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おすすめ絵本

八代市北部子育て支援センター 
３４－１０５６ 

令和４年１２月号・令和５年１月

八代市５子育て支援センター　お近くのセンターをお気軽にご利用下さい 
＊八代市北部子育て支援センター　（高小原町・しらぬい保育園内）　　　　Tel　３４－１０５６ 
＊八代市子育て支援センター　　　（豊原上町・高田東部保育園内）　　　　Tel　３１―７４６８ 
＊八代市南部子育て支援センター　（三江湖町・ひので保育園内）　　　　   Tel   ３３－２３９３ 
＊ひまわり子育て支援センター　　（井上町・ひまわり保育園内）　　　　　Tel　３４－７００８ 
＊八代市鏡子育て支援センター　　（鏡町両出・文政保育園内）　　　　　　Tel　５２－１２１９ 

『かおかお 
　　どんなかお』 

ベビーマッサージ 

八代市委託事業 
ふれあい通信　第１４４号 

あかちゃんは「かお」が大好き！だから、ページを
めくるたびに色んな「かお」が登場するこの絵本。 

交通安全教室 

消防署見学 

 秋の気配と冬の足音が同時に感じられるようになりました。令和4年は皆様にとってどんな1年でしたか？ 
北部子育て支援センターでは素敵な出会いとお母様方の温かさやお子様方のかわいい仕草に癒された1年 
でした。令和5年も皆様にとってドキドキ・ワクワクする楽しい１年になりますように！ 

絵本の読み聞かせ 
だあ～いすき♪

チャイルドシートついてお勉強

衝撃体験カー「コンビンサー」 
　　　　　　乗車体験!

チャイルドシート 
 正しく装着できていますか？

お外遊びショット
レスキュー嬢 
　　参上♡ 作： 柳原 良平 

出版社： こぐま社 

さまざまな顔の表情を大胆にデフォルメして切り絵
で表現した“表情の絵本”。赤ちゃんはもちろん、幼
児も絵本を見ながら百面相をして楽しんでいます。

八代市５子育て支援センター合同企画

令和4年度北部子育て支援センターふれあい運動会『 カラフル運動会』in 太田郷コミュニティーセンター

 10/２1(金)、太田郷コミュニティセンターにてふれあい運動会「カラフル運動会」を開催しました。 
お父様方にもたくさん参加頂き「普段センターで遊んでいる様子が分かりました」 
などの感想を頂きました。これからもセンターの広場に遊びに来てくださいね 

移動動物園
 ５支援センターの合同企画で八代市子育て支援センター
に移動動物園がやって来ました。かわいい動物達との 
ふれあいに癒されました。

クルクル～ピッツ

https://www.ehonnavi.net/author.asp?n=1003
https://www.ehonnavi.net/editorpickup.asp?sno=2


 ほほえみさん対象： １２/１４(水） 
 授乳や抱っこでママの体は疲れていませんか？ 
体と心の疲れをほぐしてお子様と遊べる元気を 
取り戻しておかえり下さい‼ 

   　月 　　火 　　水 　　木 　　金   土
2 3 4  ほほえみ広場 5 おでかけ広場 

　　八代宮 
　　

　6 おでかけ広場 
　　  妙見宮 

7 
園庭開放

9   
 　成人の日 
  

10 ふれあい広場 11 ほほえみ広場 
    　 

12 ふれあい広場 

　　　　　

1３ ほほえみ広場 14

16 にこにこ広場 1７ ふれあい広場  1８ ほほえみ広場 1９ 親子体遊び講座 
   ふれあいさん対象 
     　先着５組

２０ ほほえみ広場 21

2３ にこにこ広場 
      

2４ ふれあい広場 
　

2５　 
 ベビーマッサージ 
　　先着５組

2６  
    ふれあい広場 
        誕生会

2７ 
　 ほほえみ広場 
     　誕生会

28 
園庭開放

30 子育てトーク 30 ふれあい広場 31 ほほえみ広場   

◎天候などで予定が変更になる場合があります。 
◎初めての方や久しぶりの方はお電話下さい。 
◎新型コロナウィルスや感染症の拡大防止の為活動予定が変更になる 
　事があります。天候や感染症の状況等で計画が変更の場合は 
　AM９：00にホームページでお知らせします。　ご確認下さい。 

　日時　： 1２/８ (木） 
行き先　： おまつりでんでん館 
時間　　： 10：30～11 : 30 
持参品　： 入館料大人ひとり300円 

◎お申し込みは広場にて 
◎ふれあいさん優先10組 

♪ １月のセンターのお集まりで歌うよ♪

子育てトーク
　１/３０(月）１０：３０～１１：３０ 
北部子育て支援センター ひまわりホールにて 

松高ヘルスメイトの皆様に食育健康に 
アドバイスを頂きます。 

☆豊ドン出前出張講座☆ 

   Xmasリース作り　  月 　  火 　  水 　  木 　  金   土

　
1  ふれあい広場 2  ほほえみ広場 ３ 

しらぬい保育園 
　発表会の為 
　　お休み

5 にこにこ広場 6 ふれあい広場 7  ほほえみ広場 ８ おでかけ広場 
  お祭りでんでん館 
　　先着10組

９ ほほえみ広場 10 
園庭開放

12 にこにこ広場 
　

13 ふれあい広場 14 親子体遊び講座 
  ほほえみさん対象 
     　先着５組

 15 ふれあい広場 16 豊ドン出前講座 
  Xmasリース作り

17

19 にこにこ広場 20 ヘルスメイト 
　食育指導 
 ふれあいさん優先6組

21 
　ほほえみ広場 
　　　誕生会

22   
　　ふれあい広場 
　　　誕生会

23  

   Xmas会
24

 26 にこにこ広場 27 ふれあい広場 
　

28  ほほえみ広場 29 30 31

☆12/１6(金) 
☆北部子育て支援センター 
☆  9:50 受付・検温 
☆10:00 開講 
　12:00 終了 
　◎ 終了後 順次解散 

　　　 ☆ 対象：1歳からの親子　　　 　　　　　　 
　　　 ☆ 先着10組 
　　　 ☆ 材料費￥300円 当日徴収 
　　　 ☆ 詳しくは支援センタースタッフまで　　

♪1２月のセンターのお集まりで歌うよ
・あわてんぼうのサンタクロース・赤鼻のトナカイ 
　　　　　・たきび・おもちゃのチャチャチャ 

開講時間　１０：３０～１２：００ 
場所　      北部子育て支援センター  
両日ともに先着５組とさせて頂きます 

  休　　業 

・お正月 ・ゆき・コンコンクシャンのうた 
　　・北風こぞうのかんたろう・もちつき

お祭りでんでん館 

☆　参加対象：ふれあいさん・ほほえみさん 
　　　　　　   各10組ずつ 

☆日時　：1２月2３日(金） 
  10：30　八代図書館司書の 
　　　　　 方による読み聞かせ 
　11: 00   プレゼント交換大会 

☆場所　 : 北部子育て支援センター 

   ふれあいさん対象： １/１９(木） 
上手にあんよができるようになった元気いっぱい 
のお友達とパパ・ママを対象として体を使った 
遊び方の講座です 

  休　　業 

Sakiko先生 親子体遊び講座
   出産の為お休みされていたSakiko先生 
  が元気な赤ちゃんを出産され、講座に 
  復帰して頂ける事になりました。 
  育児中のお母様方に共感して頂ける 
　講座です‼ 

 豊野少年自然の家の職員の方を講師にお招きし 
クリスマスリースを製作します。 
詳しくは支援センタースタッフまでお尋ね下さい

５００円程度の 
プレゼントを 
 ご持参下さい

おでかけ広場

　日時　： 1２/２０ (火） 
行き先　： 八千把コミュニティセンター 
時間　　： 10：00～1２: 00 
持参品　： エプロン・三角巾・マスク 
　　　　　 試食持ち帰り用の弁当箱 

◎お申し込みは広場にて 
◎ふれあいさん優先６組 

ヘルスメイトさん食育指導 

八代で子育てをされる保護者の皆様‼ 
八代の文化に改めてふれてみませんか？ 
当日はコーデｲネーターの方に館内を 
案内して頂きます。 


