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お休み

１２

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

１９
１１月始めには立冬を迎え、暦の上では冬がやってきます。それを表すかのように朝晩の冷え込みがより一層感じられるよう
になり、陽が暮れるのも早くなってきましたね。これから寒さはどんどん増していきます。寒くなってくると、ついお子さんに厚
着をさせたくなりますが，子どもは意外と寒さに強いもの。大人が寒くて厚着をしようと思った時でも1枚少なく着せると自然
と薄着の習慣がつきますよ。寒い冬はこれからが本番です。冬に向けて今から抵抗力をつけて丈夫な体にし、いっぱい遊びまし
ょう。園庭にもどんぐりがたくさん落ち、子ども達は喜んでいます。今月は、子ども達と秋探しができたらいいなと思います。
お散歩したり、どんぐり拾い．．．など予定しています。みんなで楽しみましょうね！
さて、11月のだいいち子育て支援センターは、「子どもシアター」「どんぐり拾い」「七五三制作」です。親子講座は、「箸置きづ
くり」、地域交流ひろばは、坂口先生の「親子ふれあいヨガ教室」です。どうぞお楽しみに！！

年に 3 回歯科、栄養、妊娠中から産後の生活について、南区役所保健子ど
も課の専門スタッフがお話をしています。赤ちゃんを迎える準備を一緒に
始めてみませんか？今月は、保健相談になります。テーマは、「きいててよ
かった産後の話～妊娠中から産後の体のこと、母子保健サービス、産後の
生活」です。妊娠中に不安に思っていることなど、ぜひお話下さい。
(対象：妊婦さん＆生後 1 ヶ月～1 歳の親子)
＊と き ： 11 月 22 日（水） 10：30～11：30
だいいち子育て支援センター

お休み

２６
お休み

活

動

名

ベ

ビ

ー

教

室

11 月 6 日(月)～11 月 15 日（水）

ア

約

期

間

ロ

マ

教

室

11 月 13 日（月）～11 月 24 日（金）

親子ふれあいヨガ教室

11 月 1 日（水）～11 月 24 日 (金)

は

11 月 1 日（水）～11 月 24 日（金）

し

お

き

作

＊ハロウィン制作 ハロウィ
ンに向けて、可愛いお菓子
のバッグを作りました。

り

なかよし運動会 みんなでかけっこしたり、
玉入れしたり…子ども達とっても頑張りました。

バランスボールを使ったり、親子で触れ合いな
がら、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

かぜに負けない体を

にどうぞ！

水

☆対
☆日
☆場
☆内
☆講

象：
時：
所：
容：
師：

２７ ※予約制
10：30～12：00
地域交流ひろば
「親子ヨガ教室」

７
10：30～11：30
あそびのひろば
「スタンプあそび」
１４
10：30～11：30
わくわくひろば※予約制

イヤイヤ期の POINT☆
子どもの“イヤイヤ期”は、お母さんにとっては“イライラ期”ですよね。ですが、イ
ヤイヤは子どもが他人と自分の関係がわかった時に始まる心の成長の証です。
ずっと続くものではないので、親子で乗り越えていけるといいですね！
＜イヤイヤに向き合う時のポイント＞
・声をかけたり、物事に誘うタイミングを重視する
・子どもに選ばせる（２択作戦）

子育てほっとサポーターの
石田先生によります箸置き
作りをします。お正月用に手
作りの箸おきを作りません
か？みんなで楽しい時間にし
ましょう！（※予約制）

0 歳～6 歳（就学前）までのお子さんとその保護者
平成 29 年 11 月 27 日（月）10：30～12：00
だいいち子育て支援センター
親子ヨガ教室 ※予約制
親子スタジオラフィット代表 坂口京子先生

金

１
10：30～12：00
制作の日
「秋を飾ろう」

２
３
（上映時間 10：30～11：15）
「子どもシアター」
内容：ノンタン

８
10：00～12：00
（9：45～受付）
わくわくひろば
「身体測定」
１５
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

９
10：00～12：00
にこにこひろば
「どんぐり拾い」

「10・11 月生まれ
おたんじょう会」
２１
２２
10：30～11：30
＊10：30～11：30
「パネルシアター」
「マタニティ・マミーカフェ
＊子育てサークル活動日
「南区子育てサークルミニ運動会」
２８※予約制
２９ ※予約制
10：00～12：00
10：30～11：30
アロマ教室
親子講座
「クリスマスアロマ
「はしおき作り」
ワックスアレンジ」

土

文化の日
お休み

１０
10：00～11：00
「保育体験会」
※自由参加ですので
お気軽にどうぞ♪」
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!!
２４
10：30～11：30
「ひよこルーム」
生後 2 ヶ月～1 歳半ま
でのお子さん対象

１６
10：30～11：30
絵本のおはなし会
小林美智子さん
２３
勤労感謝の日
お休み
３０
10：00～12：00
にこにこひろば
「七五三記念製作」
※子どもさんの写真持参

４
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」
１１
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」
１８
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」
２５
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

七五三の写真を使って製作をします。
お気に入りの 4～5 枚をご持参ください。

※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。

11 月は「七五三製作」
「どんぐり拾い」などを親子で楽
しみたいと思います。活動の後はティータイムとおし
ゃべりの時間です。
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。子どもさんの写真と写真シ
ールを記念に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。
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？

今月のサークルは 10 月
に予約された方の参加に
なります。南区子育て
サークルのミニ運動会に
参加してきます。

木

《お知らせ》 １２月の親子講座は「クリスマス制作」です。
地域交流ひろばは「第一幼育園発表会」ですのでどうぞお楽しみに…。

１１月のテーマはスタンプあそびです。

「ほめる」とは、その子に共感していくことです。ほめる時は、その場でタイミング
を逃さずほめましょう。認められることは、子どもの自己肯定感につながります。
「叱る」時は、動きを止めて目を見て叱りましょう。人格を否定するようなことは
言ってはいけません。子どもの気持ちをまずは受け止めること、それから、いけな
いことはいけないと伝えることが大事です。また、自分が感情的に怒ってしまい
そうな時は、その場から離れることも一つの方法です。

※お電話の受付はできませんのでご了承ください。

６
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）
１３
10：30～11：30
「キッズワーク」
※1 歳半以上の
おともだち対象
２０
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

※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。

ほめ方と叱り方のPOINT☆

予

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。

５

＊ばしょ：

月

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。
※相談があられる方は事前にご連絡ください。

隔週不定期 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。

11 月 14 日（火) 10:30～11:30
『10・11 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。

健康メモ

POINT ～秋の夜長をぐっすり眠るために～

睡眠リズムを整えるためのポイント
１．早起きをする。
朝明るい光を浴びることで体がリセットされます。
２．朝ごはんをしっかりとる。
食べ物が胃腸に入ると腹時計が動き始めます。
３．日中はよく動き、遊ぶ。
体を動かして体温を上げることで深い眠りにつくことができます。
４．夕食は寝る前２時間くらい前にすませ、おふろは寝る１時間くら
い前に入れると理想的です。
５．寝る時間になったら、テレビを消しましょう。
６．寝る前の環境をつくる。
体を優しくトントンする、本の読み聞かせやお話をするのもいいですね。
＊こどもの正しい生活リズムをつくるのには家族の協力が必要です。
できることから、家族みんなではじめてみましょう。

保育体験会のご案内
各クラスに入って、同年齢のお友達と一緒に活動しませんか？
保育所、幼稚園に入園する前にぜひ体験してみてください！子ど
もさんにとてもいい刺激になるかもしれませんね。自由参加になりま
すので気軽に遊びに来て下さいね。

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“のんたん”が登場します。お楽しみに。

【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/

