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火

水

木

金

《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に戸
外や室内で自由に遊ぶことができます。
２

３
10：30～11：30
「ひよこルーム」
＊管理栄養士さん
のおはなし
１０
10：00～12：00
にこにこひろば
「シールあそび」

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。《開所時間》月～金曜日 午前 9 時～午後 5 時 土曜日 午前９時～午後１時
☆★☆★☆★Merry

Christmas☆★☆★☆★

１６

１７
10：30～11：30
「キッズワーク」
※1 歳半以上の
おともだち対象
２４

お休み

２３

師走に入り、寒さが厳しくなってきましたが、空気が澄んで夜空がきれいに見えます。暖かい服装をして、冬の空を眺めてみ
るのもいいですね❤そ・し・て････❤❤❤12 月は、子ども達が楽しみにしているクリスマスがあります。だいいち子育て支
援センターでも、親子講座“クリスマス会”やクリスマス制作を予定しております。クリスマスの活動がたくさんあるので、年末
で忙しい時期ですが、親子で楽しい時間を過ごしに来て下さいね！その他の活動にも「新聞紙ビリビリあそび」「シールあ
そび」などがあります。地域交流ひろばは、“クリスマス発表会”を予定しております。どうぞお楽しみに☆
今年も残りわずかとなりました。だいいち子育て支援センターに今年もたくさんのお友だちが遊びに来てくれました。と
てもうれしく思います。ありがとうございました。来年も、たくさんのお友だちと会えるのを楽しみにしております。
～年末年始はご家庭で楽しく過ごされることと思います。どうぞよいお年をお迎えください～

天皇誕生日
お休み

振替休日

３０

４
10：00～12：00
にこにこひろば
「新聞紙
ビリビリあそび」
１１
10：30～11：30
制作の日
「クリスマス・
デコレーション」
１８
10：30～12：30
ソルフェージュ
「クリスマス☆
バージョン」
２５※予約制
10：00～12：00
サークル＆支援
センターの合同
クリスマス会

５＊冬を探しに＊
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）
１２
10：30～11：30
制作の日
「クリスマス・
デコレーション」
１９
10：00～12：00
（9：45～受付）
わくわくひろば
「身体測定」
２６
10：30～11：30
「マタニティ・
マミーカフェ」

土
１
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

６
７
10：30～12：00
10：30～12：00
親子講座
「おえかきあそび」
「クリスマス制作」

８
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

１３※予約制
10：00～12：00
お楽しみ教室ママ Time
「しめなわ」
＊富永先生の教室!!
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
「子どもシアター」

１５
地域交流ひろば
「クリスマス発表会」
時間：9 時開会
場所：アスパル富合
２２
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

１４
10：00～12：00
「自由あそび」

２１
「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
２８
10：00～12：00
「大そうじ」
「茶話会」

２９
年末年始の
お休み
年始は１月４日～

３１

年末年始の
お休み

《お知らせ》 １月の親子講座は「KUMON 富合教室 浅井先生講座」です。
地域交流ひろばは「冬のおはなし会」です。

年末年始の
お休み

※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。

※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。

12 月のテーマはクリスマス・デコレーションです。

赤ちゃんの生活♥～おさんぽ～
人間も動物と考えると、嵐や大雨でないかぎり、一日一回は外の空気に触
れたいですよね。
でも、赤ちゃんを抱っこしたりベビーカーを押しているお母さんが、まっす
ぐ前を向いて無言で歩いているのを見ると、もったいないなぁと思いま
す。戸外には、室内では感じられない感覚がたくさんあります。「ワンワン
ないてるね」「お花きれいね～」「雨ザーザーだね」「風ピューって吹いて
きたね」「何かいいにおいするね～」など、その感覚を共感し、言葉として
大人が伝えていきたいですよね。そういう経験をしていると、子どもの方
から「アーアー」と声を出したり、手差しや指差しで伝えてくるようになっ
てきます。 歩けるようになったら、手をつないで歩いたり、しゃがみこんで
いろんなものを見たり。お外でお日様にあたって、体も頭も使ったら、疲れ
て眠くなるのが自然な流れ。きっと、気持ちよくお昼寝できますよ。

「りか先生のソルフェージュ教室」
カワイ音楽教室の青木利加先生のお招きした講座
です♡今月は、クリスマスバージョンで楽しみま
す！※予約制になりますので、お早めにどうぞ！

12 月は「新聞紙ビリビリあそび」
「シールあそび」「子
どもシアター」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。お
気軽に遊びにおいで下さい。

「今月のひよこルーム」
★日 時： 12 月 3 日(月)10:30～12：00
★場 所： だいいち子育て支援センター
★内 容： 管理栄養士 山中ゆか先生
「清涼飲料水・おやつの食べ方について」
「子どもシアター」
今月は、ミニ子どもシアターです。
だいいち子育て支援センター内
で上映致します。今回は、なにか
なぁ～～❤どうぞお楽しみに❤

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。

「♥おしらせ♥」
ベビママ教室の南理恵先生が、ご
出産の為、しばらくお休みすること
になりました。可愛い赤ちゃんの誕
生を楽しみにしたいと思います。

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 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？

妊婦さん、子育てママさん集まれ～♪

年末年始のお知らせ
12 月 29 日(土)～1 月 3 日(木)は、年末
年始のお休みとさせて頂きます。1 月 4
日(金)から、平常通り開館致します。
お休み中は、風邪などをひかないよう
元気にお過ごしくださいね!!

↑産後ケア･ダイエットトレーニング
たくさんの方が参加しました。
ママ達とっても満足していました。

↑制作の日の活動では、
みんなできれいなもみ
じを作りました。

子育てサークル＂クローバー“＆だいいち子育て
支援センターを利用されているみんなで
クリスマス会を開催します。
パネルシアターやプレゼント交換をしたり、ゲームを
したりして楽しい時間を過ごしたいと思います。
※予約制になります。お早めにどうぞ。
★日 時 ： １２月２５日（火）10：00～12：00
★準備するもの：プレセント交換をしますので、
クリスマスプレゼント（500 円程度）をお持ち
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。

毎月 1 回、マタニティ・マミーカフェを開催し
ています。熊本市にお住まいの方で、これか
らママになる妊婦さんのための交流のひろ
ばがひらかれています。赤ちゃんを迎える準
備を一緒に始めてみませんか？
(対象：妊婦さん＆生後 1 ヶ月～5 ヶ月の親子)

※個別の相談日となっておりますので予約制です。

１２月２８日（金）10：00～12：00「大掃除」「茶話会」
不定期 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。お気軽に遊びに来てください。

一年間の感謝の気持ちをこめて子育て支援センターの大掃除を行います。子ども
達は小さくてもお手伝いが大好きです。おうちの大掃除も、ぜひお手伝いさせてあ
げて下さいね。 掃除を通してお父さん、お母さんと同じことができる喜びや「お手
伝いありがとう」 と言われる嬉しさを感じることのできる機会です。ぜひ経験させ
てあげてくださいね。※お掃除用品はこちらで準備いたします。

【お問い合わせ先】
子育てほっとステーション
12 月の地域交流ひろばは、第一幼
育園の発表会です。園児たちがこれま
で少しずつ練習してきた歌・お遊戯・合
奏・劇などを発表します。子どもたちの
頑張る姿はとても感動的です。どうぞ
楽しくご覧下さい。お待ちしております。

☆対 象：

0 歳～6 歳（就学前）までのお子さんとその保護者

※この期間にご予約お願い致します。お電話の受付時間は、
午後 1 時～4 時の間になります。宜しくお願い致します。

☆日

平成 30 年 12 月 15 日（土）

活

時：

☆場 所：
☆内

容：

9 時開会～12：30（終了予定）

アスパル富合ホール（南区役所横）
認定こども園

第一幼育園のクリスマス発表会

動 名

予

約 期

間

お 楽 し み 教 室❤マ マ t i m e

12 月 3 日(月)～12 月 11 日(火)

ク

12 月 3 日(月)～12 月 20 日(木)

リ

ス

マ

ス

会

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/

