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No.164
《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
お休み

１０
お休み

１７

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

２４

梅雨はまだ続いていますが、少しずつ暑くなる日々が夏の訪れを感じさせてくれます。梅雨明けが待ち遠し

お休み

いですね。子どもたちの表情が輝きを増す夏‼!プールあそびに色水あそび、かき氷大会・・・夏ならではの遊びを
取り入れながら楽しい活動を楽しんでいきたいと思います。

海の日
お休み
２５
10：30～11：30
「キッズワーク」
※２歳以上の
おともだち対象

５
10：00～11：00
保育体験会
場所：第一幼育園
※予約制
１２
10：30～11：30
「ひよこルーム」
1 歳半より小さい
お友だち対象です。
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」
ルームスプレー
※予約制

６
10：30～11：30
「たなばた会」

７
８
10：00～12：00
11：00～12：00
にこにこひろば
「プールあそび」
「片栗粉スライム」

９

１３
10：30～11：30
親子講座
「ふれあいわらべうた」
ほっとサポーター石田さん

１４
10：00～12：00
にこにこひろば
「プールあそび」

１６

２０
サークル活動日
10：30～12：00
「金魚すくい
あそび」
２７
10：30～11：30
「マタニティ・
マミーカフェ」

２１
10：30～11：30
絵本のおはなし会
小林美智子さん
＊かき氷大会(予定)
２８
10：00～12：00
にこにこひろば
「色水あそび」
＊かき氷大会(予定)

※妊婦さん集まれ～!!

１５
10：30～11：30
ベビー教室※予約制
「ファーストサイン」
～動物テーマ～
２２
10：30～11：30

土

２３

わくわくひろば※予約制

「6・7 月生まれ
おたんじょう会」
２９
18：00～20：00（予定）
地域交流ひろば
「夏まつり」
場所：第一幼育園

３０

３１

そして今年もだいいち子育て支援センターでは、“たなばた会”をします。一緒に短冊にお願いをしませんか？
自分で飾りを作って笹に飾り、帰りに手作りの笹飾りを持ち帰りますよ。お友だちを誘って遊びにおいで下さい。
親子講座では、石田

４
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）
１１
10：30～11：30
あそびのひろば
「ペットボトル
あそび」
１８

金
１
２
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

雅子先生による『わらべうた』、地域交流ひろばは『夏まつり』です。どうぞお楽しみに！！

お休み

《お知らせ》 ８月の親子講座は「親子ヨガ教室」です。
地域交流ひろばは「手作りおもちゃ」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。

※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。

７月のテーマはペットボトルあそびです。
夏になると流行しやすいウィルスの感染症（夏かぜ）には、赤ちゃんもよくかかるものがあります。そのなかでも代表的な３つの病気について知っておきましょう
■口内炎＋手足のブツブツ⇒手足口病
《症状と経過》

■高熱＋のどの潰瘍⇒ヘルパンギーナ
《症状と経過》

「ヘルパンギーナ」とよく似ていますが、手足口病の

夏から秋にかけて、１～４歳くらいの子どもがかかりやすい

場合は、潰瘍が、口内全体に広がり、手足にボツボツ

代表的な夏かぜの一種です。「なんか機嫌が悪いな」と思

ができます。また、まれに髄膜炎を起こすこともある

っていると、２～５日ほどで突然３９～４０度の高熱が出ま

ので、注意が必要です。手足に赤いボツボツと硬め

す。高い熱は 1～２日で下がりますが、前後してのどの奥に

の水疱がでてきますが、かゆみはないことが多く、

潰瘍ができます。潰瘍の痛みが治まるまで３～４日の間

水疱は破れずに治リます。おしりやふとももに集中

は、食事やミルクを受け付けなくなることがあります。熱

して出ることもあるようです。通常は、２～４日で口

が出てから、潰瘍が治るまでには１週間から１０日ほどかか

の痛みがなくなり、手足の水泡も消えていきます。

ります。病原体は「コクサッキーウィルス」というウィルスの

人によっては口の中だけ、手足だけ症状がでること

グループですが、ウィルスの種類が複数あるため、何度も

もあります。

かかる赤ちゃんもいます。

■発熱＋のどのはれ＋目が赤くなる⇒プール熱（咽頭結膜熱）
《症状と経過》

７月は「片栗粉スライム」や「プールあそび」
「色水あ
そび」等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です。梅雨明けした
らかき氷大会をします!!

アデノウィルスによる感染症で７～８月に流行する傾向があり
ます。感染している人の「せき」からの飛まつ感染が主な感染
経路で、プールでの感染や経口感染も見られることから、通
称「プール熱」と呼ばれています。（ですがプールでの感染は
まれです）この病気かどうかは、アデノチェックという迅速診
断を行えば、１０分ほどで診断できます。潜伏期間は５～７日で、
３９度以上の急な高熱が５日ほどつづきます。さらに、頭痛、の
どの痛み、食欲不振、頚（くび）のリンパ節の腫れと痛み、結膜
炎にともなう目の充血・眼痛・まぶしさ・めやになどの症状が５
～７日程度つづきます。

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。

暑い夏はやっぱりプール!!7 月 8 日（金）から、子
ども達の大好きなプール遊びを行います。プカ
プカ浮かぶおもちゃやじょうろなどを使って楽
しく遊びたいと思います！水が苦手な子どもさ
んも是非遊びにおいで下さい。
※雨天時や気温・水温が低い場合は室内で遊びます。

＜準備するもの＞
・水着 ・水泳帽子 ・着替え
・水筒（お茶などの水分）

・タオル

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？
毎月 1 回、マタニティ・マミーカフェを開催しています。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場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、南区役所保健子ども課の歯科
衛生士さんが来られて 15～20 分お話して頂きます。
テーマ『元気な赤ちゃんを産むために～マイナス 1 歳からの虫歯予防～』
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 か月の親子)

人形劇

お母さんも子どもさんも一緒に楽しむ
ことができました。

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。
今月はお休みとなります。

毎週水曜日 10：00～12：00

七夕に向けてたくさん飾りを楽しく

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。
今月は行事の都合上、1 日（金）のみとなります。

作ることが出来ました。

象： 0 歳～6 歳（就学前）までのお子さんとその保護者

す。今年は地震もあり、子ども達が笑 ☆日

時： 平成 28 年 7 月 29 日（金）18：00～20：00（予定）

顔で元気になるようなイベントを予定し ☆場
ております。夜店も出しますので、気軽

所： 第一幼育園 運動場（雨天の場合は中止となります。）

に来てくださいね！！

☆内

容： 第一幼育園夏まつり

おもちゃの金魚を使って、手でつかんだり、すくったりして
遊びたいと思っています。みんなで楽しみましょう！！

七夕飾り作り

7 月 の地域交流ひ ろばは、夏祭りで ☆対

＊とき ： 7 月 20 日 (水) 10：30～12：00
＊場所 ： だいいち子育て支援センター
＊内容 ： 「金魚すくいあそび」
＊準備するもの ： 着替え、タオル、帽子

7 月 22 日（金) 10:30～11:30
『６・７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

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/

