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月

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。

水

木

金

《お知らせ》 ７月の親子講座は「子どもの脳の発達のおはなし」です。
地域交流ひろばは「夏まつり」ですのでどうぞお楽しみに…。
１
10：30～11：30
にこにこひろば
「砂場あそび」

４
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。

１１
お休み

《開所時間》月～金曜日 午前 9 時～午後 5 時

５
10：00～12：00
制作の日
「みんなで作って
あそぼう！！」
１２
10：30～11：30
親子講座
「親子はみがき教室」
※仕上げ磨き歯ブラシ持参

１８

うっとしい梅雨の時期に入りますが、傘に長靴、レインコート。梅雨どきは子ども達の身の回りの小物がぐっ

お休み

と賑やかになります。この季節、戸外あそびがなかなかできず、子ども達も退屈する季節となりますが、だい
いち子育て支援センターでは、雨の日でも楽しい活動を色々考えています。お気軽に遊びに来てくださいね。
２５

さて、6 月のだいいち子育て支援センターは、「砂場あそび」「父の日制作」「サーキットあそび」「七夕飾り

お休み

づくり」と盛りだくさんです。地域交流ひろばは、「ぷちさんのおはなし会」親子講座は、「はみがき教室」を予
定しております。お友だちを作りにお気軽に遊びにきて下さいね。お待ちしております。

１９
10：30～11：30
「キッズワーク」
※１歳半以上の
お友だち対象
２６
10：00～12：00
「自由あそび」

６
10：00～12：00
制作の日
「みんなで作って
あそぼう！！」
１３
10：30～11：30
あそびのひろば
「ビニール袋あそび」

ぞうくんのあめふりさんぽ
人気絵本「ぞうくん
の さ ん ぽ」 の 続編 が
出ました！今日のぞ
う くんは あめ ふりの
中をさんぽです。
何回読んでも喜ばれ
る秘密がここにあり
そうですね。

おつかい
おかあさんにおつかいを
頼まれた女の子。でも「ふ
くがぬれちゃう」「あしが
ぬれちゃう」心配ばかり。
なかなか出掛けない女の
子がいざ出発！の時の格
好ときたら・・・!?想像力の
たくましい、ユーモア溢れ
る女の子の姿がとても可
愛らしい絵本です。

あめあめふれふれねずみくん
「かさなんて」とわらう動物た
ちの自慢げな表情があまりにい
きいきしているので、読んでい
るこちらもくやしくなっちゃうけ
ど、最後は「ねずみくん、やった
ね！」と拍手したくなる絵本で
す。青い斜線が入った表紙のデ
ザインも、内容にぴったりでおし
ゃれ。『ねずみくんのチョッキ』に
はじまる、大人気ねずみくんシ
リーズ、記念すべき第３０作品目
のお話です。

←母の日制作 お母さん
に手作りのカーネーシ
ョンを作りました。こど
もさんの写真つきでと
てもかわいいプレゼン
トが出来ました。

活動名

予約期間

ベビー教室

6 月 5 日（月）～6 月 14 日（水）

アロマ教室

6 月 19 日(月)～6 月 23 日（金）

親子講座のご案内南区役所保健子ども課の方がはみ
がきの指導に来られます。歯についてのご相談などす
るいい機会です。ぜひ、相談に来てください。
★日 時：平成 29 年 6 月 12 日（月）10：30～11：30
★場 所：だいいち子育て支援センター
★内 容：はみがき教室

↓絵本のおはなし会 とみあい図
書館のおはなしルー
ムで、絵本や手遊び
を 楽 しく参 加 す る こ
とができました。

７
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

１０
10：00～12：00
「自由開放日」

１７
10：00～12：00
「自由開放日」

２４
10：00～12：00
「自由開放日」

６月のテーマはビニール袋あそびです。
6 月は「父の日制作」
「七夕飾り作り」
「砂場あそび」
「サ
ーキットあそび」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を設けて
います。お気軽に遊びにおいで下さい。
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。
おはなしボランティア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。

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。

↑パネルシアター 赤ちゃんも楽
しく参加しました

と

き：6 月 21 日(水)10：30～12：00

ところ：だいいち子育て支援センター
内

容：絵本の読み聞かせ等

参加費：無料
初めての参加も大歓迎♡参加待ってまーす♡
サークルに関するお問い合わせは…
だいいち子育てまでお気軽にどうぞ。

毎週水曜日 10：00～12：00

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)

【キッズワーク】
今月は、第 3 月曜日に変更になります。
【わくわくひろば（身体測定）】

象： 0 歳～6 歳（就学前）までのお子さんとその保護者

☆日

時： 平成 29 年 6 月 30 日（金） 10：30～11：30

シールにして差し上げますので

☆場

所： 第一幼育園ホール

どうぞお楽しみに！

容： 「おはなしボランティア“ぷちさん”によるおはなし会」

３
10：00～12：00
「自由開放日」

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？

☆対

☆内

１５
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
２２
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
２９
10：00～12：00
にこにこひろば
「七夕飾り作り」

２
10：00～11：00
保育体験会
場所：第一幼育園
※自由参加
９
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）
１６
10：30～11：30
ベビー教室
「ベビーマッサージ」
※予約制（5 組）
２３
「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
３０
10：30～11：30
地域交流ひろば
「ぷちさんの
おはなし会

※妊婦さん集まれ～!!
※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。

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。お気軽に遊びにおいで下さい。

6 月の地域交流ひろばは、ぷちさんのおはなし会を予定しております。毎年とても大
好評なおはなし会になります。親子で楽しい時間を過ごしに来ませんか。月齢の低い
赤ちゃんから大人まで楽しめますよ！！

８
10：00～12：00
にこにこひろば
「父の日製作」
※子どもさんの写真持参(3 枚)

１４
10：00～11：00
（受付 9：45～10：15）
わくわくひろば
「身体測定」
２０
２１
10：00～12：00
サークル活動日
にこにこひろば
10：30～11：30
「サーキット
「絵本の
あそび」
読み聞かせ等」
２７
２８
10：30～11：30
10：30～11：30
「アロマーパウダー作り」
「マタニティ・
※予約制（10 組限定）
マミーカフェ」

※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。

土

毎月恒例の写真はもちろん！！撮った写真を

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。
）
☆★☆★☆★子育て応援情報誌“smile” ☆★☆★☆★
子育て応援情報誌“smile”は、だいいち子育て支援センターが子育てについてま
とめた情報誌です。毎月 1 回発行しています。この情報誌は総合子育て支援セン
ター、南区役所、島添小児科等に置いています。手にとっていただき、子育ての
参考にしていただければ幸いです。

【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/

