日

発行:平成 29 年 7 月号

月

火

水

木

金

土
１
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

７
10：30～11：30
「制作の日」
～みんなで作って
あそぼう！～
１４
10：30～11：30

８
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

No.176
《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。
２
お休み

９
お休み

１６

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

２３
暑さも日々増していき、梅雨明けの知らせが待ち遠しいですね。本格的な夏の季節もすぐそこまで来ているようです。7 月

お休み

お休み

３１
10：00～11：00
保育体験会
場所：第一幼育園
※自由参加

３０

や顔に水をかけて徐々に慣らすことから…、プールを楽しめる子には、友だちと一緒に遊び楽しさを伝えていきたいと思いま
す。水着の準備をしてくださいね！考えただけでわくわくしますね！
さて、7 月のだいいち子育て支援センターは、「シャボン玉あそび」「魚つりあそび」「プール」と盛りだくさんです。地域交流

わにわにのおでかけ
ひまわり
「どんどこ どんどこ」
お 日 様 の 光 を い っぱ
い浴びて、芽が出て、
茎が伸び、葉が出て、
どんどこどんどこ伸び
ていき、大きな大きな
花が咲きます。生命力
あふれる絵本。

残暑が残る夜、なか
なか寝付けないわ に
わ に。す ると、家の そ
とをぞろぞろと歩く
たくさんの足音がしま
す。窓からはい出て、
人 のあとについて い
きます。ずりずりづづ
づ、と足をひきずりな
がら。たいこ橋を渡る
と、な んとなんと、そ
こはたくさんの屋台
がでている縁日！

おばけかぞくのいちにち
おばけ家族の暮らしは、
夜に始まります。夜起き
て、おばけの兄妹のさく
ぴーとたろぽうは、保育
園に行き、お父さんは仕
事に行きます。夜昼逆転
した人間の暮らしのよう
な おば けの 暮 ら し を 愉
快に詳細に描きます。

夕☆

7 月 7 日は七夕。
七夕まつりが開かれたり、七夕飾
りがにぎやかな季節です。お子
さんと一緒に短冊に願いを込め
て…お子さんと七夕のお話をし
ながら飾ってみませんか？
この季節、東の夜空を見上げ
てみると、こと座のベガ、わし座
のアルタイルが、天の川の両側に
光ります。ベガが織姫の織女星、
アルタイルが彦星の牽牛星で
す。こと座のベガ、わし座のアル
タイル、そしてはくちょう座のデ
ネブという３つの明るい星で形
作られた三角形は、「夏の大三角
形」と呼ばれています。夏の夜空
をお子様と一緒に眺めるのもい
いですね★!!

子どもの成長の上で 0～3 歳までは

予約期間

ベビー教室

7 月 10 日（月）～7 月 19 日（水）

アロマ教室

7 月 18 日(火)～7 月 21 日（金）

５
七夕 Day’s
10：30～12：00
「七夕かざりを
しよう！」
１２
10：00～11：00
（9：45～受付）
わくわくひろば
「身体測定」

６
10：00～12：00
にこにこひろば
「シャボン玉遊び」

１９
サークル活動日
10：00～
「新幹線車両基地
見学をしよう」
２６
10：30～11：30
「マタニティ・
マミーカフェ」

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
２７
10：00～12：00
にこにこひろば
「プールあそび」
＊かき氷大会(予定)

※妊婦さん集まれ～!!

上で、とても参考になると思います。
質疑応答の時間もありますので、気軽にご参加
ください。
日時：平成 29 年 7 月 24 日（月）10：30～11：30
場所：だいいち子育て支援センター
内容：『0～3 歳までのはたらきかけ』
講師：くもん富合教室 浅井 繁子 先生

7 月の地域交流ひろばは、第一幼
育園で夏祭りが行われます。園児

☆日

時： 平成 29 年 7 月 28 日（金）18：30～20：30（終了予定）

たちのかわいい盆踊りや夜店もあ

☆場

所： 第一幼育園 運動場（雨天の場合は中止となります。）

☆内

容： 第一幼育園「夏まつり」

り、楽しいことが盛りだくさんです。
親子でぜひお越しください。

「6・7 月生まれ
おたんじょう会」
２１
10：30～11：30
ベビー教室※予約制
「ベビースキンケア」
～紫外線対策～
２８
18：30～20：30（予定）
地域交流ひろば
「夏まつり」
場所：第一幼育園

２２
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」
２９
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

《お知らせ》 ８月の親子講座は「ママのための夏メイクレッスン」です。
地域交流ひろばは「手作りおもちゃ」ですのでどうぞお楽しみに…。
※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。

７月のテーマは牛乳パックあそびです。
７月は「シャボン玉あそび」や「プールあそび」
「魚つ
り大会」等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。梅雨明けし
たらかき氷大会をします!!
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。

暑い夏はやっぱりプール!!7 月 27 日（木）から、子ども達の
大好きなプール遊びを行います。プカプカ浮かぶおもちゃ
やじょうろなどを使って楽しく遊びたいと思います！水が
苦手な子どもさんも是非遊びにおいで下さい。
※雨天時や気温・水温が低い場合は室内で遊びます。
＜準備するもの＞
・水着 ・水泳帽子 ・着替え
・水筒（お茶などの水分）

・タオル

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？
とってもかわいい手作りおも
ちゃができました。こどもた
ちも楽しく遊びました。

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。
今月はお休みとなります。

隔週水曜日 10：00～12：00

今月から自分で作った制作の前で写

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。
今月は行事の都合上、土曜日のみとなります。

真撮影をしました。写真シールもとっ

象： 0 歳～6 歳（就学前）までのお子さんとその保護者

わくわくひろば※予約制

１５
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

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。

身体測定

☆対

１３
10：00～12：00
にこにこひろば
「魚つり大会」

とても大切な時期です。お子さんと関わる

ビニール袋あそび

活動名

４
七夕 Day’s
10：30～11：30
「七夕のおはなし」
～ブラックパネルシアター～
１１
10：30～11：30
「制作の日」
～みんなで作って
あそぼう！～
１８
10：30～11：30
あそびのひろば
「牛乳パック
あそび」
２５
10：30～12：00
「アロマ教室」
ルームスプレー
※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。

ひろばは、「夏祭り」、親子講座は、「0～3 歳からのはたらきかけ」の講話を予定しております。どうぞお楽しみに！

☆七

海の日
お休み
２４
10：30～11：30
親子講座
「0～3 歳までの働きかけ」
講師：浅井繁子先生

の終わりには、子育て支援センターもプール開きをします。楽しく水遊びをするためには、健康チェックが大切です。目・耳・皮膚
などの病気は、早めに治療しておきましょう。プール遊びでは、まず水に慣れ親しむことから始めます。水を怖がる子には身体

３
10：30～11：30
「ひよこルーム」
1 歳半より小さい
お友だち対象です。
１０
10：30～11：30
「キッズワーク」
※1 歳半以上の
おともだち対象
１７

ても親子で喜ばれていました。

7 月 14 日（金) 10:30～11:30
『６・７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。

妊娠中、出産、赤ちゃんとの生活で気になることや心配なことなどいろい
ろおしゃべりしてみませんか。これからパパになる方、家族の方もぜひ一
緒にご参加を♡
★対 象： 南区に住む妊婦さんや家族など
★日 時： 7 月 26 日（水）10：30～正午
★場 所： だいいち子育て支援センター
★内 容： 妊婦さんと子育て中先輩ママや赤ちゃんとの交流会
南区保健子ども課専門スタッフさんより妊娠中に知って
ほしいことをお話されます。（歯科相談等）

【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/

