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水

《園庭開放について》
月~金曜日 9：00~17：00 土曜日 9：00～12：00
までのお好きな時間帯で遊ぶ事ができます。

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
お休み

《開所時間》月～金曜日 午前 9 時～午後 5 時
２０

風を心地良く感じられるようになってきました。園庭のこいのぼりがさわやかな風に乗り、気持ち良さそうに泳いで
ます。ゴールデンウィークに出かけることが多いと思いますが、出かけるときは事故やけがに気をつけて、楽しいお休
みにしてください❤そして子育て支援センターに、楽しい思い出をおしゃべりしに来てくださいね！！
さて、5 月のだいいち子育て支援センターは、「手形アート」
「シャボン玉」「パネルシアター」です。親子講座は、
病後児保育みるく永野和子先生の「子どもの病気と家庭看護のおはなし」
、地域交流ひろばは、人形劇団チャパさんによ
ります「てぶくろ」
「なんだこりゃたまご」です。
ぜひ、子育て支援センターに散歩がてら、気軽に足を運んでみてください。近くに遊び場がない・お友だちがほしい
わ♡等、思っている方はいませんか？皆様のお越しを、スタッフ一同お待ちしております。

お休み

２７
お休み

木

土

《お知らせ》 ６月の親子講座は「親子はみがき教室」です。
地域交流ひろばは「リトミック」ですのでどうぞお楽しみに…。

１
10：30～12：00
「戸外あそび」

２
10：30～12：00
「砂場あそび」

※雨天時：室内あそび

※雨天時：室内あそび

７
10：30～12：00
制作の日
「いちごを作ろう」

８
10：30～12：00
制作の日
「いちごを作ろう」

１４
10：30～12：00
「ひよこルーム」
生後 3 ヶ月～1 歳半ま
でのお子さん対象
２１
10：30～12：00
「キッズワーク」
※1 歳半以上の
おともだち対象
２８
10：30～11：30
親子講座
「病気と家庭看護の話」
講師：永野和子先生

１５
「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。
２２※予約制
10：30～12：00
お楽しみ教室☆
ママ time
「ガーランド」
２９ ※予約制
10：30～11：30
「ソルフェージュ」
青木利加先生の
教室💛

９
10：00～11：00
（受付 9：45～10：15）
わくわくひろば
「身体測定」
１６
10：00～11：00
「保育体験会」
※自由参加ですので
お気軽にどうぞ♪」
２３
10：30～12：00
「マタニティ・
マミーカフェ」

※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。

金

３

４
みどりの日
お休み

憲法記念日
お休み

こどもの日
お休み

１０
10：00～12：00
にこにこひろば
「シャボン玉あそび」

１１
１２
10：30～11：30
10：00～12：00
「おさんぽ・デー」 「自由開放日」
雨天時：雨具持参

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
２４
10：00～12：00
にこにこひろば
「パネルシアター」

１８※予約制
10：30～11：30
ベビ・ママ教室
「親子のふれあい＆
スナップ撮影」
２５
10：30～11：30

※妊婦さん集まれ～!!

３０
10：00～11：00
地域交流ひろば
「人形劇」※予約制

５

わくわくひろば※予約制

１９
10：00～12：00
「自由開放日」

２６
10：00～12：00
「自由開放日」

「4・5 月生まれ
おたんじょう会」

３１
10：00～12：00
にこにこひろば
「手形アート」

場所：第一幼育園ホール
※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。

大人だけじゃない！乳幼児からの花粉症！
最近は花粉症の低年齢化が進んでおり、１歳を過ぎた子が発症する
可能性もあるので、早いうちから注意が必要です。花粉症を発症す
ると、大人と同じように目のかゆみや充血、鼻水、鼻づまりなどの
症状が現れます。まだ言葉を発せないので、しぐさをよく観察する
ようにしましょう。例えば、良く晴れた日に目をかゆそうにしてい
る、くしゃみがやたらと出るなど、花粉症が疑われる症状があれば、
できるだけ早めの受診を心掛けましょう。

パネルシアターとは・・・

５月のテーマは「いちご」です。

パネル布を貼ったパネルに、不織布に絵を描いて切り取った絵人形を貼っ
す。赤ちゃんから大人まで楽しめます！！今月は、5 月 24 日（木）にあり
ます。どうぞお楽しみに……♡

ぜひ足を運んで頂けると嬉しいです(*^_^*)
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

絵本の読み聞かせを中心に活動されています“ボランテ
ィアくれよん”の小林美智子さんが「とみあい図書館」
に絵本の読み聞かせに来られてのおはなし会となりま
す。お気軽にご参加下さい。

お待ちしております！！

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？

親子講座のご案内
感染症やお薬の飲ませ方、子どもさんが病気した時の家庭看護に
ついてのおはなしをして頂きます。お気軽にご参加下さ～い。
日時： 5 月 28 日（月） 10：30～11：30（質疑応答もできます！）
場所： だいいち子育て支援センター
内容： 『子どもの病気と家庭看護について』
講師： NPO 法人ﾁｬｲﾙﾄﾞｹｱｻﾎﾟｰﾄみるく
みるく病児保育センター 室長 永野 和子氏

5 月の地域交流ひろばは、人形劇団チャパさんによ
ります「手ぶくろ」「なんだこりゃたまご」です。小さい
頃から親しみのある楽しいおはなしを親子で楽しんで
みませんか。あっという間に心温まるおはなしの世界
に引き込まれていくことでしょう。(予約制 15 組)

５月は「シャボン玉」
「パネルシアター」や「手形アー
ト」などを親子で楽しみたいと思います。たくさん活
動したあとはティータイムの時間です。
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。

今まで参加したことのない方も、ドライブがてら

“ママはいつも子ども達にやさしい顔で見つ
めています” 子育て支援センターで「親子
の触れ合い」を楽しんでいる時間に、ベビーグ
ラファーの南先生がママとベビーのスナップ
撮影いたします。

☆対
☆日
☆場
☆内

※この期間にご予約お願い致します。お電話の受付ＯＫです。
お気軽にお電話下さい❤

たりはずしたり、動かしたりしながら、歌やお話に合わせて演じるもので

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。
↑おさんぽデー
春を感じながらおさんぽ
をしました。お花やチョ
ウを見つけました。

↑こいのぼり制作

かわいいこいのぼ
りが出来ました。

象： 0 歳～6 歳（就学前）までのお子さんとその保護者
時： 平成 30 年 5 月 30 日（水）
10:00～11：00 終了予定
所： 第一幼育園 ホール
容： 人形劇団ちゃぱさんによる人形劇
「てぶくろ」「なんだこりゃたまご」

↑とっても可愛いﾌﾟﾘｻﾞ
ｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰが出来ました。
お母さん達もとても楽
しい時間になりました。

※個別の相談日となっておりますので予約制です。

隔週 10：00～12：00 ※今月は土曜日のみです。
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。

活動名

予約期間

ベビママ教室

5 月 1 日(火)～5 月 16 日(水)

ソルフェージュ

5 月 1 日(火)～5 月 25 日(金)

お楽しみ教室☆ママ time

5 月 7 日(月)～5 月 18 日(金)

親 子 講

座

5 月 1 日(火)～5 月 25 日(金）

誕

生 会

5 月 1 日(火)～5 月 23 日(水)

人

形 劇

5 月 1 日(火)～5 月 28 日(月)

カワイ音楽教室の青木利加先生が来られての教室です。
きれいな先生の歌声に合わせ、
①音楽に合わせて動くリズム
②歌ったりするソルフェージュ
を体験できます。ご参加をお待ちしてます\(^-^)/

5 月 25 日（金) 10:30～11:30
『4・5 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

5 月 21 日(月)に『キッズワーク』を行います。線を書く
練習など子どもの発達の上でとても大切な事です。
1 歳半以上の子どもさんの参加お待ちしています。
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？自由に参加できます。

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

