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３
お休み

１０
お休み

１７

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

２４

夏の強い陽射しも和らぎ、日の落ちる早さに、季節の移り変わりを感じるこの頃です。季節の変わり目
は、体調の変化に気をつけて、元気いっぱい過ごしていきたいですね。
9 月は、敬老の日があります。いつもお世話になっているおじいちゃん、おばあちゃんに感謝をこめて、
だいいち子育て支援センターでも敬老の日制作を行いたいと思います。お気軽に遊びに来てください。

お休み

月

火

水

木

金
１
《園庭開放について》
10：30～11：30
「ひよこルーム」
月~金曜日 9：00~17：00 までのお好きな時間帯
生後 2 ヶ月～1 歳半ま
で遊ぶことができます。
でのお子さん対象
４
５
６
７
８
10：30～11：30
10：30～11：30
10：30～11：30
10：00～12：00
10：00～11：00
「キッズワーク」
「制作の日」
「制作の日」
にこにこひろば
保育体験会
※１歳半以上の
「子どもシアター」 場所：第一幼育園
おともだち対象
内容：しまじろう
※自由参加
１１
１２
１３
１４10：00～12：00 １５
10：00～12：00
10：30～11：30
10：00～11：00
「敬老の日
10：30～11：30
自由開放日
親子講座※予約制
（9：45～受付）
プレゼント作り」 ベビー教室※予約制
※写真を 3～4 枚
「ファーストサイン」
「なかよしくらぶ」 「ママピラティス」 わくわくひろば
講師：清田哲生先生
「身体測定」
お持ち下さい
＊南先生の教室です!!
１８
１９
２０
２１
２２
10：30～11：30
10：30～12：00
10：30～11：30
10：30～11：30
敬老の日
わくわくひろば※予約制
サークル活動日
絵本のおはなし会
あそびのひろば
お休み
「８・９月生まれ
「運動のすすめ」
小林美智子さん
「クレヨンで
おたんじょう会」
場所：とみあい図書館
あそぼう!!」
２５
２６
２７
２８
２９
「子育て相談室」
10：30～12：00
にこにこひろば
10：00～12：00
10：30～11：30
子育てに悩みのあ アロマ教室※予約制 「マタニティ・
10：00～12：00
地域交流ひろば
るママのための日 「ハウスキーピンググッズ」
「親子パン作り教室」
マミーカフェ」 「ダンス・体操」
です。※予約制
＊そうじグッズ
※予約制
※プレママ集まれ～♪

土
２
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」
９
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」
１６
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」
２３
秋分の日
お休み
３０
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

《お知らせ》 １０月の親子講座は「ヘアーアレンジメント教室」です。
地域交流ひろばは「なかよし運動会」ですのでどうぞお楽しみに…。

さて、今月のだいいち子育て支援センターは、
「子どもシアター」
「敬老の日制作」
「ダンス・体操」です。
親子講座はピラティスセナの清田哲生先生による「ママピラティス」、地域交流ひろばは藤田美津代先生の

※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。

「親子パン作り教室」を予定しております。楽しい活動が盛りだくさんです。どうぞお楽しみに！！

ｃｃｃｃｃｃｃｃ

９月のテーマはクレヨンあそびです。

ピラティスとは、リハビリのために考えられた誰にでも安全に行えるトレーニングです。
独特な呼吸法で体幹の深層筋（インナーマッスル）を意識しながら身体を動かします。
ゆるやかな動きで体の内側からバランスを整えます。予約制になりますので、お早め
ｃｃ
にどうぞ。（※予約制）
♥日 時： 平成 29 年 9 月 12 日（火）10：30～11：30
♥場 所： だいいち子育て支援センター
♥講 師： ピラティスセナ 代表 清田哲生先生
♥内 容： ママピラティス

＊ベビー教室
初めての参加の方も多
く、親子で楽しい時間
を過ごしました。

＊手作りおもちゃ
親子で、ぶんぶんご
まと笛を作りまし
た。お母さんも子ど
も達も楽しんでいま
した。

＊ハーバリウム作り
お母さん達、とてもか
わいい作品が出来上
がりました。

対象：妊婦さん＆生後１ヶ月～1 歳未満の親子
秋は月がとてもきれいで、
お月見をするのにいちばんよい季節
です。「十五夜」には秋の収穫に感謝する
意味もあり、イモ・おだんごやススキをお
供えします。秋にとれるイモにちなんで、
「イモ名月」ともいわれています。おだん
ごは満月の形、ススキは魔よけを意味し
ています。おうちでもきれいなお月
さまを見てみてくださいね。

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、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聞
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てい
きましょう♥

9 月の地域交流ひろばは、
「パン教室」を行い
ます。今回は、フォカッチャ、カントリークッ
キーを作りたいと思います。今回は、ご自宅で
パン教室をされている藤田美津代先生をお招
きして、おいしいパンとお菓子を作りたいと思
います。興味のある方はご予約下さい。
（※託児はありませんのでご了承下さい。）

※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。

9 月は「敬老の日制作」「ダンス・体操あそび」などを
親子で楽しみたいと思います。ティータイムとおしゃ
べりの時間を楽しんだ後、活動をしま～す。

毎日、頑張っているお母さんの為に、育児中に悩まされる肩こり、
腰痛、足のむくみをとるための運動を学びたいと思います。

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。
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。

初めての方も大歓迎です。たくさんの参加お待ちしております。
ママ友誘って、遊びにきて下さい
＊日
時： 9 月 20 日（水）10：30～12：00
＊場
所： だいいち子育て支援センター
＊講
座： 健康いきいき講座（運動のすすめ！）
肩こり、腰痛、足のむくみを取って生き生きした生活
を取り戻しましょう
＊講
師： 熊本保健科学大学 保健科学部リハビリテーション学科
理学療法学専攻 教授 山元総勝先生

生後 2 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？
活

動 名

予

約 期

間

ベ ビ ー 教 室

9 月 4 日（月）～9 月 13 日（水）

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。

ア ロ マ 教 室

9 月 19 日（火）～9 月 22 日（金）

※個別の相談日となっておりますので予約制です。

パ ン 教 室

9 月 19 日（火）～9 月 27 日（水）

☆対

象：

0 歳～6 歳（就学前）までのお子さんとその保護者

※予約制(20 組)

☆日

時：

平成 29 年 9 月 29 日（金）10：00～12：00

☆場

所：

南部公民館

☆講

師： ジャパンホームベーキングスクール

藤田美津代先生

☆内

容： フォカッチャ、カントリークッキー

参加費 800 円

調理室

☆準備するもの： エプロン、三角巾、タッパー（クッキーを持ち帰るため）

隔週月・土曜日 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。

9 月 19 日（火) 10:30～11:30
『８・９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

1 歳半から『キッズワーク』をしています。線を書く練
習など子どもの発達の上でとても大切なことです。気軽
に参加して下さい。
（内容 ：線あそび、ぬりえ等）
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/

