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月

火

水

木

金

土

６
10：30～11：30
「ひよこルーム」
1 歳半より小さい
お友だち対象です。
１３
10：30～11：30

７
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

No.188
《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。
１
お休み

８
お休み

１５

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

２２
梅雨明けの知らせが待ち遠しい今日この頃…」梅雨はまだ続いていますが、少しずつ暑くなる日々が夏の訪れを感じさ

お休み

せてくれます。熱中症にならないよう十分気を付けて、元気に過ごしていきたいですね。ポイントは、①涼しい服装で②
帽子や日陰を有効活用して③こまめに水分補給(適度な塩分も)です。暑い夏☀を乗り切りましょう。
7 月は、織り姫と彦星が年に一度会える七夕の日があります❤子どもと夏の星座を眺めながら、願い事を考えてみる
のもいいですね！天の川を探してみてはいかがですか？！

２９
お休み

２
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）
９
10：30～11：30
「制作の日」
～あさがおを
作ろう！～
１６
海の日
お休み
２３
10：30～11：30
「キッズワーク」
※1 歳半以上の
おともだち対象
３０
10：30～11：30
プールあそび」

３
七夕デイズ
10：30～12：00
「たなばたかざり
作り」
１０
10：30～11：30
「制作の日」
～あさがおを
作ろう！～
１７
10：00～12：00
親子講座
「水アートハガキ
作り」※予約制
２４
10：30～12：00
お楽しみ教室ママ Time
「ルームスプレー」
※予約制
３１
10：30～11：30
「プールあそび」

４
七夕デイズ
10：30～12：00
「たなばたかざり
作り」
１１
10：00～11：00
（9：45～受付）
わくわくひろば
「身体測定」

５
10：00～11：00
にこにこひろば
「たなばた会に
参加しよう」
１２
10：00～12：00
にこにこひろば
「金魚すくい大会」

１８
サークル活動日
10：30～11：30
「ペットボトル
ガラガラ作り」
２５
10：30～11：30
マタニティ・
マミーカフェ
「歯科相談」

１９
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
２６
10：30～11：30
にこにこひろば
「プールあそび」
＊かき氷大会(予定)

“水アートで暑中見舞いハガキ作り”
ジャパンエキスポ・パリへの作品
☆ベビーリフレクソロジ―教室
＆ママのリフレクソロジー体験☆
おむつ替えのついでに、眠る前に等・・・
手軽に取り入れることができるあんよのマ
ッサージ。足の裏には全身に作用するス
イッチがあります。
今回は、ベビーのリフレクソロジー

年に 3 回歯科、栄養、妊娠中から産後の生活に
ついて、南区保健子ども課の専門スタッフさんが
お話をされています。赤ちゃんを迎える準備を一
緒に始めてみませんか？
今月は、歯科相談になります。テーマは、「元気な
赤ちゃんを産むために～マイナス 1 歳からのむし
歯予防」です。妊娠中に不安に思っていること等、
ぜひお話下さい。

出展など書道家としてご活躍の
片岡絵里奈先生の講座です。
≪日時≫7 月 17 日(火)10：00～12：00
≪場所）だいいち子育て支援センター
※予約制になります。

※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。

リフレクソロジーを体験していた
だけます。(予約制)

２１
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」
２８
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

※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。

７月のテーマはあさがおです。
７月は「たなばた会」や「プールあそび」
「金魚すくい
大会」等を親子で楽しみたいと思います。活動の後は
ティータイムとおしゃべりの時間です。
梅雨明けしたらかき氷大会をします!!
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。

教室とママ自身もミニコースの

「6・7 月生まれ
おたんじょう会」
２０
10：30～11：30
ベビママ教室※予約制
「ベビーリフレク
ソロジー教室＆体験」
２７
10：00～12：00 子育て相談
18：30～20：30（予定）
地域交流ひろば
「夏まつり」

《お知らせ》 ８月の親子講座は「助産師さんのおはなし」です。
地域交流ひろばは「バルーンアート」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、“たなばた会”“金魚すくい”“プールあそび”です。親子講座は「水ア
ートで暑中お見舞い」、地域交流ひろばは、
「第一幼育園夏まつり」です。たくさんの参加待っています。お気軽にどうぞ！

わくわくひろば※予約制

１４
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

暑い夏はやっぱりプール!!だいいち
子育て支援センターもプール開きを行います。
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！水が苦手な子
どもさんも是非遊びにおいで下さい。
※雨天時や気温・水温が低い場合は室内で遊びます。
＜準備するもの＞
□水着 □水泳帽子 □着替え □タオル
□水筒（お茶などの水分）

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？
※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❤

誕

活動名

予約期間

生

7 月 3 日(火)～7 月 11 日(水)

会

親子講座（水アート）

7 月 3 日(火)～7 月 11 日(水)

ベビママ教室

7 月 10 日(火)～7 月 18 日(水)

お楽しみ教室☆ママ Time

7 月 13 日(金)～7 月 18 日(水)

たなばたデイズ
期間を設けて飾り作りをし
たり七夕の雰囲気を味わい
ながら、期間中であればい
つでも、誰でも楽しめるよ
うにしたいと思います。

父の日制作 お父さんへとっても“可愛
い写真入り車のおまもり”を作りました。
きっと、お父さんも喜ばれたでしょう❤

7 月の地域交流ひろばは、第一幼

象： 0 歳～6 歳（就学前）までのお子さんとその保護者

育園で夏まつりが行われます。

☆日

時： 平成 30 年 7 月 27 日（金）18：30～20：30（終了予定）

☆場

所： 第一幼育園 運動場（雨天の場合は中止となります。）

☆内

容： 第一幼育園「夏まつり」

園児たちのかわいい盆踊りや夜店
もあり、楽しいことが盛りだくさんで
す。親子でぜひお越しください。

※個別の相談日となっておりますので予約制です。
今月はお休みとなります。

毎週土曜日 10：00～12：00

壁面づくり“あじさい” みんなで、協力
し合って身体測定の壁面を作りました！
☆対

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。

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。お気軽に遊びにおいで下さい。
今月は行事の都合上、土曜日のみとなります。

7 月 13 日（金) 10:30～11:30
『６・７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。

赤ちゃんのおもちゃの定番のガラガラをペットボトルで作り
たいと思います。子どもの為に手作りおもちゃを作りません
か？！どなたでも参加 OK です。ご質問があれば、支援センタ
ーにどうぞ❤
日時：7 月 18 日(水)10：30～11：30
場所：だいいち子育て支援センター
内容：手作りおもちゃ“ペットボトルガラガラ”

【お問い合わせ先】
子育てほっとステーション

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/

