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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事ができます。
１
お休み

８
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。

１５
お休み

《開所時間》月～金曜日 午前 9 時～午後 5 時

２
10：00～12：00
自由あそび

３
憲法記念日
お休み

みどりの日
お休み

こどもの日
お休み

９
「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。
１６
10：30～11：30
地域交流ひろば
「親子リトミック教室」

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
10：00～11：00
（受付 9：45～10：15）
わくわくひろば
「身体測定」
２４
10：30～12：00
アロマ教室
「手練り石けん」
※予約制
３１
10：00～11：00
「保育体験会」
※予約制

１１
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」
１８
10：00～12：00
サークル“クローバー”
「茶話会」

場所：第一幼育園ホール

この度、熊本地震で被害にあわれた方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。まだ余震が続いて
おりますので、お気を付け下さい。
だいいち子育て支援センターでも、お子さんの心のケアと、お母さんも毎日疲れていると思いますので、リフ
レッシュできるように、毎日の活動も通常通り行っていきたいと思っております。復興に向けて頑張っていきたい
と思いますので、どうぞよろしくお願い致します。
さて、今月のだいいち子育て支援センターでは、「母の日制作」、「トランポリン」、「小麦粉粘土あそび」です。地
域交流ひろばは、『親子リトミック教室』、親子講座は、『0～3 歳からの働きかけ』の講話を予定しております。
どうぞお楽しみに！！

２２
お休み

２９
お休み

２３
10：30～
「キッズワーク」
※２歳以上のおと
もだち対象
３０
10：30～11：30
わくわくひろば※予約制

「4・5 月生まれ
おたんじょう会」

４

※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。

５

６
10：30～12：00
「母の日製作」

７

１２
10：00～12：00
にこにこひろば
「トランポリン」

１３
10：30～11：30
あそびのひろば
「ホースで遊ぼう‼!」

１４

１９
10：30～11：30
絵本のおはなし会
小林 美智子さん

２０
10：30～11：30
ベビー教室※予約制
「ベビーマッサージ」
☆バスタオル持参
２７
10：30～11：30
親子講座
「0～3 歳までの働きかけ」
くもん教室：浅井繁子先生

２１

２５
２６
10：30～11：30
10：30～11：30
「マタニティ・
「小麦粉粘土
マミーカフェ」
あそび」
※妊婦さん集まれ～!!

２８

《お知らせ》 ６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」ですのでどうぞお楽しみに…。
※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。

お知らせ
４月のアロマ教室とベビー教室が地震のため、
中止になりましたので５月の両教室の予約は、
４月に予約をされていたところから優先に予約受
付けします。ご理解の上ご了承くださいますよう、
宜しくお願い致します。

1 歳～ “飛行機ビューン”
あそび方
①お母さんはあおむけに寝て、ひざを曲げます。すねの部分に子どもの胸を合わせて乗
せ、体を支えます。「飛行機ビューン」と言いながら、両足をそろえて上下に動かします。
②次に子どものわきの下をしっかりと支えます。「お山まで飛んでった」と言いながら、両
足をそろえて上げ、子どもの体を前方に動かします。
③「は～い、着きました！」と言って、子どもを支えたまま、お母さんは座位になります。

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)

親子講座のご案内
子どもの成長の上で 0～3 歳まではとても大切な時期です。
お子さんと関わる上で、とても参考になると思います。質疑応
答の時間もありますので、気軽に来られてください。
対象：0～6 歳（就学前）までのお子さんとその保護者
＊日
＊場
＊内
＊講

時
所
容
師

： 平成 28 年 5 月 27 日（金）10：30～11：30
： だいいち子育て支援センター
： 『0～3 歳までのはたらきかけ』
： くもん富合教室 浅井 繁子先生

5 月の地域交流ひろばは、講師に西村千明先生をお
招きしての癒しの時間です。ピアノに合わせて親子で楽
しくリトミック遊びを体験しましょう。お子さんと一緒に
心も体もリフレッシュしませんか？初めての方もお気軽
にご参加下さいね。

0 歳～ “おせんべ焼けたかな？”
あそび方
①子どもをあおむけにします。体を左右に優しく揺らしたり、指先でつついたりしながら、
「○〇ちゃんのおせんべ焼けたかな？」と声をかけます。
②子どもの足を交差させ、背中を軽く押しながら、「よいしょ、くるっ！」と声をかけて、ゆ
っくりと寝返りをうたせます。

☆対
☆日

←藤岡秀和さんによるバルーンアート教室を
開催しました。色々なキャラクターの風船が
あり、とても喜ばれました。
→ シー ル遊 び
をして楽しみ
ました。すてき
な作品が出来
上がりました。

象： 0 歳～6 歳（就学前）までのお子さんとその保護者
時： 平成 28 年 5 月 16 日（月）
10:30～11：30 終了予定
＊持ち物：水筒、タオル
☆場 所： 第一幼育園 ホール
＊軽装でご参加下さい。
☆内 容： 親子リトミック教室
＊必要な方は体育館シューズ
☆講 師： 西村 千明先生

５月のテーマはホースあそびです。

５月は「小麦粉粘土あそび」や「トランポリン」など
を親子で楽しみたいと思います。ティータイムのあと
に活動を始めます。
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。
絵本の読み聞かせを中心に活動されています“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。

子育てサークル『クローバー』
今年度は、吉野 千尋さんを代表に楽しいサークル活動を行います。
興味がある方はぜひ、遊びにおいで下さい！！
□と き 5 月 18 日（水）午前 10 時３０分～12 時
□場 所 だいいち子育て支援センター
□内 容 「茶話会」
□参加費 無料
※４月に第１回目の茶話会を予定していまし
たが、地震のため中止になりましたので、
今月からサークル活動をスタートさせた
いと思います。
※サークルに参加したい方は、だいいち子育て支援

センターまでお尋ねください。

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。
※個別の相談日となっておりますので予約制です。

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。

5 月 30 日（月) 10:30～11:30
『4・5 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

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事
です。２歳以上の子どもさんの参加お待ちしています。
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。（予約制）

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

