社会福祉法人 昌和福祉会
認定
こども園

最高気温が30℃を下回り、ようやく秋の気配を感じるように
なってきました。これからは外遊びに適した時期になり、子ども
たちの食欲も増加しそうですね。
地域の祭りや運動会、秋の味覚のぶどうやなし狩り・・季節を感
じながらワクワクする経験を親子で楽しみながら、身体と心で秋
を満喫していきましょう。

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

いくたす

園庭開放・ホリデー保育

1
０歳児 ♡親子ふれあいデー(ほんわかタイム) 赤ちゃん広場（0歳児対象）
2
(午前)10：30～11：10
(午後)13：30～14：10
★講座「わらべうたあそび」（0、1歳児対象） 電話相談日（お休み）
3
１歳児 さんぽ
電話相談日（お休み）
4
おでかけ保育 千田宝公園(１０：３０～１２：００）
5
講座では、親子のふれあい遊びをし
２歳児
ます。保護者の方は動きやすいパン
さんぽ
お散歩に行こう・給食体験①
6
以上
ツスタイルでお願いします。
園庭開放
7
「給食体験」の予約は、新規の方は担当
者がお話をさせていただき、２回目からの
園庭開放・ホリデー保育
休館日
8
ご利用です。
園庭開放・ホリデー保育
9
★講座「ベビママヨガ♪」(0歳児対象） お散歩に行こう・給食体験②
★誕生日会（午前）
10
１歳児 ♡親子ふれあいデー(てがたあそび) 電話相談日（お休み）
11
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
12
２歳児
♡親子ふれあいデー(てがたあそび) 電話相談日（お休み）
★０歳さんあつまれ（午前・午後） 13
以上
園庭開放
休館日
14
園庭開放・ホリデー保育
15
０歳講座の参加は、13.30日のどちらかを
選んでください。
０歳児 ♡親子ふれあいデー(てがたあそび) 電話相談日（お休み）
16
★講座「誕生日会＆簡単クッキング」 絵本広場（3歳児クラスと一緒に。）
17
１歳児 おおきくなったかな
消防自動車をみよう（園行事に参加） ★１歳さんあつまれ（午前・午後） 18
おでかけ保育 千田宝公園(１０：３０～１２：００）
19
２歳児
おおきくなったかな/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 20
以上
ハロウィンの仮装での参加大歓迎です。
園庭開放
21
プレゼント交換（300円程度）も予定して
園庭開放・ホリデー保育
休館日
22
います。詳しくは、担当者まで。
ハ 23
0歳ﾃｰﾏ「おや！おや？(0歳児対象)」
０歳児 おおきくなったかな
電話相談日（お休み）
ロ
初めての子育て、悩むことはあります
ウ
★講座「秋の自然で遊ぼう」 簡単おやつ＆ハロウィンパーティー か？親って何でしょうね。「親」につい
24
ィ
ー
て考えてみましょう。
１歳児 ♡親子ふれあいデー(ほんわかタイム) カレンダーを作ろう（11月）
ン 25
撮
★ママのおはなしタイム10:30～11:30 影 26
３世代交流「わくわく探検隊」(１０：３０～１２：００）
２歳児
★保育園の事聞きたい(午前・午後) 会 27
電話相談日（お休み）
親子3B体操
以上
地域のおじいちゃんに千田の町を
園庭開放
休館日
28
案内してもらいます。
園庭開放・ホリデー保育
29
対象：来年度保育園入園検討中の方
０歳児 ♡親子ふれあいデー(ほんわかタイム) 誕生日会（園行事に参加）
★０歳さんあつまれ（午後）
30
あい愛さーくる・おでかけ相談（フジグラン） お散歩・給食体験③・おでかけ相談（フジグラン） いくたすおまつりごっこ(一日中)
31

＜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。

＜いくたす 講座時間＞

＜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＞
－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。

～｢九州北部豪雨災害｣義援金について(ご報告)～
社会福祉法人昌和福祉会では、｢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)｣｢いくたす｣の3支援センターにて義援金活動を
行ってまいりましたところ、多くの方のご理解とご協力をいただきました。

● 義援金 合計

￥30000円也 ●

以上の金額を日本赤十字社を通じて、9月4日に確かに寄付をさせてい
ただきましたことをご報告いたします。本当にありがとうございました。
被災地の一日も早い復興をお祈りいたします。
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とよたかずひこ作

童心社

せんにしの丘 子育て講座
「ぴょんぴょんかえる」

おむつ姿のももんちゃんが、どん
どこ走ります。川を渡り、山を登り、
道をふさぐくまさんをどーんと投げ
飛ばし・・・そんなに急いでどこに
いくのでしょう。
「ももんちゃん」の部分に、子ど
もの名前を入れて読んでも楽しそう
ですね！

被災地の一日も早い復興をお祈りいたします。

日中はまだ暑い日もありますが、草むらからはいろいろな秋の虫の鳴き声が聞か
れ、朝夕は心地よい風が吹き始めました。過ごしやすくなり、身体を動かすには気
持ちのよい季節です。

子どもたちの身体は適度に動かすことで運動機能が発達します。｢よく歩きよく遊
ぶ｣と心地よい眠りや食欲アップにも繋がります。最近、平坦な場所で転んだり、転
んでも手が出ない子が増えていると言われています。しっかり歩くことは、左右の
神経活動の切り替えが早くできるようになり、身体のバランスもとれてきます。
子どもの成長に合わせて歩く場所を考える必要がありますが、時には『でこぼこ
道』や『坂道』など、そのおもしろさを感じながら子どもと手をつないで秋を見つ
けにいってはいかがでしょうか？

福山あゆみこども園（947-7281）
●こども園体験
10:00～11:00
・10月 6日(金) 「ままごとあそび」
・10月13日(金) 「どんぐり拾いにいこう」
・10月20日(金) 「誕生会に参加しよう」（要予約）
●こども園体験
10月19日(木)（要予約）
☆離乳食体験（１歳半まで） 先着５組まで
☆クラス体験（１歳半以上）
参加される方は、10月７日(土)までに申し込みをお願いします。

●親子サークル
10:00～11:00
・10月27日(金) 「ハロウィン飾りを作ろう」
参加される方は、２0日(金)までに申し込みをお願いします。

ののはまこどもえん（941-6076）
●ふれあいクラブ
・10月 5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」
・10月12日(木) 10:00～12:00 (雨天:こどもえん)
「ののはまこどもえんでの園庭開放と発育測定」
★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。
・10月24日(火) (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」
・10月25日(水) (10:30頃～ 1時間ぐらいです)
「3B体操」

休日保育
ところ：フジグラン 神辺店
２Ｆキッズパーク
日にち：10月 31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）

日曜日、祝日に保護者の就労などで保育
が困難な場合に利用できます。
＜対象＞福山市に居住する就学前の児童
＜料金＞就労での利用と一時的利用は
料金に違いあり。
＜実施施設・問い合せ先＞
○ふくやま子育て応援センター
「キッズコム」分室
920-1511（日、祝日）
932-7284（日、祝日以外）
○せんにしの丘(御幸町) 955-5070
○花園保育園(住吉町) 931-3880
○あおば保育園(駅家町) 976-1242
○ゆめな(沼隈町)
987-2200

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。

・10月27日(金) 10:30～ (要予約)
「カラフルな体のはりねずみ作り」
はりねずみの体に毛糸を貼って作ります。

・10月30日(月) 10:30～ (要予約)
「散歩にいきましょう」
秋をみつけに出かけましょう。
★10月の予約電話は、９月26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
・10月17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。

・10月24日(火) 10:00～11:00 (要予約)
「発育計測」おおきくなったかな？
「ハロウィンの小物をつくろう！！」
かわいいけど、ちょっとこわい
キャンディーポットを作りましょう～～❤
★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。

草戸保育所（921-1561）
●草戸にこにこ広場
・10月7日(土) 10:00すぎ 〈雨天：10月14日(土)〉
「運動会のかけっこに参加しよう!!」※要予約 10名様まで
草戸保育所の運動会に参加して雰囲気を楽しみましょう。
かけっこをしてごほうびをもらって帰ってくださいね。
かけっこは10時すぎの予定です。受付はありませんので
10時ごろにお越しください。
※駐車場がありませんので徒歩か自転車でお越しください。

・10月16日(月)・31日(火) 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。

・10月25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

10月生まれのおともだちの誕生日会をします。
参加対象は、10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、早めにおこしください
※予約のTELは、13:00～15:00の間にお願いします。

大門未来園（943-9355）
●子育てサークルの日
・10月25日(水)
「リトミック」
音楽に合わせていっぱい体を動かしましょう♪
☆子育てサークルは、9:30～受付、10:15～片付け、
10:20～活動に入ります。
詳しくはホームページを見て下さい。
☆サークル活動については、予約なく誰でも参加できます。
お友だちと誘い合わせて遊びに来てください。
☆サークルの日は12:30まで園庭開放をしていますので、
自由に遊んで下さいね。

明浄保育園（927-3052）
●めいじょうフレンドくらぶ
・９月30日(土) 9:00～12:00 (要予約)
「運動会」
未就園児さんは、11:30頃「おみやげなぁに」という
競技があります。その時間だけの参加でもOKです。
ぜひ、参加しに来てください♪

・10月19日(木) 10:00～11:00 (要予約)
「園庭で遊ぼう」
すべり台や砂場でたくさん遊ぼうね♡

※水分補給のため、水筒を持参して下さい。

