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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ことができます。
１

２
お休み

８

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

☆新年あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します!!☆
お正月は楽しく過ごせましたか？おせち料理やおもちを食べたり、お正月遊びなど楽しかったことと思います。お正月のお
休みも過ぎ、みんなのキラキラした笑顔をみることができ、大変うれしく思います。今年もまた、大きく成長していくのを楽し
みに毎日を過ごしたいと思います。そして 2017 年、だいいち子育て支援センターもお母さんと子ども達と少しでも楽しい時間
になるように努めていきたいと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。2017 年も皆さんにとって幸せいっぱい素敵な 1
年になりますように…。さて、1 月のだいいち子育て支援センターは、『福笑い』、『変身ごっこ』、『鬼のお面作り』です。親子講座
は、ぷちさんの“おはなし会”、地域交流ひろばは、“親子リトミック教室”です。どうぞお楽しみに！！

年末年始の
お休み

年末年始の
お休み

９
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

３

２２
お休み

２９
お休み

１０
10：30～11：30
成人の日
「ひよこルーム」
お休み
生後 2 ヶ月～1 歳半
までのお子さん対象
１６
１７
10：30～11：30
10：00～11：00
「変身ごっこ」
（9：45～受付）
わくわくひろば
「身体測定」
２３
２４
10：30～11：30
※予約制
「キッズワーク」
10：00～12：00
※1 歳半以上の
アロマ教室
おともだち対象
「かかとクリーム」
３０
３１
10：30～11：30
「子育て相談室」
地域交流ひろば
子育てに悩みのあ
「ぷちさんの
るママのための日
おはなし会」 です。※予約制。

※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。

４
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

５
10：00～12：00
にこにこひろば
「福笑いで遊ぼう」

１１
10：30～11：30
子どもシアター
「ノンタン」

１２
10：30～11：30
親子講座
「親子リトミック」

６
10：00～11：00
保育体験会
場所：第一幼育園
※自由参加
１３
10：30～11：30
あそびのひろば
「袋であそぼう」

７

２０
10：30～11：30
「ベビー・スキンケア
保湿教室」※予約制
（持ち物：バスタオル）
２７
10：30～11：30

２１

１４

講師：西村千明先生

１８
10：30～12：00
サークル活動日
「新聞紙あそび」
※自由参加
２５10：30～11：30
「マタニティ・
マミーカフェ」
（対象：妊婦さん＆生後
1 ヶ月～5 か月の親子)

１９
10：30～11：30
絵本のおはなし会
小林美智子さん
２６
10：00～12：00
にこにこひろば
「鬼のお面作り」

２８

わくわくひろば※予約制

「１２・１月生まれ
おたんじょう会」

《お知らせ》 ２月の親子講座は「ママのためのメイク講座」です。
地域交流ひろばは「豆まき会」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。

＊足形、手形をとって、かわいいサンタさんとトナカイさんを作

１月７日の朝、７種類の野草が入ったお粥を食べて、その年の無病息災を願います。
昔は冬に野菜が少なくビタミン不足になりがちだったことから、七草を食べて病気を
防ぐという意味があったようです。また、お正月のごちそうで疲れきった胃腸などを
いたわる為や、ビタミン不足を補う為とも言われてますが、この風習が始まった平安
時代では、バランスの良い大切な食事のひとつでした。

＊ 春の七草…せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ

りました。

＊サークル、子育て支援センターで合同クリスマス会をしました。
ゲームやプレゼント交換・・・とても楽しい時間になりました。

＊ 効能…食欲増進ビタミンA・B・C整胃・整腸作用せき・喉の痛みを和らげる…
など

１月のテーマは袋あそびです。

1 月 27 日（金) 10:30～11:30
『１２・１月生まれのおたんじょう会』

１月は「福笑い」
「鬼のお面作り」などを親子で楽しみ
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。

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。

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。
“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。

ニンジン・レンコン・ゴボウな
どの根菜類には、体を温める効果が
あります。冬の野菜に含まれるビタミ
ンＣやＥは冷え性に効き、かぜをひき
にくくしたり回復力を高めたりしま
す。旬の野菜をシチューやスープとし
て食べると、体がぽかぽかしてきま
す。ほかにどんな料理があるか考え
てみるのも楽しいですね。

1 月の地域交流ひろばは、毎年、大好評の

ぷちさんのおなはし会を開催します。子
ども達はもちろん、お母さん達も癒され
ますよ！！お気軽にご参加下さい。 初め
ての方も大歓迎です!!お気軽にご参加下さい
♡

普段はある程度の鼻水があっ
ても鼻からあふれ出ることはあり
ませんが、風邪のウイルイスや細菌
が入ってくると鼻の粘膜がはれ、い
つも以上に液体を出します。透明の
鼻水が出るとかぜのひき始めで、
黄色い鼻水になると、ウイルスと戦
っているという事です。栄養や十分
な睡眠をとって、元気な体で過ご
せるようにしましょう。

＊日 時：1 月 18（水)10：30～12：00
＊場 所：だいいち子育て支援センター室
＊内 容：新聞紙あそび
♥自由参加です。♥お問い合わせは・・・
だいいち子育て支援センターまで‼

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 27 日です。
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。

☆対 象： 0 歳～6 歳（就学前）までの子どもとその保護者
☆日 時： 平成 29 年 1 月 30 日（金） 午前 10：30～11：30
☆場 所： だいいち子育て支援センター
☆内 容： ぷちさんの「おはなし会」 ※自由参加です。

大型スクリーンをつかって、本格的な映写会を行ってい
ます。今月のおはなしは、子ども達が大好きな“ノンタ
ン”が登場します。お楽しみに…。
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。
）

ママと赤ちゃんが楽しく参加でき、赤ちゃんのお肌の不思議を学ぶ教室で
す。（※予約制です）乾燥が気になるこの季節!カサカサ・かゆかゆに負
けない！“保湿教室”に興味がある方は是非ご参加を!!
☆日 時：1 月 20 日(金)10：30～11：30
☆講 師：RTA 指定スクール Peluche＊プルシェ
南理恵先生をお招きしての講座です！

講師に西村千明先生をお招きしての時間です。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せんか？お子さんと一緒に心も体もリフ
レッシュしましょう！！初めての方もお気軽にご参加下さいね。

☆日時：1 月 12 日（木) 10：30～11：30
※自由参加
☆場所：第一幼育園ホール
☆講師：西村千明先生 （※軽装でご参加ください。）
※必要であれば体育館シューズご持参下さい。

【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://youikuen.com/

