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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
第一幼育園 運動会
場所：富合小学校体育館
時間：午前 9 時開会

２
３
４
10：00～12：00
10：30～11：30
10：30～11：30
自由開放日
「制作の日
「制作の日
「なかよしくらぶ」
～秋を作ろう～」
～秋を作ろう～」

８

９
お休み

１５

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。

お休み

《開所時間》月～金曜日 午前 9 時～午後 5 時
２２

10月は衣替えの季節です♪吹く風が、涼しさから少しずつ寒さへと変わり、新しい季節の到来を感じます。昼夜
の気温差があるので、体調管理にも十分に気を付けましょう。
さて、今月のだいいち子育て支援センターは、『体操』、『ハロウィン制作』、『大型絵本』です。地域交流ひろばは、
『なかよし運動会』、親子講座は、『ヘアアレンジメント教室』を予定しております。
子育て中の方、出産予定の方、子育てについて悩みのある方やママ友を探している方など、広く皆さまのご利
用をお待ちしています。10月も元気にあそびにおいで下さい♪

お休み

２９
お休み

体育の日
お休み
１６
10：30～11：30
「キッズワーク」
※1 歳半以上の
おともだち対象
２３
10：00～11：00
保育体験会
場所：第一幼育園
※自由参加です
３０
10：30～11：30
「ハロウィン
パーティー」

６
７
10：30～11：30
10：00～12：00
「ひよこルーム」
自由開放日
生後 2 ヶ月～1 歳半
「なかよしくらぶ」
までのお子さん対象
１０
１１
１２
１３
１４
10：30～12：00
10：00～11：00
10：00～12：00
10：30～11：30
10：00～12：00
アロマ教室※予約制 （9：45～受付）
にこにこひろば
「おさんぽ・デー」 自由開放日
「ハンドクリーム」 わくわくひろば
「ハロウィン製作」 （雨天時は傘・長靴・
「なかよしくらぶ」
＊富永先生の教室!!
「身体測定」
レインコート持参）
１７
１８
１９
２０
２１
10：30～12：00
10：30～11：30
10：30～11：30
10：00～12：00
10：30～11：30
地域交流ひろば
絵本のおはなし会
ベビー教室※予約制 自由開放日
子育てサークル活動
「なかよし運動会」
「ベビーマッサージ」
「なかよしくらぶ」
小林美智子さん
“クローバー”
※予約制
＊南先生の教室です!!
２４
２５
２６
２７
２８
10：30～11：30
10：30～11：30
10：30～11：30
10：00～12：00
10：30～11：30
親子講座
「大型絵本 Time」
あそびのひろば
自由開放日
「マタニティ・
「ヘアーアレンジ
「紙皿あそび」
「なかよしくらぶ」
マミーカフェ」
メント教室」
３１
「子育て相談室」
《お知らせ》 １１月の親子講座は「箸置き制作」です。
子育てに悩みのあ
地域交流ひろばは「親子ヨガ教室」ですのでどうぞお楽しみに…。
るママのための日
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。

５
10：00～12：00
にこにこひろば
「運動あそび」

※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。

ハロウィンのランプ
ジーナは普通の女の子。そのジーナは学校でハロ
ウィンランプを作りましたがなかなか上手にできな
くて・・・いっぽうのお友達はとっても上手だったか
ら、いつもは仲良しなお友達に対して嫌な態度をと
ってしまいます。そしたらそしたら・・・いつの間にか
本物のオバケが集まるハロウィンパーティーに紛れ
込んでしまって大変！！どうしよう・・・と、その時に
助けに来てくれたのは！？この時期ならではのイ
ベントの話と友情とが絡み合い、読み終わると心が
あたたかくなるお話です。

クリアファイルを使った制作になり
ます。お部屋に子どもさんの絵を飾
りませんか？ただ、絵を飾るのでは
なく、ちょっと工夫するだけでとって
もかわいいインテリアの一つに❤
たくさんの参加待ってます！ママ友誘って遊びに
来ませんか？

←敬老の日制作
ちゃんの為にとても
素敵なプレゼントが出
来ました。

←ママピラティス

【日

時】：10 月 18 日（水）10：30～11：30

【場

所】：だいいち子育て支援センター

体を動かして 、リフ

【内

容】：お絵かき＆絵を飾る額縁制作

レッシュすることが
出来ました。

体育の日のおはなし
どんぐりむらのぱんやさん
どんぐりむらのぱんやさんは行列のできる人気店。
でも、ぱんやのぱぱ・ままには、ある仕事の悩みが…。
仕事と子育て、両方がんばるぱぱ・まま＆けなげな子ど
もたちの、ちょっぴりホロリなあったか家族の物語。絵本
のお話だけではなく、楽しみ方は他にも！1）カバー袖
の「ぱんやさんごっこ」、2）巻頭の間違いさがし＆巻末
のキャラ紹介、更に投げ込みの 3）「どんぐり新聞」など、
絵本の読後も繰り返し楽しめます！

10 月第 2 月曜日は、国民の祝日「体育の日」です。
「スポーツにしたしみ、健康な心
身をつちかう」ことを目的として
制定されました。さまざまな施設
で体育にまつわる行事やイベント
が催されるこの機会に、いろいろ
な場所に出かけ、体を動かして
みましょう。

１０月のテーマは紙皿あそびです。

おじいちゃん、おばあ

※お電話の受付はできませんのでご了承ください。

活

動 名

予

約 期

間

アロマ教室

10 月 2 日（月）～10 月 5 日（木）

なかよし運動会

10 月 2 日（月）～10 月 13 日（金）

ベビー教室

10 月 10 日（火）～10 月 18 日（水）

10 月は「運動あそび」や「ハロウィン制作」を親子で
楽しみたいと思います。活動が終わったらティータイ
ムとおしゃべりの時間を楽しみましょう。
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アスパル富合内に
あります「とみあい図書館」においで頂き、絵本の読み
聞かせを行っています。お気軽にご参加下さい。

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。

ンジを教えてもらいましょう！！
日

時：平成 29 年 10 月 24 日（火）10：30～12：00

場

所：だいいち子育て支援センター

講

師：B‐STAFF 古山琴香先生

内

容：ヘアアレンジメント教室

かけっこやハイハイ競争、お遊戯、玉入れなど親子で仲
良く体をいっぱい動かして楽しく遊びましょう。運動しや
すい服装でおいで下さい。
＊日

時 ： 平成 29 年 10 月 17 日（火）10：30～12：00

＊場

所 ： 第一幼育園ホール

＊申込み：予約制になります。
＊持ち物 ： 水筒、汗拭きタオル、体育館シューズ
（必要であればご持参下さい。）

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。

隔週不定期

のヘアをママが出来たらとっても素敵ですよね～❤そんなママたちの為に、簡単アレ

開催します。

生後 2 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？

※個別に相談日がある方は事前にお申込みくださいね。

ヘアアレンジメント教室を開催します。七五三や結婚式などのイベントに子どもさん

だいいち子育て支援センター主催、なかよし運動会を

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
ための交流のひろばがひらかれています♪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～1 歳の親子)

【お問い合わせ先】
子育てほっとステーション

コスチュームは各自ご用意下さい。ファッ
ションショーやゲーム等を行います。「トリッ
ク・オア・トリート」と言ってお菓子をもらい
楽しみましょう。（10：30～11：30）

1 歳半から『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。
（自由参加となっています。
）

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/

