00 ※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！Ｂｅ‐ＳＴＡＦＦ講師古山
先生をお招きして一緒に学びたいと思います。先着限定で
すので早めにご予約お願い致します！
どうぞお楽しみに！

免疫力を高めよう

今月は、子どもさんの写真をコルク
ボードに貼って、オリジナルのイン
テリア品を作りたいと思います。子
どもさんの産まれた時の写真など
飾ったら素敵ですね！！子どもさん
の写真や家族写真などどんな写真
でもいいです。ママ友誘って
気軽に遊びに来て下さい
ね♥

吹く風も少しずつ冷たくなり、
かぜをひいたり体調を崩したり
する子どもが増えています。栄
養バランスを考えた食事をし、
昼間はしっかり体を動かして遊
び、たっぷり睡眠を取りましょ
う。規則正しい生活を心がける
ことで免疫力が高まり、元気に
過ごせるようになります。

＊なかよし運動会をしました。小さい体で
一生懸命頑張りました。

11 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
かぜに負けない体を
迎です!!お気軽にご参加下さい♡

水

《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。

お休み

＊ハロウィンリース作りをしました。
かわいいリースが出来上がりました。

火

１

６

＊

月

☆対 象： 0 歳～6 歳（就学前）までのお子さんとその保護者
☆日 時： 平成 28 年 11 月 14 日（月）10：30～11：30
☆場 所： だいいち子育て支援センター
☆内 容： 「南区役所保健師さんのおはなし」（子どもの発達について）
※自由参加ですので、お友だちも誘っておいで下さいね～♪

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。

11 月の子育てサークルの活動は…みんなで新幹線見学に
出かけます!! （お問い合わせは…子育て支援センターまで★）
☆日 時： 11 月 22 日（火）10：00～12：00
☆集 合： 新幹線車両所 正門（※現地集合、現地解散）
☆対 象： 1 歳以上のお子様とその保護者
☆内 容： 新幹線見学
☆持ち物： 水筒、お着替え等

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？
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。
※相談があられる方は事前にご連絡ください。

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 29 日（火) 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。

保育体験会のご案内
各クラスに入って、同年齢のお友達と一緒に活動しませんか？
保育所、幼稚園に入園する前にぜひ体験してみて
ください！子どもさんにとてもいい刺激になるかも
しれませんね。自由参加になりますので気軽に
遊びに来て下さいね。

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“のんたん”が登場します。お楽しみに。

【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/

