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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。

６
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。

１３

《開所時間》月～金曜日 午前 9 時～午後 5 時

真夏の日差しが照りつけ、もうしばらくの間、暑さとのお付き合いが続きそうです。だいいち子育て支援センターでも、
プール開きをし、かき氷も始まりました。夏真っ盛りですね！！今月は、夏らしい活動が盛りだくさんです。お気軽に遊
びに来てくださいね。
さて、8 月のだいいち子育て支援センターは、「プールあそび」、
「片栗粉スライム作り」「絵の具あそび」です。親子
講座は、毎回好評の大津山先生の「手作りおもちゃ」、地域交流ひろばは、B‐staff の先生をお招きして「ママのための
夏メイクレッスン」を予定しております。毎日忙しいお母さんのために自分磨きの時間を作ってリフレッシュにしに来ま
せんか？ママ友誘って、遊びに来てください。

お休み

２０
お休み

２７
お休み

※8/10 の片栗粉スライムあ
そび、8/31 の絵の具あそ
びの後、プールをしますの
で水着をご持参下さい。
※キッズワーク 今月は第 1
月曜に変更します

海や山に出かけたときは、天候の変更に十分に
気を付けましょう。雷鳴が近づいてきたら、す
ぐに安全な場所へ移動しましょう。高い木のそ
ばには近づかない、建物の中でも壁や柱から離
れる、などの安全対策を知っておくことも大切
です。

活動名

予約期間

ベビー教室

8 月 7 日（月）～8 月 16 日（水）

アロマ教室

8 月 14 日（月）～8 月 18 日（金）

ひよこルーム

8 月 1 日（火）～8 月 23 日（水）

～ハーバリウム作り～
毎月第 4 火曜日は、『富永先生』の
アロマ教室です。
予約制になります。８月は最近ジ
ワジワ流行ってきている
「ハーバリウム」。
ハーバリウムと
は、植物標本の
ことです。
植物を乾燥させて、
ビンの中に入れて
オイルにつけて保
存するオシャレな
花の観賞の仕方と
いうことで、だん
だん人気が出て
きてるんですね〜

木

金

土

《お知らせ》 ９月の親子講座は「親子ピラティス」です。
地域交流ひろばは「親子でパン教室」ですのでどうぞお楽しみに…。

１
２
10：30～11：30
10：00～12：00
制作の日
「自由開放日」
「ひまわり作ろう」

３
10：30～11：30
にこにこひろば
「プールあそび」
※雨天時は室内あそび

４
10：30～11：30
あそびのひろば
「水ふうせん
あそび」

５
10：00～12：00
「自由開放日」

７
10：30～11：30
「キッズワーク」
※1 歳半以上の
おともだち対象
１４
「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
２１
10：30～11：30
親子講座
「手作りおもちゃ」
講師：大津山先生

８
10：30～11：30
制作の日
「ひまわり作ろう」

９
10：00～11：00
（9：45～受付）
わくわくひろば
「身体測定」
１６
＊サークル活動日
10：30～11：30
※興味のあられる方は
お気軽にご参加下さい

１０10：00～12：00
にこにこひろば
「スライムあそび」
※汚れてもいい服装
※着替えをご持参下さい
１７
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

１１

１２
10：00～12：00
「自由開放日」

２２
10：30～12：00
アロマ教室※予約制
「ハーバリウム」
富永先生の教室!!

２３
10：30～11：30
「マタニティ・
マミーカフェ」

２５※予約制
10：30～11：30
「ひよこルーム」
内容：管理栄養士
さんのお話

２８
10：00～11：00
保育体験会
場所：第一幼育園
※自由参加

２９
10：30～12：00
地域交流ひろば
「夏メイクレッスン」
講師：古山先生

３０
10：30～11：30
「プールあそび」
※雨天時は室内あそび

２４
10：30～11：30
にこにこひろば
「プールあそび」
※雨天時は室内あそび
３１10：00～12：00
にこにこひろば
「えのぐあそび」
※汚れてもいい服装
※着替えをご持参下さい

１５
10：00～12：00
「自由開放日」

※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。

乳幼児の体は、水分が 80%を占めています。運動
をしなくても、汗や呼吸、尿によって水分は失わ
れていきます。体内の水分が不足すると、夏バテ
や便秘などの不調が現れます。暑い夏にはしっか
りとお茶や水を飲ませ、水分補給をしましょう。
ただし飲みすぎには注意が必要です。

水

山の日
お休み
１８
10：30～11：30
ベビー教室※予約制
「ベビーマッサージ」

１９
10：00～12：00
「自由開放日」

南先生の教室です!!

２６
10：00～12：00
「自由開放日」

※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。

８月のテーマは水ふうせんあそびです。

ひよこルーム
プラ板でキーホルダー
作りをしました。

七夕かざり
七夕かざりを飾って、短冊にお
ねがいごとを書いて、親子で
楽しい時間を過ごしました。

８月は「プールあそび」
「片栗粉スライムあそび」や「え
のぐあそび」を親子で楽しみたいと思います。遊んだ
あとは、ティータイムとおしゃべりの時間です。今月
のおやつはかき氷です。
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。

南区役所の管理栄養士さんをお招きし
た講座です。離乳食のおはなしを行い
ます。事前にアンケートを取って、普
段、お母さんが悩まれていることにお
答えできるようにしたいと思います。
当日の質疑応答の時間もありますの
で、お気軽に遊びに来てください。

★ベビー教室のご案内
毎月第 3 金曜日は、RTA 指定スクール Peluche～プルシェ

今月も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！プールで水となかよしになりましょう!!

＜準備するもの＞
・水着（又はプール用おむつ） ・水泳帽子
・着替え ・バスタオル
・水筒

・

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 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。

～代表『南理恵先生』の教室です。予約制になります。ベビ
ーマッサージ、ファーストサイン、ベビースキンケアを通し

隔週 10：00～12：00

て子どもさんと一緒にふれあう時間を過ごしてみませんか？

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。

熊本市民病院の先生をお招きした講座です。
サークルが初めての方も大歓迎です。お気軽に参加下さい。
日

時： 8 月 16 日（水）10：30～11：30

場

所： だいいち子育て支援センター

内

容：

育もう！子どもの言葉とコミュニケーション
*サークル活動に参加したい方、募集中‼
だいいち子育て支援センターまでお尋ね下さい!!

【お問い合わせ先】
子育てほっとステーション

8 月の地域交流ひろばは、ママのための夏メイクレッス
ンを行います。毎日、頑張っているお母さんの為の講
座です。普段使っているメイク道具がありましたら、持
ってきてください。いつも使っているメイク道具でメイ
クの仕方を教えくれるそうですよ。ママ友誘ってお気
軽にどうぞ！

☆対
☆日
☆場
☆講
☆内

象： 0 歳～6 歳（就学前）までのお子さんとその保護者
時： 平成 29 年 8 月 29 日（火）
10：30～12：00
所： アスパル富合 研修室 1・2
師： B-staff 古山先生
容： ママのための夏メイクレッスン

毎週木曜日は、だいいち子育て支援センターでは、かき
氷大会を行っています。夏の風物詩、と～ってもおいし
いですので、どうぞおいでください。
子育てほっとサポーターの大津山琢先生を講師に
お招きして「手作りおもちゃあそび」を開催します。
親子で一緒に楽しんでみませんか？（8 月 21 日です）

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/

