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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。

木

金

《お知らせ》 ４月からも例年通り、親子講座や地域交流ひろばで楽しいイベント
を計画していますので、どうぞ楽しみにされていて下さいね。
１
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

５
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

桃のつぼみが膨らみ、いよいよ春らしくなってきました。今年度も残り１ヶ月となりました。春は、別れ．．．．そし
て、出会いのある季節です。だいいち子育て支援センターのお友達も４月から保育園や幼稚園へ入園する子ども
達もたくさんいることでしょう。最後まで、みなさんと楽しい時間となるように頑張っていきたいと思いますので、
どうぞよろしくお願い致します。さて、3 月のだいいち子育て支援センターは、「おべんとう会」、「記念品制作」、
「茶話会」を予定しております。また、親子講座では、“スクラップブッキング”、地域交流ひろばでは、“カラーアート
教室”を予定しております。どうぞお楽しみに！！
今年度も子ども達の大きな成長に喜び、驚き・・充実した 1 年を過ごすことができました。
これも皆様のご理解とご協力のおかげと感謝しております。本当にありがとうございました。

＊豆まき会では、「おにはーそと

ー」と大きな声で鬼をやっつけま
した。

★おべんとう会のお知らせ★
おべんとう会をします！春を感じながら、みんなで手作りおべんと
うを食べませんか？お母さん達、お弁当作り頑張ってください！子
どもさんもきっと喜びますよ！ママ友誘って、遊びに来ませんか？

日 時：平成 29 年 3 月 23 日（木）11：00～12：00
場 所：第一幼育園（園庭）
持ち物：お弁当、水筒、おしぼり、レジャーシート

親子講座“九電さんのおはな
し”では、かわいいマグネット作
りをしました。

※雨天の場合は、だいいち子育て支援センター内で行います。

花粉症を発症する子どもが増えています。目がかゆい、水のような鼻
水が出る、くしゃみが止まらないなどの症状はありませんか？外出する
ときはマスクをし、戸外から帰ってきたら、服に付いた花粉を払い落とし
て、手洗い・うがいをするなど、花粉が体内に入るのを防ぎましょう。

ふだんまっすぐ立ったり歩いたりできるのは、体が
傾いたときに耳の中にあるリンパ液が動いて脳
に情報を送り、手足を使って自然にバランスを
取っているからです。耳が病気になると、音が聞
こえなくなったり、めまいがしてふらついたりしま
す。耳は小さな器官ですが、大切な働きをして
いるのですね。

春分の日
お休み
２６
お休み

６
10：30～11：30
あそびのひろば
「段ボールあそび」

７
10：00～11：00
保育体験会
場所：第一幼育園
※自由参加
１３
１４
10：30～12：00
10：30～11：30
親子講座※予約制
制作の日
「スクラップ・
「紙粘土を
ブッキング」
使って！」
２０
２１
10：00～11：00
振替休日
（受付 9：45～10：15）
お休み
わくわくひろば
「身体測定」
２７
２８
10：30～11：30
10：00～12：00
「キッズワーク」
アロマ教室
※1 歳半以上の
「リップクリーム」
おともだち対象
※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。

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。
８
９
10：00～12：00
10：00～12：00
自由開放日
にこにこひろば
「なかよしくらぶ」 「記念品制作」

３
10：30～11：30
「ひよこルーム」
生後 3 ヶ月～1 歳半
までのお子さん対象
１０
11：00～11：30
地域交流ひろば
「カラーアート教室」
場所：アスパル富合
１７
10：30～11：30
「ベビー教室」※予約制
ベビーマッサージ
講師：南先生

４

１１

１５
10：30～11：30
サークル活動日
「茶話会」

１６
10：30～11：30
絵本のおはなし会
小林美智子さん

２２
10：30～11：30
「マタニティ・
マミーカフェ」

２３
11：00～12：00
にこにこひろば
「おべんとう会」

２４
２５
10：30～11：30
「おさんぽ・デー」
雨天時：室内あそび

１８

３０
10：00～12：00
にこにこひろば
「茶話会」

３１

※妊婦さん集まれ～!!

２９
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

10：30～11：30
わくわくひろば※予約制

「2・3 月生まれ
おたんじょう会」

※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。

３月のテーマは段ボールあそびです。

３月は「おべんとう会」
「記念品制作」や「茶話会」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。
おはなしボランティアで活動されています小林美智子
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。

今年度、最後のサークル活動です。
普段の子育ての悩みなど色々話せる場に
したいと思います。お気軽にご参加下さいね！
♡と き： 3 月 15 日（水）10：30～11：30
♡ばしょ： だいいち子育て支援センター
♡内 容： 「茶話会」
♡子どもの飲み物は各自ご持参ください。
※予約は入りませんので、サークルに興味のある
方は子育て支援センターまでお尋ね下さい。

土

親子講座のご案内
～ワンコイン～スクラップブッキング～
スクラップブッキングとは、お気に入りの写真を飾るペーパ
ークラフトのことです。子どもさんの写真、家族写真等何でも
いいですよ！先生をお招きした講座です。どうぞお楽しみに！
*日 時： 平成 29 年 3 月 13 日（月）10：30～12：00
*場 所： だいいち子育て支援センター
*講 師 ：ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ 32℃ｻﾛﾝ ﾚｲﾃﾞｨｴﾝｽ
ﾋﾞｭｰﾃｨｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・ｷｯｽﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ・ｾﾗﾋﾟｽﾄ
松田 さやか 先生
*制作時間： 15 分程度
*準備するもの：写真１枚 *参加費：500 円 ※予約制

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。

各週水曜日 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。

３月３１日（金) 10:30～11:30
『２・３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

3 月の地域交流ひろばは、高木志保先生を講師としてお招
きして「カラーアート教室」を開催します。色は身近にある
けれど身近過ぎて気にしないかもしれませんが、これを機
にちょっとだけ色を意識してみると色んな気づきがあると
思います。ママ友誘って気軽に遊びに来て下さいね。

☆対
☆日
☆場
☆内
☆講

象：
時：
所：
容：
師：

0 歳～6 歳（就学前）までのお子さんとその保護者
平成 29 年３月 10 日（金）10：30～11：30
アスパル富合（和室）
カラーアート教室💛
高木 志保先生

毎月 1 回、マタニティ・マミーカフェを開催しています。
出産前にママ友を作り、楽しい時間を過ごしましょう。
（対象：妊婦さん＆生後 1 ヶ月～1 歳未満の親子）
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/

