社会福祉法人 昌和福祉会
認定
こども園

暑い、暑い夏がやってきました。夏祭り、花火大会、海に
キャンプ・・・と楽しい事がいっぱいです。たくさん遊んで、
いっぱい食べて元気に過ごしましょう。しっかり遊んだらきち
んと休息。子どもは体調が変化しやすいです。また、夏の病気
も流行しています。いつもと違う？と感じたら、家庭で安静に
すごしましょう。

せんにしの丘

認定
こども園

福山市御幸町中津原後平54-4
TEL：（084）955-5070
e-mail：fureai@ho19.jp

子育てサポートステーション いくたす
福山市入船町3-1-60 (イトーヨーカドー福山店2階 北）

TEL：（084）931-6606 e-mail：ikutas@urban.ne.jp

せんにしひろば（せんにしの丘） にこにこひろば(せんだの森）
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せんだの森

福山市千田町3-16-2
TEL：（084）955-0078
e-mail：niko2@urban.ne.jp

プールあそび ・ 給食体験①
みずあそび
プールあそび ・ 発育計測
おでかけ保育 千田宝公園(１０：３０～１２：００）

いくたす

1
１歳児
2
(午前)10：30～11：10
(午後)13：30～14：10
3
２歳児
電話相談日（お休み）
みずあそび
4
以上
園庭開放
休館日
5
プールあそび か、給食体験のどちらか
だけでも予約ができます。
園庭開放・ホリデー保育
6
０歳児 みずあそび
プールあそび ・ 給食体験② ★誕生日会(午前)
7
０歳講座の参加は、10・28日のどちらかを
★講座「暑い夏を元気に過ごすためには・・」 電話相談日（お休み）
8
選んでください。動きやすいパンツスタイ
赤ちゃん広場（0歳児対象）「赤ちゃん体操」 ルでお願いします。
１歳児 親子3B体操
9
おでかけ保育 千田宝公園(１０：３０～１２：００）
★０歳さんあつまれ(午後)
10
園庭開放・ホリデー保育
11
プールあそびには、ぎょう虫検査が必要です
園庭開放
12
担当者までご相談ください。
園庭開放・ホリデー保育
休館日
13
電話相談日（お休み）
園庭開放
臨時休館日
14
電話相談日（お休み）
園庭開放
15
園庭開放
プールあそび ・ 給食体験③
16
ほいくの園 おでかけ保育（イトーヨーカドー １階エントランスホール） ※詳しい時間は裏面
17
２歳児
♡親子ふれあいデー(ほんわかタイム)/おもちゃサロン 電話相談日（お休み）
★発育相談(保健師)※13:45～15:00 18
以上
大型プール・簡単おやつ「かき氷」
園庭開放
休館日
19
★パパと遊ぼう(午前)※12日～予約 20
園庭開放・ホリデー保育
０歳児 ♡親子ふれあいデー(ほんわかタイム) プールあそび ・ 給食体験④
21
★講座「誕生日会＆簡単クッキング」 電話相談日（お休み）
◎イトーヨーカドー棚卸のため１２時開店 22
１歳児 おおきくなったかな
電話相談日（お休み）
★0歳さんあつまれ(午前・午後) 23
★ママのおはなしタイム10:30～11:30※16日～予約 24
おでかけ保育 千田宝公園(１０：３０～１２：００）
２歳児
ﾃｰﾏ「買って、買って！」（対象：1歳）
おおきくなったかな
誕生日会（園行事に参加）
25
以上
お店の中で、子どもが泣きだしたら・・みな
「給食体験」の予約は、新規の方は担当
園庭開放
26
さんはどうしていますか・・・話をしましょう。
者がお話をさせていただき、２回目から
園庭開放・ホリデー保育
休館日
27
のご利用です。
０歳児 おおきくなったかな
電話相談日（お休み）
★1歳さんあつまれ(午前・午後) 28
あい愛さーくる・おでかけ相談(フジグラン) カレンダー作り(9月)・おでかけ相談(フジグラン)
29
１歳児 ♡親子ふれあいデー(てがたあそび) 赤ちゃん広場「手作り玩具」
30
おでかけ保育 千田宝公園(１０：３０～１２：００）
31
★講座「わらべうた あ・そ・び♪」

＜せんにしひろば＞
－せんにしの丘－
●毎週月～金曜 9:00～16:00
●♡は親子ふれあいデー(開放日)です。
お子様のペースで遊んでください。
●★は予約が必要な講座です。
●木曜日は地域の公園で｢おでかけ保育｣を
しています。

＜にこにこひろば＞
－せんだの森－
●毎週月～金曜 9:00～14:00
●毎回8～12組までの予約制です
①参加日時 ②子どもの名前
③保護者氏名 ④電話番号(携帯)
記入の上、メール予約ください。
E-Mail：niko2@urban.ne.jp

＜いくたす 講座時間＞

＜いくたす＞
－イト―ヨーカドー 2階－
●開館時間10:00～16:00
●★印は予約制の講座です。予約は
1週間前から電話で受付けます
(受付時間：9:30～16:00)
●｢ほいくの園｣おでかけ保育の日は
1階ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙで活動します。

～「平成29年 九州北部豪雨災害」義援金を始めました。～
この度、九州北部豪雨災害により被害にあわれた方々に心よりお見舞
い申し上げます。
当法人では、災害義援金の受付を開始いたしました。同時に、3支援セ
ンターにおいて『缶バッチ』の製作を行い、その収益をすべて義援金とさ
せていただきます。
被災地の一日も早い復旧、復興をお祈りいたします。皆様のご理解とご
協力をお願いいたします。

火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木

くろだかおる作
せなけいこ絵

福音館書店

せんだの森
「大型プールあそび」
お祭りに家族みんなで行くことに
なったおばけは大喜び。ところが、
泥棒につかまってしまって・・・。
おはなしを楽しむ力が育つ絵本です。
親子で読んでみてはいかがですか？
おなじみの、せなけいこさんのお
ばけシリーズです。

梅雨も明け真夏の太陽がサンサンと輝いています。
7月の九州北部豪雨で被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
また、福山市でも浸水被害が起こりました。今一度周りの環境を知り、
危険が迫ってきたときにどのように行動するかを家族で話あっておくこ
とが大切です。また近所の方との連携が取れるよう、普段から挨拶をす
るなど心掛けましょう。
これからますます暑くなってきます。小さな子どもたちは楽しいこと
に夢中になると、自分でコントロールすることが難しいものです。たっ
ぷり遊んだ後は水分補給と涼しい室内での休息の時間を取ってあげま
しょう。親子共に体調管理に気をつけましょうね。

福山あゆみこども園（947-7281）
●こども園体験
10:00～11:00
・8月 4日(金) 「水あそびをしよう」

夏本番！福山の夏は暑い！

着替えと帽子、お茶を忘れずに持って来てください。

・8月25日(金)「誕生会に参加しよう」(要予約)
8月生まれのお友だちは一緒にお祝いします！！

●親子サークル 10:00～11:00
・8月18日(金)「色水あそびをしよう」
参加される方は、8月16日(水)までに申し込みをお願いします。

●こども園体験

8月31日(木) (要予約)

同年代の子どもたちと一緒にあそびましょう。
参加される方は、8月25日(金)までに申し込みをお願いします。
※自家用車で参加される方は、駐車場の予約をお願いします。
※問い合わせ、予約は13:00～15:00の間にお願いします。

ののはまこどもえん（941-6076）
●ふれあいクラブ
・8月17日(木) 10:00～12:00 (雨天:こども園)
「ののはまこどもえんでの園庭開放と発育測定」
・8月31日(木) 10:00～11:30 (雨天：みんなのもり)
「アンパンマン園庭で遊びましょう」
★上記以外の日は。子育て支援施設「みんなのもり」で、ふれあいクラブを
行なっていますので、遊びに来てくださいね(専用駐車場もあります）
★毎週月～水曜日

9:45～14:45

★毎週木・金曜日

9:45～12:00

◎下記の日は予約が必要です。その他の日は自由に遊びに来てください。
・ 8月10日(木) （10:00頃～ エプロン・材料費が必要です）
「クッキングをしましょう」
・ 8月23日(水) （10:30頃～ 1時間ぐらいです。）
「3B体操」

ところ：フジグラン 神辺店
２Ｆキッズパーク
日にち：8月 29日(火)
時 間：13:30～15:00
●子育てに関する悩みや疑問、成長の
喜びなど、みんなで一緒に話し合う
「ひろば」です。
●個別相談にて対応もできます。電話
でご予約ください。
予約ＴＥＬ： 084-955-5070
（せんにしの丘）

●二上りおどり大会
日時：8月13日（日）
18:00～21:15
メイン会場：福山中央公園

●毎土夜店
日時：毎週土曜B ※8/19ﾌｨﾅｰﾚ
場所：福山駅前商店街

●あしだ川花火大会
日時：8月15日（火）
19:00～20:45
場所：芦田川大橋上流

大津野こども園（943-6030）
●アップルクラブ
毎週月～水曜日、運動場・支援室を開放しています。
月曜日は8:30～13:30まで、火曜日・水曜日は9:00～14:00までです。
活動は10:30から行います。園行事等で変更する時があります。
＜午前中は完全予約制です。電話でのご予約をお願いします＞
12:00～の参加は予約がいりません。午後からですが遊びに来てください。

・8月2日(水) 10:30～ (要予約)
「風鈴作り」
ゼリーのカップにシールを貼りましょう。

・8月7日(月) 10:30～ (要予約)
「水あそび」
ペットボトルバケツに模様を描いて水遊びをしましょう。

★８月の予約電話は、7月25日以降(13:00～15:00)にお願いします。

たじりこども園（956-0811）
●げんきっこサークル
・8月8日(火) 10:00～11:00 (要予約)
「ベビー＆キッズマッサージ」
専門の講師と一緒にリラックスしましょう。
ママ向けの足裏マッサージも教えてくださいます。
バスタオルをご持参ください。

・8月22日(火) 10:00～11:00 (要予約)
「発育計測」おおきくなったかな？
「金魚すくいあそびをしよう！」
金魚すくいセットを作ってあそびましょう！❤
タオル、着替え、水筒、帽子等必要な方はご持参下さい
★参加の際には、事前に予約のお電話をいただきますよう
よろしくお願いいたします。

大門未来園（943-9355）
●子育てサークルの日
・7月26日(水)
「夏祭りごっこ」
・8月 2日(水)
「リトミック」
・8月 9日(水)
「プールあそび」

草戸保育所（921-1561）
●草戸にこにこ広場
・8月3日(木) 10:00～11:00〈雨天：8月10日(水)に延期〉
「夜店ごっこに参加しよう！」（要予約）15名様まで
園庭で保育所のお友だちと夜店ごっこをしましょう。
お面や手作りおもちゃ屋さんなどがありますよ。
みなさんでお祭りの雰囲気を楽しみましょう。
※屋外で行います。帽子･タオル･水筒など各自で持参してください。
※買ったものを入れる袋を持って来てくださいね。
※駐車場が少ない為、お近くの方は徒歩や自転車でお越しください。

・8月1日(火)・21日(月)10:00～11:30〈雨天中止〉
「園庭開放」 ご自由に園庭の遊具で遊んでください。
※帽子・タオル・水筒等各自で持参してください。

・8月23日(水) 9:45～10:45 〈受付:9:35～〉
「誕生日会に参加しよう」※要予約 5名様まで
8月生まれのおともだちの誕生日会をします。
参加対象は、8月生まれのお友だちです。
誕生児は手型を取り発育計測をしますので早めにおこしください。

明浄保育園（927-3052）
●めいじょうフレンドくらぶ
・7月22日(土) 18:00～ (要予約)
「精霊まつり」
夏祭りがあるよ。夜店もあるので遊びにきてね。

・8月31日(木) 10:00～11:00 (要予約)
「水遊びをしよう」
夏ならではの遊びを一緒に楽しもう。

🌼 水着、水泳帽子、タオルをご持参ください。
また、保護者の方は濡れてもよい服装でおこしください。
🌼 水曜日 9:30～12:30まで支援室を開放しています。
詳しくはホームページを見てください。

※水分補給のため、水筒を持参して下さい。
＜予約電話：927-3052＞
お気軽にお問い合わせください。

