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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。

４

お休み

５
10：00～11：00
保育体験会
場所：第一幼育園
※自由参加
１２
10：30～11：30
「楽器あそび」

お休み

１９
10：30～11：30
「マットあそび」

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
親子でつどい自由に交流できる場です。

１１

《開所時間》月～金曜日 午前 9 時～午後 5 時
１８

クリスマスソングやイルミネーションなど、あちこちでクリスマスの雰囲気が楽しめる季節になりました。初めてのクリスマ
スを迎える子ども達もたくさんいらっしゃると思います。みなさんの家にもサンタさんが来てくれればいいですね……。
さて、だいいち子育て支援センターでも、クリスマスの活動が盛りだくさんです。「クリスマス制作」やサークルさんと合同
で盛大にクリスマス会を考えています。アロマ教室では、アロマキャンドル作りです。毎月、大好評でたくさんの予約を頂いて
います。まだ、参加したことがない方も、ぜひ、お待ちしています。親子講座では『クリスマス制作』、地域交流ひろばでは、『第
一幼育園のクリスマス発表会』です。園児たちの可愛い姿を是非ご覧ください。どうぞ、お楽しみに！！

２５
お休み

２６
10：30～11：30
「キッズワーク」
※1 歳半以上の
おともだち対象

１
10：00～12：00
にこにこひろば
「新聞紙ビリビリ
あそび」
６
７
８
10：30～11：30
10：00～12：00
10：00～12：00
「ひよこルーム」
自由開放日
にこにこひろば
生後 2 ヶ月～1 歳半ま 「なかよしくらぶ」 「親子ふれあい
でのお子さん対象
あそび」
１３
１４
１５
10：30～12：00
10：00～12：00
10：30～11：30
親子講座
自由開放日
絵本のおはなし会
「なかよしくらぶ」 「クリスマス製作」
小林美智子さん
２０
10：00～12：00
（9：45～受付）
わくわくひろば
「身体測定」
２７※予約制
10：00～12：00
アロマ教室
「アロマキャンドル」
＊富永先生の教室です!

※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。

～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～

《お知らせ》 １月の親子講座は「親子リトミック教室」です。
地域交流ひろばは「家庭看護のお話」です。

２１
10：30～12：00
「クリスマス会」
※プレゼント持参
でお願いします。
２８
10：30～11：30
「マタニティ・
マミーカフェ」

２２10：00～12：00
「自由開放日」
※園行事の為、支援セン
ター室のみの解放と
なります。
２９

２
３
10：30～11：30
あそびのひろば
「綿ロープあそび」
９
10：30～11：30
「毎月の制作」
今月は何を作ろう
かな？！
１６
10：30～11：30
ベビー教室※予約制
「ベビーサインでクリスマス」
＊南先生の教室です!!
２３

１０

１７
地域交流ひろば
「第一幼育園発表会」
時間：9 時開会
場所：アスパル富合
２４

天皇誕生日
お休み
３０

年末年始の
お休み

年末年始の
お休み

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。

１２月のテーマは綿ロープあそびです。
「まどからのおくりもの」
サンタさんがみんなのうちのまどから、贈り
物を届けます。中の様子を伺いながら、プレ
ゼントを決めるのですが・・・あれれ、何だか
変？窓の所が穴あきのしかけになっていて、
外から見える様子と中の様子はちょっと違う
みたい。その繰り返しがとても楽しいです。
小さな子でも楽しめます。【２歳～】

【インフルエンザ】
症状 ・40 度前後の高熱が出ることが多い。
・悪寒やのどの痛み、せき、鼻水、だるさがある。
・関節痛や筋肉痛が起こる
・嘔吐や下痢を伴うこともある
・症状は、3～4 日で治まることが多い。
・悪化すると、中耳炎、気管支炎、肺炎、インフルエンザ脳症など
の合併症を起こすこともある。
【おう吐下痢症（感染性胃腸炎）】
症状 ・激しいおう吐・下痢の症状が表れる。おう吐だけ、下痢だけのと
きもある。
・熱は出ないこともある。熱が出るときも、おう吐・下痢が初期症
状のことが多い。

「クリスマス おめでとう」
クリスマスの本当の意味を伝えたい、という作者
の思いから生まれた絵本。クリスマスってどうして
お祝いするの？という子ども達の素朴な問いに
優しく、わかりやすく答えてくれます。貼り絵によ
るイラストで、とても温かな気持ちになれる一冊。

“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。

だいいち子育て支援センターで子育てサークル“クロー
バー”の皆さんも一緒にクリスマス会を開催します。
みんなでプレゼント交換をしたり、ゲームをしたりして楽
しい時間を過ごしたいと思います。ママ友誘って、
ぜひ、遊びに来て下さい。※自由ご参加下さい。
★日時：平成 28 年 12 月 21 日（水）10：30～12：00
★場所：だいいち子育て支援センター
★内容：クリスマス会
★準備するもの：プレセント交換をしますので、
クリスマスプレゼント（500 円程度）
をお持ち下さい。

生後 2 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 29 日（木）～1 月 3 日（火）
は、年末年始のお休みとさせて
頂きます。1 月 4 日（水）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!!

12 月の地域交流ひろばは、第一幼育
園の発表会です。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。子どもた
ちの頑張る姿はとても感動的です。ど
うぞ楽しくご覧下さい。お待ちしており
ます。

12 月は「親子ふれあいあそび」
「新聞紙ビリビリあそび」
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。
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。

←洗濯ばさみあそび
はらぺこあおむしを作
って遊びました。
←子育てサークル“クロー
バー”のみんなで新幹線
見学に出かけました！
楽しかったね♪

妊婦さん、子育てママさん集まれ～♪
毎月 1 回、マタニティ・マミーカフェを開催し
ています。熊本市にお住まいの方で、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。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)

☆対 象： 0 歳～6 歳（就学前）までのお子さんとその保護者
☆日

※個別の相談日となっておりますので予約制です。

不定期 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。12 月は、7 日、13 日、22 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。
※自由参加です。

時： 平成 28 年 12 月 17 日（土） 9 時開会～12：30（終了予定）

☆場 所： アスパル富合ホール（南区役所横）
☆内

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。

容： 第一幼育園 クリスマス発表会

★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 29 年度入所申請の受付が始まっています。
☆第 1 次受付期間…Ｈ28.11.1～11.30
☆第 2 次受付期間…Ｈ２8.12.1～H29.1.20
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/

