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《お知らせ》 １０月の親子講座は「栄養士さんのおはなし」です。
地域交流ひろばは「なかよし運動会」ですのでどうぞお楽しみに…。
１
にこにこひろば
10：00～12：00
「サーキット
あそび」
７
８
10：00～12：00
10：00～12：00
自由開放日
「敬老の日
「なかよしくらぶ」
プレゼント作り」
※写真を 3～4 枚
お持ち下さい
１４
１５
10：00～12：00
10：30～11：30
自由開放日
絵本のおはなし会
「なかよしくらぶ」 小林美智子さん

《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。
４
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。 《開所時間》月～金曜日 午前 9 時～午後 5 時

１１
お休み

お休み

常な猛暑で、そろそろ夏の疲れが出で来る頃かもしれませんね。
8 月はだいいち子育て支援センターでもプールやシャボン玉あそびなど暑さに負けず、たくさんお母さんと子
２５

ども達で遊ぶことができました。
さて、9 月のだいいち子育て支援センターでは、「サーキットあそび」、「敬老の日制作」、「ダンス・体操」を予

お休み

定しております。親子講座では、ブリザーブドフラワー、地域交流ひろばは、ベビーフォト撮影会、8、9 月生まれ
の誕生会と楽しい活動が盛りだくさんです。どうぞお楽しみに！

＊ シャボン玉あそび

上手にシャボン玉
を膨らますことが
できました。
＊プールあそび
みんなで楽しく水
遊びをしました。

＊手作りおもちゃ
大津山先生とた
くさんおもちゃ
を作り、楽しみ
ました

しっかり水分補給
9 月の第 3 月曜日は「敬老の日」
です。「多年にわたり社会につく
してきた老人を敬愛し、長寿を祝う
日」として定められました。また、
15 日から 21 日までが「老人週間」
とされています。おじいちゃんおば
あちゃんに感謝の気持ちを伝え、一
緒に楽しく過ごしましょう。

9 月に入り、朝夕に少しずつ
秋の気配を感じられるもの
の、日中はまだ暑い日が続きま
す。熱中症予防のためにも、朝
起きたとき・遊びの前後・入浴
前後などは、しっかりと水分補
給をしておきましょう。

敬老の日
お休み
２６
10：30～11：30
「キッズワーク」
※２歳以上の
おともだち対象

６
10：00～11：00
保育体験会
場所：第一幼育園
※予約制
１３
10：30～12：00
地域交流ひろば
「プリザーブドフラワー」
※予約制
２０
10：00～11：00
（9：45～受付）
わくわくひろば
「身体測定」
２７
10：30～12：00
アロマ教室※予約制
「アロマワックス」
＊富永先生の教室!!

※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。

ｃｃｃｃｃｃｃｃ

赤ちゃんの放つ表情は多彩であり、笑顔、泣き顔、寝顔…そのすべてが周りにいる人を
心豊かに癒してくれます。 子どもさんのかわいい表情をカメラにおさめませんか？
予約制になりますので、お早めにどうぞ。（※予約制 6 名）
ｃｃ
♥対 象： あんよ前までのお子様
♥日 時： 平成 28 年 9 月 23 日（金）10：00～12：00
♥場 所： だいいち子育て支援センター
♥講 師： RTA 指定スクール Peluche～プルシェ～南 理恵先生
♥内 容： ベビーフォト撮影会

わくわくひろば※予約制

「８・９月生まれ
おたんじょう会」
１９

１８

9 月に入ってもまだまだ暑い日が続きます。親子で夏休みの思い出はたくさんできましたか？今年の夏の異

５
10：30～11：30
「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
１２
10：30～11：30

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♥

２１
２２
10：30～12：00
サークル活動日
秋分の日
「親子音楽あそび」
お休み
２８
10：30～11：30
「マタニティ・
マミーカフェ」
※プレママ集まれ～♪

２９
にこにこひろば
10：00～12：00
「ダンス・体操」

２
10：30～11：30
あそびのひろば
「空き容器で
あそぼう!!」
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

３

１０

１６
１７
10：30～11：30
ベビー教室※予約制
「ベビーマッサージ」
＊南先生の教室です!!
２３
２４
10：00～12：00
親子講座※撮影会
「ベビーフォト
撮影会」
３０
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）

※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。

９月のテーマは空き容器あそびです。

9 月は「敬老の日制作」「ダンス・体操あそび」などを
親子で楽しみたいと思います。ティータイムとおしゃ
べりの時間を楽しんだ後、活動をしま～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。
富合小学校で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。
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

※今月は都合上、不定期

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。

日 時：
場 所：
内 容：
講 師：
参加費：
備 考：

9 月 21 日（水） 10：30～12：00
第一幼育園ホール
親子音楽あそび
福田さと子先生
無料、予約なし O.K
動きやすい服装、お茶など

キーボードの生演奏に合わせて、親子で
楽しく体を動かしましょう！
0 歳～の赤ちゃんも楽しめますよ💛
※参加をご希望の方は、だいいち子育て支援
センターまでお問い合わせ下さい。
（ＴＥＬ：096-357-1245）

9 月 12 日（月) 10:30～11:30
『８・９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

9 月の地域交流ひろばは、ブリザーブドフラワ
ー教室です。お花に触れながら、お母さんの心
も体もきっとリフレッシュできるでしょう！！親
子で、オリジナルの花を作りませんか？？予約
制になりますのでどうぞお楽しみに……

☆対 象： 0 歳～6 歳（就学前）までのお子さんとその保護者 ※予約制
☆日 時： 平成 28 年 9 月 13 日（火）10：30～12：00
☆場 所： 第一幼育園ホール
☆講 師： ブリザーブドフラワー全国協議会公認講師 cocoroya 川崎由美子先生
☆内 容： 『プリザーブドフラワー』

第 4 月曜日に『キッズワーク』をしています。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。（内容 ：線あそび、ぬりえ等）
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。

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/

