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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。

木

お休み

１２

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。

お休み

《開所時間》月～金曜日 午前 9 時～午後 5 時
１９

♡♡♡ 暑 中 お 見 舞 い 申 し 上 げ ま す ♡♡♡
今年の暑さはハンパない暑さですね。だいいち子育て支援センターもプールをして、かき氷を食べて、暑い夏を吹き飛ばし
ています！！日中は紫外線も強いので、戸外に出るのは朝夕の過ごしやすいときを選ぶようにしましょう。クーラーの効いた室
内で、冷たい物を食べたり、飲んだりしたくなりますが、汗をかいて熱を出し、バランスの良い食事をすることで、夏バテしにく
い体になります。しっかり遊ぶ・きちんと食べる・よく寝ることを心がけましょう！
さて、8 月のだいいち子育て支援センターは、「プールあそび」「水でっぽうあそび」「かき氷大会」等…。地域交流ひろばで
は、毎年大人気の「バルーンアート教室」、親子講座では、「助産師さんのおはなし」を予定しております。どうぞお楽しみに！

お休み

２６
お休み

６
10：30～11：30
制作の日
「海を作ろう」

７
10：30～11：30
制作の日
「海を作ろう」

１３
10：00～12：00
「自由開放日」

１４
10：00～12：00
「自由開放日」

２０
10：30～11：30
「キッズワーク」
※1 歳半以上の
おともだち対象
２７ ※予約制
10：30～12：00
「ハンドマッサージ」
講師：POLA ザビューティー
嘉悦美香さん

２１※予約制
10：30～12：00
お楽しみ教室ママ Time
「ハーバリウム」
富永先生の教室!!
２８
10：30～12：00
お楽しみ教室ママ Time
「アロマワックスバー」
※予約制

※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。

＜材料＞子ども1人分
・ごはん…50ｇ
・トマトケチャップ…大さじ1
・ウインナー…小1本 ・ピーマンやパプリカ
・トマト又はミニトマト ・チーズ（ピザ用）…適量
＜作り方＞
①
ウインナー、ピーマン、トマトを切っておく。
②

ごはんが温かいうちにラップをかけて、両手で平たくな
るまで押し、好きな形に伸ばす。

③

②の両面をホットプレートで軽く焼く。いったん皿に上げ、
トマトケチャップを塗り、ウインナー、ピーマン、ミニトマト
をトッピングして、ピザ用チーズをのせる。

④

③をホットプレートで焼く。ふたをして中温で5分ほど焼
き、チーズが溶ければ出来あがり。
フライパンでもOK!

マタニティ・マミーカフェ

8 月 1 日(水)～8 月 20 日(月)

ハンドマッサージ
お楽しみ教室☆ママ Time

8 月 1 日(水)～8 月 20 日(月)

離乳食のおはなし

8 月 1 日(水)～8 月 29 日(水)

☆対
☆日
☆場
☆内
☆講

３
10：30～11：30
「プールあそび」
※雨天時は室内あそび

４
10：00～12：00
「自由開放日」

１０
「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
１７
10：30～11：30
ベビママ教室※予約制
「ベビーマッサージ」

１１
山の日
お休み
１８
10：00～12：00
「自由開放日」

南先生の教室です!!

２４
10：30～11：30
「プールあそび」
※雨天時は室内あそび

２５
10：00～12：00
「自由開放日」

３１※予約制
10：30～11：30
「ひよこルーム」
内容：離乳食のお話

※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。

８月は「プールあそび」
「水てっぽうあそび」や「えの
ぐあそび」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。今月の
おやつはかき氷大会です。
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。

妊娠中の相談や子育ての相談等

8 月 20 日(月)～8 月 27 日(月)

8 月の地域交流ひろばは、熊本県バルーンアー
ト協会で活躍されているスマイルハート藤岡さ
んの教室です。親子で風船に触れて、楽しい時
間を過ごしませんか？今年はどんな風船が登
場するのかお楽しみに！

たなばた会
たなばた会で、ブラックパネル
シアターを親子で楽しみました
☆とっても綺麗でした☆

助産師の加治さんのお話です。

※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❤
予約期間
8 月 3 日(金)～8 月 10 日(金)

金魚すくい大会
お母さん達も夢中にな
って遊んでいました❤

日時：8 月 21 日 10：30～12：00

ママ達は、いつまでも子どもたち
から可愛いママって言われたい
ですよね？！そんなママにぴっ
たり！POLA の方をお招きして、ハ
ンドマッサージを開催します！日
頃の疲れを癒しに来ませんか？
予約制になります♡※先着 6 組
日時：8 月 27 日（月）10：30～12：00
講師：POLA ﾋﾞｭｰﾃｨｰﾃﾞｨﾚｸﾀｰ
嘉悦 美香さん

２
10：30～11：30
にこにこひろば
「プールあそび」
※雨天時は室内あそび
８
９10：00～12：00
10：00～11：00
にこにこひろば
（9：45～受付）
「水鉄砲あそび」
わくわくひろば
※着替えを持参
「身体測定」
して下さい。
１５
１６
10：30～11：30
10：00～12：00
絵本のおはなし会
「自由開放日」
小林美智子さん
場所：とみあい図書館
２２
２３10：30～11：30
にこにこひろば
10：30～11：30
「えのぐあそび」
「マタニティ・
マミーカフェ」 ※汚れてもいい服装
※着替えの準備を‼
助産師さんのお話
２９
３０
＊サークル活動日
10：30～12：00
10：30～12：00
地域交流ひろば
「プールあそび」
「バルーンアート」
場所：アスパル富合

８月のテーマは海です。

今月のﾏﾀﾆﾃｨ･ﾏﾐ―ｶﾌｪは、

★ウインナーの代わりにベーコンや、
ピーマンの代わりに玉ねぎを使っ
てもおいしいよ！

活動名
ベビママ教室

お楽しみ教室ママ Time
振替の案内
先月、先生のご都合で延期
になった“ハーバリウム”を開
催します！！
先月のお楽しみ教室♡ママ
Time“ハーバリウム”に予約頂
いた方を優先させて頂きます
ので、ご了承ください。

土

《お知らせ》 ９月の親子講座は「栄養士さんのおはなし」です。
地域交流ひろばは「手作りおもちゃ」ですのでどうぞお楽しみに…。
１
10：30～11：30
「プールあそび」
※雨天時は室内あそび

５

金

何でもお話下さい！お気軽にどうぞ♡
（対象：妊婦さん＆生後 1 ヶ月～
1 歳未満の親子)

★ベビママ教室のご案内
毎月第 3 金曜日は、RTA 指定スクー ル
Peluche～プルシェ～代表『南理恵先生』の
教室です。予約制になります。ベビーマッサ
ージ、ファーストサイン、ベビースキンケア
を通して子どもさんと一緒にふれあう時間
を過ごしてみませんか？（先月はベビーリフ
レクソロジー教室＆体験で癒されました。）

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 8 月 30 日（木）
10：30～12：00
所： アスパル富合 軽運動室
容： 『バルーンアート教室』
師： スマイルハート 藤岡秀和さん

今月も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！プールで水となかよしにな
りましょう!!

＜準備するもの＞
・水着（又はプール用おむつ） ・水泳帽子
・着替え ・バスタオル ・水筒

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 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。

今月は、お盆の為、第 5 水曜にサークル活動を行います！みんなで
楽しく水あそびをしたいと思います！！どなたでも参加 OK です。
ご質問があれば、子育てセンターまでお電話下さい。
日 時 ： 8 月 29 日(水)10：30～11：30
場 所 ： だいいち子育て支援センター
内 容 ： プールあそび
持ち物 ： 水着、水泳帽子、タオル、着替え、水筒

隔週 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。
毎週木曜日は、だいいち子育て支援センターでは、かき
氷大会を行っています。夏の風物詩、と～ってもおいし
いですので、どうぞおいでください。
火を使わなくても香るキャンドルとして人気の「アロマワッ
クスバー」。置いておくだけで良い香りがするので、引き出
しやクローゼットに入れたり、ドアノブにかけたりと香り袋・
サシェのように自由な使い方が楽しめます。

【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://youikuen.com/

