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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

今年もだいいち子育て支援センターが楽しい時間、落ち着く空間になるよう職員一同努めていきたいと思います。こんな支
援センターだったらいいなぁ…こんなことして子どもと遊びたいなどご意見お待ちしてます。お気軽にどうぞ。今年もこども
たちにとって、よい年になりますように♡
お正月は、家族みんなで楽しく過ごせましたか？きっと楽しい時間を過ごせたことでしょう。お正月あそびやおもちに、お
せち料理…お正月なではのことをぜひ、子どもたちに伝えて頂きたいと思います。だいいち子育て支援センターも 1 月 4 日
は、お正月遊びを予定しております。お正月あそびができなっかた親子のみなさんぜひ遊びに来てくださいね♡
さて、1 月のだいいち子育て支援センターは、「鬼のお面づくり」「子どもシアター」「ふううせんあそび」です。地域交流ひろ
ばは、“KUMON 富合教室 浅井先生講座”、親子講座は、毎回大好評の“ぷちさんのおはなし会”を予定しております。ママ友誘
ってぜひ、遊びに来てください。
乳幼児のおやつに♥

＊材料（８号カップ１０個）
・りんご
100g
・牛乳
50g
・砂糖
大さじ 1〜2
・サラダ油 大さじ 1
・卵
1個
・ホットケーキミックス 200g
コツとポイント！
すりりんごと牛乳は合わせて 150g にしま
す。砂糖は子どもの月齢に合わせて増減して
ください。大さじ 2 はちょっと甘めです。
離乳食には砂糖は無しでいいかもですね☆

＊作り方
①計りの上にボウルに置いて、皮を剥いた
りんごをすりおろしながら入れて牛乳と
合わせて 150g にする。

寒いとつい背中を丸めてしましますね。
でもそれは、心臓や胃、腸などが活発に
働いてくれません。また、乳幼児期は背
骨や、背骨を支える筋肉が発達する大
切な時期。強い骨と筋肉を作るためにも
良い姿勢で過ごすことを心がけましょ
う。背すじぴん！は気持ちがいいばかり
ではなく、健康にも良い影響を与えるの
です。

クリスマス制作 フェルトで可
愛いクリスマスの壁飾りを作り
ました♡
お楽しみ教室♡ママ time
お母さん達が作ったしめなわと
っても素敵でした❤新年を迎
える準備ができました。
ソルフェージュ たくさんの親
子が参加して、親子で楽しい時
間を過ごすことができした。

③しっかり混ざったら、スプーンでカップに
入れてフライパンに並べていく。
④水を 1～2 センチ位の高さまで入れて蓋
をしたら強火にして、沸騰したら弱めの
中火で 8 分蒸す。
爪楊枝で確認してください。

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
方がお話をされます。赤ちゃんを迎える準備を
一緒に始めてみませんか？
今月は栄養士さんのおはなしです。テーマは、
「妊娠期の栄養と食事の話」です。お気軽に
来てください。 1 月 23 日（水）10：30～11：30

(対象：妊婦さん＆生後 1 ヶ月～1 歳未満の親子)
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成人の日
お休み
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
10：30～12：00
わくわくひろば※予約制

「１２・１月生まれ
おたんじょう会」

年末年始の
お休み

９
10：00～11：00
（9：45～受付）
わくわくひろば
「身体測定」
１５
１６
10：00～12：00
10：30～12：00
にこにこひろば
サークル活動日
「ふうせんあそび」 「キラキラ✨
スノードーム作り」
２２ ※予約制
２３
10：00～12：00
10：30～12：00
お楽しみ教室ママ Time
「マタニティ・
「除菌ジェル」
マミーカフェ」
＊富永先生の教室!!
内容：栄養相談
２９
３０
「子育て相談室」
10：30～11：30
子育てに悩みのあ 親子講座
るママのための日 「ぷちさんのおはなし会」
です。※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。

１０
10：30～12：00
「ひよこルーム」
生後 2 ヶ月～1 歳半
までのお子さん対象
１７
10：30～11：30
絵本のおはなし会
小林美智子さん

１１
10：00～11：00
保育体験会
場所：第一幼育園
※0・1・2 歳対象
１８
10：00～12：00
「自由あそび」

１２
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

２４
10：00～12：00
にこにこひろば
「鬼のお面作り」

２５
地域交流ひろば
10：30～12：00
「0～３歳までの働きかけ」
講師：浅井繁子先生

２６
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

１９
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

３１
10：00～11：00
にこにこひろば
子どもシアター
「しまじろう」

《お知らせ》 ２月の親子講座は「バレンタイン・チョコ作り」です。
地域交流ひろばは「豆まき会」ですのでどうぞお楽しみに…。
※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。

今月のサークルの活動は、“きらきらスノードーム”
作りを予定しております。親子で手作りのおもちゃ
を作りに来ませんか？インテリアでもよし♡こども
のおもちゃでもよし♡ご興味がある方、お気軽にだ
いいち子育て支援センターまでお尋ね下さい♡
＊日 時：1 月 16 日 10：30～12：00
＊場 所：だいいち子育て支援センター
＊内 容：きらきらスノードーム作り
＊持ってくるもの：350ｍｌのペットボトル

１月は「ふうせんあそび」「鬼のお面作り」「子どもシ
アター」など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。

☆対

象：

0 歳～6 歳（就学前）までの子どもとその保護者

☆日

時：

平成 31 年 1 月 25 日（金）

☆場

所：

だいいち子育て支援センター

☆内

容：

「0～3 歳までのはたらきかけ」

☆講

師：

KUMON 富合教室

午前 10：30～12：00

浅井繁子先生

※予約制です。

今月の親子講座は、毎回大好評のぷちさんのおはなし会です。親子で楽
しい時間を過ごしに来ませんか？赤ちゃんから大人まで楽しめます。
さてさて、どんなおはなしが始まるのか楽しみですね♥
☆日
☆場

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。
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？
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。

毎週土曜日

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。
1 月の地域交流ひろばは KUMON 富合教室浅井先生
をお招きした講座です。子どもの成長の上で、0～3
歳まではとても大切な時期です。お子さんと関わる
上で、とても参考になると思います。質疑応答の時
間もありますので、気軽にご参加下さい。
※ご興味がある方は、体験もできます。

土
５
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

年末年始の
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８
10：30～12：00
制作の日
「冬を作ろう！！」

《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。

金
４
10:30～12：00
「お正月あそび」

３

１月のテーマは冬を作ろう！です。

②他の材料を上から順に入れてそのつど
よく混ぜる。

妊婦さん、子育てママさん集まれ～♪

２０

２７

☆新年あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します!!

７
10：30～12：00
制作の日
「冬を作ろう！！」

木

２

プロジェクターを使って、本格的な映写会を行っていま
す。今月のおはなしは、子ども達が大好きな“しまじろ
う”が登場します。お楽しみに…。
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。
※0・1・2 歳のお友だち！自由参加ですので、ご自由にどうぞ♥

時：平成 30 年 1 月 30 日 10：30～11：30
所：だいいち子育て支援センター

※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。
活

動 名

予

約 期

間

お楽しみ教室❤ママ time

1 月 7 日(月)～1 月 17 日(木)

誕生会

1 月 4 日(金)～1 月 24 日(木)

浅井先生講座

1 月 4 日(金)～1 月 24 日(木)

ぷちさんのおはなし会

1 月 4 日(金)～1 月 29 日(月)

『１２・１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。1 月 28 日（月) 10:30～11:30

【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/

