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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。

７
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。

１４
お休み

《開所時間》月～金曜日 午前 9 時～午後 5 時
２１

夏真っ盛り！暑い毎日が続いていますね。「暑くて暑くて、体から涙がたくさんでちゃう・・・」?!おやおや何のことかと思った
ら、汗が出てきたんですね。子ども達が言う通り、汗は体の涙かもしれませんね。そんな暑さに負けず、だいいち子育て支援セン
ターでも、夏らしい楽しいあそびを取り入れて、子ども達とたくさん遊びたいと思っています。

お休み

さて、今月のだいいち子育て支援センターでは、『プールあそび』、『絵の具あそび』、『かき氷大会』です。また、親子講座は、

２８

大好評の大津山琢先生の『手作りおもちゃ』、地域交流ひろばは、坂口京子先生の『親子ヨガ教室』を予定しております。お友だち
お休み

作りにお気軽に遊びにおいで下さい。職員が笑顔でお待ちしております！

対象：妊婦さん＆
生後１ヶ月～5 ヶ月の親子
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♥

★ベビー教室のご案内
毎月第 3 金曜日は、RTA 指定スクール
毎日クーラーを長時間つけっぱなしで、
部屋にこもっていませんか？暑さと
上手に付き合ってみましょう。部屋の
風通しをよくする、扇風機やうちわ
を使う、日なたによしずや日よけを付け
る、打ち水をするなど、昔ながらの方法
で暑さをしのいでみるのもいい
ですね。節電にもなって、家計
も助かります。

Peluche～プルシェ～代表『南理恵先

土

２
「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

３
10：00～12：00
「自由開放日」

４
10：30～11：30
「プールあそび」
※雨天時は室内あそび

５
10：30～11：30
「シャボン玉
あそび」

６

８10：30～11：30
「ひよこルーム」
※ベビープール
生後 3 ヶ月～1 歳半ま
でのお子さん対象
１５
10：00～12：00
「自由開放日」

９
10：30～11：30
親子講座
「手作りおもちゃ」
講師：大津山先生
１６
10：30～11：30
「プールあそび」
※雨天時は室内あそび

１０
10：00～12：00
「自由開放日」

１１

１２
10：30～11：30
「プールあそび」
※雨天時は室内あそび

１３

１８
10：30～11：30
絵本のおはなし会
小林美智子さん

１９10：30～11：30
ベビー教室※予約制
「ベビースキンケア」

２０

２５10：00～12：00
にこにこひろば
「えのぐあそび」
※汚れてもいい服装
※着替えをご持参下さい

２６
10：00～11：00
保育体験会
場所：第一幼育園
※予約制

山の日
お休み

１７
＊自由開放日
＊サークル活動日
10：30～11：30
「プール遊び」
２２
２３
２４
10：30～11：30
10：30～12：00
10：30～11：30
「キッズワーク」
アロマ教室※予約制 「マタニティ・
※２歳以上の
「ひんやりジェル」
マミーカフェ」
おともだち対象
富永先生の教室!!
３０
３１ ※予約制
２９
10：00～11：00
10：30～11：30
10：30～11：30
（9：45～受付）
地域交流ひろば
あそびのひろば
「親子ヨガ教室」
「紙皿であそぼう」 わくわくひろば
「身体測定」
講師：坂口京子先生

＊紫外線対策
南先生の教室です!!

２７

※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。

８月のテーマは紙皿あそびです。

片栗粉スライム
丸めたりして楽しく遊
ぶことが出来ました。

わらべうた
親子で楽しくふれあい
ました。

８月は「プールあそび」や「えのぐあそび」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。今月のおやつはかき氷です。
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。

好奇心を刺激する絵本がおすすめ
歩き回ることができるようになって、見聞きす
る世界が大きく広がり、身近な物をどんどん認
識して自分でも表現していきます。絵本を読む
時も指をさしたり、声に出してみたり、真似して
みたり。親子で一緒に楽しめる絵本がおすすめ
です。

ベビースキンケアを通して子どもさん

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？

※個別の相談日となっておりますので予約制です。

と一緒にふれあう
ころころころ
＊元永 定正(著)
＊福音館書店

でんしゃ
おはよう
＊バイロン・
＊中川李枝子(著)
バートン(著)
＊グランまま社
＊金の星社

今月も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！
プールで水となかよしになりましょう!!

＜準備するもの＞
・水着（又はプール用おむつ） ・水泳帽子
・着替え ・バスタオル
・水筒

“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。優しい語りで心が癒される
時間です。

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。

ベビーマッサージ、ファーストサイン、

みませんか？

金

《お知らせ》 ９月の親子講座は「プリザーブドフラワー」です。
地域交流ひろばは「ベビーグラフ撮影会」ですのでどうぞお楽しみに…。

生』の教室です。予約制になります。

時間を過ごして

木

１
10：30～11：30
「プールあそび」
※雨天時は室内あそび

※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。

子どもたちが大好きなカブ
トムシは夜行性で、昼間は腐
葉土や枯れ葉の下で休憩し、
夜が近づくとエサを求めて飛
び立ちます。朝には木に留ま
っていることもあるので、夏休
みに親子で探してみてもいい
ですね。ちなみに頭部に大き
な角と胸に小さい角があるの
がオスで、角がなく、頭部が少
しとがっているのがメスです。

水

とき： 8 月 17 日（水）

10：30～11：30

ばしょ： だいいち子育て支援センター（プール）
内容：

プールあそび

持ち物： 水着又はプール用おむつ・着替え・タオル・水筒
*サークル活動に参加したい方、
募集中‼!だいいち子育て支援
センターまでお尋ね下さい!!

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。

【お問い合わせ先】
子育てほっとステーション

バランスボールを使ったり、親子で触れ合いながら、

☆対
☆日

一緒に体を動かしませんか？育児に疲れているお母さ
んもきっと、心も体もリフレッシュできますよ！！
予約制になりますので、お早めにどうぞ！（15 組）

☆場
☆講
☆内

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 8 月 31 日（水）
10：30～11：30
所： 第一幼育園ホール
師： 親子スタジオ rafit 代表 坂口京子先生
容： 親子ヨガ教室 ※予約制

毎週木曜日は、だいいち子育て支援センターでは、かき
氷大会を行っています。夏の風物詩、と～ってもおいし
いですので、どうぞおいでください。
子育てほっとサポーターの大津山琢先生を講師に
お招きして「手作りおもちゃあそび」を開催します。
親子で一緒に楽しんでみませんか？（8 月 9 日です）

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/

