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≪園庭開放について≫
≪園庭開放について≫
月～金曜日
月～金曜日
9：00～17：00、土曜日
9：00～17：00 まで土曜日
9：00～12：00
10：00～12：00
まで までのお好き
のお好きな時間帯で遊ぶことができます。
な時間帯で遊ぶことができます。
２
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
親子でつどい自由に交流できる場です。

１６
お休み

《開所時間》月～金曜日 午前 9 時～午後 5 時
２３

さわやかに吹く風の中、色とりどりの花が咲き、いよいよ春らしくなってきました。

お休み

だいいち子育て支援センターも新年度を迎えました。今年度も皆様のご意見を取り入れながら地域に根差した活動を行っ
ていきたいと思っています。どうぞ宜しくお願い致します
さて、今月のだいいち子育て支援センターは、「茶話会」「戸外あそび」「こいのぼり制作」を予定しています。また、荒木香

３
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」
※園庭のみ開放
１０
10：30～11：30
「キッズワーク」
※１歳半以上の
お子さん対象
１７
10：30～11：30
親子講座
「親子リトミック教室」」
講師：西村千明先生

４
「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。
１１
10：30～11：30
「制作の日」

２４
10：30～12：00
地域交流ひろば
「バルーンアート」
場所：第一幼育園ホール

２５
10：30～12：00
アロマ教室
「手練り石けん」
※予約制

５
10：30～11：30
あそびのひろば
「シールあそび」

１２
10：00～11：00
（9：45～受付）
わくわくひろば
「身体測定」
１８
１９
10：30～11：30
10：30～12:00
「パネルシアター」 サークル活動日
「茶話会」

お休み

ね。今月の親子講座は、親子リトミック教室、地域交流ひろばは、バルーンアート教室です。どうぞお楽しみに！！

２０
10：30～11：30
絵本のおはなし会
小林美智子さん
場所：とみあい図書館
２６
２７
10：30～11：30
10：00～12：00
「マタニティ・
にこにこひろば
マミーカフェ」 「こいのぼり制作」
※妊婦さん集まれ～!!

お母さん同士で子育ての情報を交換したり、悩みをおしゃべりしたり・・・もちろん、スタッフにも相談できます。
また、楽しい活動もありますのでお子さんと一緒にいつでも遊びに来てください！

２８
10：30～11：30
おさんぽ・デー
（雨天時は雨具の準備
をお願いします。）

２９

１５
10：00～12：00
「自由開放日」

２２
10：00～12：00
「自由開放日」

昭和の日
お休み

※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。

４月のテーマはシールあそびです。
４月の活動では「茶話会」「戸外あそび」「こいのぼり
製作」を親子で楽しみたいと思います。
活動の後はみんなでおやつを食べたり、ティータイム
の時間です。

毎週火曜日、お手伝いさていただく富
永です。どうぞ宜しくお願いします。
2 年ぶりに週に 1 日、だいいち子育て支
援センターに富永先生が戻ってきてくれま
す。心の温かい、優しい先生ですので一緒
に楽しい時間を過ごして下さいね。

今月から毎月、小林さんのおはな
し会は、アスパル富合の図書館で
行います。たくさんの絵本、手遊
びをして頂きます。気軽に参
加してくださいね！

８
10：00～12：00
「自由開放日」

《お知らせ》 ５月の親子講座は「家庭看護のおはなし」です。
《お知らせ》 ５月の親子講座は「親子はみがき教室」です。
地域交流ひろばは「人形劇」ですのでどうぞお楽しみに…。
地域交流ひろばは人形劇～桃太郎～」ですのでどうぞお楽しみに…。

※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。

現在、2 人の男の子のママです。毎日、子
育てに追われ、大変だなと思うこともありま
すが、日々の子どもの成長に喜びを感じなが
ら毎日頑張っています。子育て支援センター
で、私自身もお母さんや子ども達からエネル
ギーをもらっています。気軽遊びに来て下さ
いね！！

１３
10：00～12：00」」
にこにこひろば
「戸外あそび」

７
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
１４※予約制
10：30～12:00
「ビーズボール
アクセサリー作り」
講師：かすみ先生
２１
10：30～11：30
「ベビー教室」※予約制
ファーストサイン
（持ち物：バスタオル）

３０

寿美先生によるアクセサリー作りがあり、イベント盛りだくさんです。初めての方も気軽に支援センターに遊びに来て下さい

私も 4 人の子どもの子育て真っ最
中です。お母さん方も子育てで悩んだ
り、気になるところもいろいろあるか
と思いますが、一緒に子育てを楽しめ
るように、お母さん方の気持ちに寄り
添いながら、子どもさんの成長を見守
っていきたいと思います。

６
10：00～12：00
にこにこひろば
「茶話会」

土
１
10：00～12：00
「自由開放日」

キッズワークのご案内
（1 歳半以上対象）
毎月、第 2 月曜に開催します。
今年度は、アンパンマンシール遊び、
線あそび、ぬりえを予定しております。
子どもの 1 ヶ月の成長は、
とても大きいですよ。
ぜひ、毎月遊びに来て下さい。

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。
お話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。今月はアスパル富合の中にある「とみあい
図書館のおはなしルーム」で行います。

4 月から山口愛子さんを代表に楽しいサークル活動を行いますの
で、興味がある方は遊びにおいで下さい！
＊日 時 ： 平成 29 年 4 月 19 日（水）10：30～12：00
＊場 所 ： だいいち子育て支援センター
＊活 動 ： 茶話会
＊参 加 費： 無料
お問い合わせは・・・だいいち子育て支援センターまでお気軽に！
☎ 096-357-1245

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。

日時：4 月 14 日（金）10：30～12：00
場所：だいいち子育て支援センター
内容：ビーズボールアクセサリー作り
身近にあるビーズを使ってハンドメイドのヘアゴム
作りをします。ビーズの種類や色も自分で選んでオ
リジナルのものを作りませんか。※予約制です。

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♥ （対象：妊婦さん＆生後 1 ヶ月～1 歳未満の親子)

【お問い合わせ先】
子育てほっとステーション

4 月の地域交流ひろばは、熊本県バルーンア
ート協会で活躍されているスマイルハート藤
岡さんの教室です。親子で風船に触れて、楽
しい時間を過ごしませんか？今年はどんな
風船が登場するのかお楽しみに！

☆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 4 月 24 日（月） 10：30～12：00
第一幼育園ホール
バルーンアート教室
スマイルハート 藤岡 秀和氏

4 月 17 日(月) 10:30～11：30

だいいち子育て支援センター（第一幼育園内）

親子講座『親子リトミック教室』
講師：西村千明先生 音楽に合わせて体を動かして、心
も体もリフレッシュしませんか？

〒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/

保育体験会は、5 月から始まります。

