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火

水

木

≪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

４
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」
※園庭のみ開放
１１
10：30～11：30
「みんなであそぼう‼」

５
10：30～11：30
「茶話会」

お休み

１８
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

お休み

２５
10：30～11：30
「キッズワーク」
※2 歳以上の
お子さん対象

１９
10：00～11：00
（9：45～受付）
わくわくひろば
「身体測定」
２６
10：30～12：00
アロマ教室
「手練り石けん」
※予約制

お休み

１０
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。

１７

《開所時間》月～金曜日 午前 9 時～午後 5 時

春のさわやかな風が吹き、第一幼育園のチューリップもきれいに咲いています。先月のお散歩デーでは、子ど
も達と一緒につくしを発見♪暖かい日に子どもさんと一緒にお散歩に出かけたら色々なところで春を感じるこ
とができそうですね！！
さて、だいいち子育て支援センターも新年度を迎えました。今年度も皆様のご意見を取り入れながら、お母さ
んと子どもさんと一緒に楽しく活動をしていきたいと思っています。どうぞ宜しくお願い致します。今月の親子
講座は「プリザーブドフラワー」、地域交流ひろばは「バルーンアート教室」です。どうぞお楽しみに！！

２４

１２
10：30～11：30
おさんぽ・デー
（雨天時は雨具の準備
をお願いします。）

お知らせ
私自身、毎日、4 人の子育てに追わ
れながらも子育て支援センターに遊び
に来てくれるお母さん方といろんなお
話したり、時には一緒に悩みながら、楽
しく過ごしています。
子ども達の成長を一緒に喜び子育
てを一緒に楽しみましょう！！

現在、2 歳と生後 5 か月の男の子のママで
す。1 日があっという間に終わるほど毎日追わ
れていますが、子ども達の日々の成長に喜び
を感じながら子育て頑張っています。子育て
支援センターでみなさんと楽しい時間を過ご
したいと思っています。ぜひ、気軽に遊びに来
てください。

今年度から第 4 月曜日に『キッズワーク』を
行います。線を書く練習など子どもの発達の上で
とても大切なことです。気軽に参加して下さい。
対 象 ：2 歳～
時 間 ：10 時 30 分～(10 分程度)
内 容 ：線あそび、ぬりえなど

７
10：00～12：00
にこにこひろば
「戸外あそび」
１４
10：30～11：30
絵本のおはなし会
小林美智子さん
場所：とみあい図書館

２０
10：30～11：30
サークル活動日
「茶話会」

２１
10：30～12：00
親子講座※予約制
「ブリザーブドフラワー」
講師：川崎由美子先生
２７
２８
10：30～11：30
10：00～12：00
「マタニティ・
にこにこひろば
マミーカフェ」 「こいのぼり制作」

１５
10：30～11：30
「ベビー教室」※予約制
ベビーマッサージ
（持ち物：バスタオル）

１６

２２
10：30～11：30
「戸外あそび」

２３

２９

３０

土

お休み

お休み

お休み

お休み

昭和の日
お休み

お休み

※妊婦さん集まれ～!!

《お知らせ》 ５月の親子講座は「親子はみがき教室」です。
地域交流ひろばは人形劇～桃太郎～」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。

お母さん同士で子育ての情報を交換したり、悩みをおしゃべりしたり・・・もちろん、スタッフにも相談できます。
また、楽しい活動もありますのでお子さんと一緒にいつでも遊びに来てください！

６
「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。
１３
10：30～12：00
地域交流ひろば
「バルーンアート」
場所：第一幼育園ホール

金
２
１
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」
※園庭のみ開放
８
９
10：30～11：30
「シールあそび」

※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。

４月のテーマはシールあそびです。
４月の活動では「戸外あそび」
「こいのぼり製作」を親
子で楽しみたいと思います。
１０時からおやつタイムになります。そのあとみんな
で楽しい活動の時間です。
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。
お話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。今月はアスパル富合の中にある「とみあい
図書館のおはなしルーム」で行います。

新年度のサークル活動が始まります。誰でも参加 OK な
ので、お気軽にご参加下さい。予約はいりませんので、
当日、だいいち子育て支援センターに来て下さいね。
【日 時】平成 28 年 4 月 20 日（水） 10：30～11：30
【場 所】だいいち子育て支援センター
[活 動] 「 茶 話 会 」
[参加費] 無
料
お問合せ…だいいち子育て支援センター
≪電話≫ ０９６-３５７-１２４５

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。
※個別の相談日となっておりますので予約制です。

3 月はリンパマッサージ教室や記念品制
作、おべんとうの会など楽しい活動で
1 年間をしめくくりました～♪

毎週水曜日 10：00～12：00 ※今月は変更しています
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。

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)

【お問い合わせ先】
子育てほっとステーション

4 月の地域交流ひろばは、熊本県バルーン
アート協会で活躍されているスマイルハー
ト藤岡さんの教室です。親子で風船に触れ
て、楽しい時間を過ごしませんか？今年
は、どんな風船が登場するかな？！どう
ぞお楽しみに★

☆対
☆日
☆場
☆内
☆講

象：
時：
所：
容：
師：

0 歳～6 歳（就学前）までのお子さんとその保護者
平成 28 年 4 月 13 日（水） 10：30～12：00
第一幼育園ホール
バルーンアート教室
スマイルハート 藤岡 秀和氏

4 月 21 日(木) 10:30～12：00

だいいち子育て支援センター（第一幼育園内）

親子講座『ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ』 ※予約制
講師にﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ全国協議会公認講師 cocoroya
川崎由美子先生をお招きします。(※材料費 1,000 円)

〒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/

保育体験会は、5 月から始まります。

