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《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。

４
お休み

１１

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。

2 月は、豆まきやバレンタインデーがあって楽しい月になりそうですね。節分の日は、
「おにはーそとー、ふくはーうちー」
とみんなで、元気に鬼を追い出しましょう！
さて、2 月のだいいち子育て支援センターは、
「豆まき会」
「おひなさま制作」
「バレンタインデーカード作り」
「親子ふれあ
雅子先生による「わらべうた」、地域交流ひろばは、
「バレンタイン・チョコレート作

５
10：00～11：00
保育体験会
場所：第一幼育園
※自由参加
１２

お休み

お休み

お休み

１９
10：00～11：00
「キッズワーク」
※1 歳半以上の
おともだち対象座

１８

《開所時間》月～金曜日 午前 9 時～午後 5 時

暦の上では春ですが、まだまだ寒さは続いています。寒さに負けず、十分な睡眠、栄養を摂って強い体を作りましょう。

いあそび」です。親子講座では、石田

月

２５
お休み

２６
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

６
10：30～11：30
制作の日
～ハッピー
バレンタイン～
１３
「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。
２０
10：00～12：00
アロマ教室
「リップクリーム」
※予約制
２７
「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。

７
10：00～11：00
（9：45～受付）
わくわくひろば
「身体測定」
１４
10：00～12：00
地域交流ひろば
「バレンタイン・予約制
チョコレート作り」
２１
10：30～11：30
サークル活動日
「ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝの
おはなし」
※予約制
２８
10：30～11：30
「マタニティ・
マミーカフェ」

木
金
１
２
10：30～11：30
10：00～11：30
あそびのひろば
「豆まき会」
「段ボールあそび」

土
３
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

８
10：00～12：00
にこにこひろば
「バレンタイン
カード制作」
１５
10：30～11：30
絵本のおはなし会
小林美智子さん

１０
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

９
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
１６
10：30～11：30
「ベビー教室」※予約制
ファーストサイン

２２
２３
10：00～12：00
10：30～11：30
にこにこひろば
親子講座
「おひなさま制作」
「わらべうた」

１７
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」
２４
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

《お知らせ》 ３月の親子講座は「スクラップブッキング」です。
地域交流ひろばは「音楽コンサート」ですのでどうぞお楽しみに…。

り」を予定しております。どうぞお楽しみに
※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。

子育てサークル“クローバー”
※お電話の受付はできませんのでご了承ください。
キャンセルされる場合は、前日までにお知らせ下さい。

活動名

予約期間

チョコレート作り

2 月 5 日(月)～2 月 9 日(金)

ベビー教室

2 月 5 日(月)～2 月 14 日(水)

アロマ教室

2 月 13 日(火)～2 月 16 日(金)

バレンタインのチョコレート・・・
バレンタインはキリスト教にまつわる行事です。
実は、チョコレートを贈るのは日本独自の文化。欧
米ではカードや花を贈り合うのです。
日本では、1958 年にチョコレート業者が行ったバ
レンタインキャンペーンがきっかけとなり、今ではチ
ョコレートが 2 月 14 日の象徴になっています。
甘くて美味しいチョコレート❤ついつい食べ過ぎ
てしまわないようにご注意下さい。
そして、食べた後は歯磨きを忘れずに。

親子でふれあう楽しい時間となりました。
気持ちよくて、眠くなっていました❤

笑顔で免疫力アップ

鬼のお面作り
みんなかっこいい鬼が出来上がりました

２月は「バレンタインカード制作」「おひなさま制作」
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。
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。

ベビーマッサージ

アロマ教室
かかとクリームとっても喜ばれました

２月のテーマは段ボールあそびです。

風邪予防のためには、規則正しい生活や手洗いう
がいが大切です。
しかし、それだけではなく「笑顔」で免疫力を
高めることができるのです。
友達と笑いあったり、楽しいテレビ番組を見たり
して笑顔になるだけで、細胞が活性化され、ウイ
ルスに打ち勝つ体を作ることができます。
生活の中に、笑顔になれるものをたくさん用意し
たいですね。

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。

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。

地域交流ひろば『スマイルクラブ』
2 月の地域交流ひろばは、
「バレンタイン・
チョコレート作り」を行います。毎日、家族
の為に頑張っているご主人や子ども達にチョ
コレートを作りませんか。藤田美津代先生を
お招きして、おいしいチョコレートを作りた
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ください)

❤日時：平成 30 年 2 月 14 日(水)10：00～12：00
藤田美津代先生

❤内容：バレンタインデーチョコレート
❤準備するもの：エプロン、三角巾、マスク

☆日時：平成 30 年 2 月 21 日(水)
10：30～12：00
☆場所：だいいち子育て支援センター
☆講師：ソニー生命保険株式会社
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ
宮本 亮輔 氏
※予約制
ご予約は支援センターに
お願いします

毎月 1 回、マタニティ・マミーカフェを開催しています。
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)

【お問い合わせ先】
子育てほっとステーション

❤対象：0 歳～6 歳（就学前）までのお子さんとその保護者
❤講師：ジャパンホームベーキングスクール

2 月のサークル活動は、ライフプランについ
てお話して頂きます。ご興味のある方は、ぜ
ひおいで下さい！予約制になりますのでお早
めにどうぞ❤

※予約制

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。
（自由参加ですので、お気軽にどうぞ。
）

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/

