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月

火

《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。

５
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。

１２
お休み

《開所時間》月～金曜日 午前 9 時～午後 5 時

６
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
１３
10：30～11：30
あそびのひろば
「綿棒あそび」

水

木

金

《お知らせ》 ７月の親子講座は「わらべうた」です。
地域交流ひろばは「夏まつり」ですのでどうぞお楽しみに…。
１
10：30～11：30
「砂場あそび」

２
10：00～12：00
にこにこひろば
「おえかきあそび」

７
10：30～11：30
「サーキット
あそび」

８
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

１４
10：00～12：00
にこにこひろば
「父の日製作」

１５
サークル活動日
10：30～12：00
「うちわ作り」

９
10：00～10：45
地域交流ひろば
「人形劇」
場所：第一幼育園ホール
１６
10：30～11：30
絵本のおはなし会
小林美智子さん

２２
10：30～11：30
「マタニティ・
マミーカフェ」

２３
10：00～12：00
にこにこひろば
「七夕飾り作り」

※子どもさんの写真持参

まだまだ余震が続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。だいいち子育て支援センターも少し

１９
お休み

ずつ通常通りに戻ってきております。
さて、今月のだいいち子育て支援センターでは、毎日仕事を頑張っているお父さんにすてきなプレゼント作
りを予定しております。日頃の感謝の気持ちを込めて、親子で一緒に作りましょう！また、七夕に向けてたな
ばた飾り作り、「おえかきあそび」をします。地域交流ひろばは、人形劇「ジャックと豆の木」、親子講座は南区
役所の歯科衛生士さんによる「親子はみがき教室」もありますので、どうぞお楽しみに！！

２６
お休み

２０
「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
２７
10：30～11：30
「キッズワーク」
※２歳以上の
おともだち対象

２１
10：00～11：00
（受付 9：45～10：15）
わくわくひろば
「身体測定」
２８
10：30～11：30
「アロマーパウダー作り」
※予約制（10 組限定）

※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。

土

※妊婦さん集まれ～!!

３
10：30～11：30
「おさんぽ・デー」
（雨天時は傘・長靴・
レインコート持参）
１０
10：00～11：00
保育体験会
場所：第一幼育園
※予約制
１７
10：30～11：30
ベビー教室
「スキンケア教室」
※予約制（10 組）
２４
10：30～11：30
親子講座
「親子はみがき教室」

４

１１

１８

２５

※仕上げ磨き歯ブラシ持参

２９
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

３０
10：00～12：00
にこにこひろば
「七夕飾り作り」

※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。

予防対策・・・
熱中症とは・・・
高温多湿な環境下で、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調節
機能がうまく働かないことにより、体内に熱がたまり、筋肉痛や大量の発
汗、さらには吐き気や倦怠感などの症状が現れ、重症になると意識障害な
どが起こります。

症状・・・

熱中症の予防には、「水分補給」と「暑さを避けること」が大切です！
これからの時期、ご家族での外出の際も熱中症や脱水症状などにご注
意ください。
・外での活動は、なるべく涼しい時間に！
・帽子は忘れずに。
・水分補給はこまめに。
・体調が優れないときは、外出を控えて。

こんな症状が熱中症の危険信号です。
軽

度

めまい、立ちくらみ、こむら返り、大量の発汗
→涼しいところで水分と休養が必要

中

度

頭痛、気分の不快、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感
→回復しなければ病院へ

重

度

意識障害、けいれん、手足の運動障害、高体温
→すぐに救急車を呼ぶ

← 今月からキ
ッズワークを
始めました。
たくさんの方
が参加し、線
あそび、色ぬり
をしました。

急に暑くなった日や、室内にいる時も特に注意が必要です！
人間の体は暑い環境の中での運動や作業を始めてから 3～4 日経たな
いと、体温調節が上手になってきません。このため急に暑くなった日
や、久しぶりに暑いところで体を動かした時には、体温調節がうまくい
かず、熱中症で倒れることがあります。また、就寝中など室内で熱中症
が発症する場合もあります。

←ホースで可愛いおもちゃを作りました。みんなで楽しく遊びました。
←親子リトミック教室を行いました。
親子でリズムに合わせて楽しみ

６月のテーマは綿棒あそびです。
6 月は「七夕飾り作り」「おえかきあそび」を親子で楽
しみたいと思います。活動の前に、ティータイムとお
しゃべりの時間を設けています。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。
おはなしボランティア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。

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。

ました。

毎週水曜日 10：00～12：00

※予約制となります。

※参加費は無料です。

今月は、ベビースキンケア教室
～あせも編～を行いたいと思います。
夏前のこの時期に、あせもについて
知っておきましょう！！予約制になり
ますのでお早めにどうぞ！

き：6 月 15 日(水)10：30～12：00

場

所：だいいち子育て支援センター

内

容：うちわ作り

参加費：無料
サークルに関するお問い合わせは…
だいいち子育てまでお気軽にどうぞ。

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？

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。お気軽に遊びにおいで下さい。

６月の地域交流ひろばは、人形劇団かすぺるさんによります『ジャックと豆の木』で
す。小さい頃から親しみのある楽しいおはなしを親子で楽しんでみませんか？あっとい
う間に心温まるおはなしの世界に引き込まれていくことでしょう。
☆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 6 月 9 日（木） 10：00～１0：45（終了予定）
☆場 所： 第一幼育園ホール
☆内
容： 「人形劇～ジャックと豆の木～」

と

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。
）
☆★☆★☆★子育て応援情報誌“smile” ☆★☆★☆★
子育て応援情報誌“smile”は、だいいち子育て支援センターが子育てについてま
とめた情報誌です。毎月 1 回発行しています。この情報誌は総合子育て支援セン
ター、南区役所、島添小児科等に置いています。手にとっていただき、子育ての
参考にしていただければ幸いです。

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)

【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/

