社会福祉法人 昌和福祉会
認定
こども園

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

とっても寒かった冬ももう終わり。暦のうえではもう春です。園の方で
は卒園式の練習も始まり、新しい門出を待つ子供たちの元気のいい声であ
ふれています。
４月にはみゆき保育所の新園舎も完成し、社会福祉法人昌和福祉会の子
育て支援センターが4つになります。それぞれの特色を生かしながら、活
動していきます。多くの親子との出会いを楽しみにしています。

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

おでかけ保育 千田宝公園(１０：３０～１２：００）
２歳児
以上

♡親子ふれあいデー(ほんわかタイム)

電話相談日（お休み）

園庭開放
園庭開放・ホリデー保育

給食体験は、新規の方は担当者がお話をさ
せていただき、2回目からのご利用です。

休館日
＜いくたす 講座時間＞
(午前)10：30～11：10
(午後)13：30～14：10

０歳児 ♡親子ふれあいデー(ほんわかタイム) 電話相談日（お休み）
★講座「誕生日会＆簡単クッキング」 給食体験①・発育計測

講座参加の際には、動きやすい服装でお
こしください。(電話予約：9：30～16：00)

１歳児 ♡親子ふれあいデー(てがたあそび) 簡単おやつ『チョコクロワッサン』

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
電話相談日（お休み）
親子3B体操
★２歳さんあつまれ(午前)
園庭開放
講師のこっこさんに絵本の読み聞かせをし
ていただきます。
園庭開放・ホリデー保育
休館日
０歳児 うたあそび
絵本広場（5歳児クラスと一緒に）
★誕生日会(午前)
給食体験②・発育計測
★講座「お茶べり会」
電話相談日（お休み）
園庭開放
おでかけ保育 千田宝公園(１０：３０～１２：００）
２歳児
♡親子ふれあいデー(てがたあそび)/おもちゃサロン 赤ちゃん広場（0歳児対象）
★０歳さんあつまれ(午前・午後)
以上
園庭開放
休館日
お子さんの手形をとって、オリジナルのカ
レンダーをつくりましょう。
園庭開放・ホリデー保育
臨時休館日
０歳児 ♡親子ふれあいデー(てがたあそび) カレンダーを作ろう（4月）
２歳児
以上

あい愛さーくる/午後：おでかけ相談（フジグラン）

誕生日会／午後：おでかけ相談（フジグラン）

園庭開放・ホリデー保育
おでかけ保育 千田宝公園(１０：３０～１２：００）
電話相談日（お休み）
園庭開放
園庭開放
園庭開放・ホリデー保育
給食体験③・発育計測
園庭開放
園庭開放
バルーンであそぼう
園庭開放
らくがき広場
電話相談日（お休み）
園庭開放
電話相談日（お休み）
園庭開放
園庭開放

★パパと遊ぼう(午前)
★ママタイム(対象：1.2歳) ※10：30～11：30
ﾃｰﾏ「私の時間 子どもの時間」一日の時間を
どう過ごしていますか。ママ同士話しましょう。

休館日
★1歳さんあつまれ(午前・午後)

休館日

＜せんにしひろば＞

＜にこにこひろば＞

＜いくたす＞

－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

－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

－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
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いくたす
｢新聞ポーン(1歳さんあつまれ)｣

―

社会福祉法人昌和福祉会 みゆき保育所 新築！

―

当法人が2017年4月から運営している「みゆき保育所」ですが、このたび御
幸町森脇に園舎を新築いたします。現在通園している子どもたちも、園舎ができ
ることを心待ちにしております。御幸町をはじめ周辺の子育て家庭のお力になれ
るよう、がんばってまいります。
2018年4月からは新しい園舎で、子育て支援活動も始まります。たくさんの
親子と楽しく過ごせるよう、どのようなお部屋にしようかとワクワク準備中です。
新園舎が完成したら、遊びに来てくださいね。詳細は来月号で！！

はせがわせつこ 文
さいとうとしゆき 絵
福音館書店

おやすみなさいひよこちゃん。
おじょらぽん、おじょらぽん ねんねんねん
いろいろな動物がすやすやと眠りにつきます。
おじょらぽんってなんだろう・・・
方言でもないようです。おまじない？？
こどもたちを寝かしつけるとき、どんなこと
をしていますか。もしかすると「おじょらぽ
ん」がいいかもしれませんよ。

今年は本当に寒さが厳しい日が続き、インフルエンザがまだまだ猛威をふるってい
ます。また、嘔吐下痢の症状を伴う感染性胃腸炎も多くなる時期です。親子共にしっ
かりと栄養と睡眠をとり、引き続き「うがい・手洗い」で予防しましょう。
早いもので今年度もあと１か月余りとなりました。来年度からは幼稚園や保育園な
ど新しい環境に飛び出していく子どもたちもいますね。親子共に楽しみでもあり初め
ての集団生活に期待と不安が入り混じり複雑だと思いますが、子どもたちは周りから
『大事にされている』と感じることで大きな安心感を持ち、これから出会う新しいこ
とに挑戦していけます。なにか新しいことができるようになると、子どもはもちろん
家族にとってもうれしいことですね。ひとつひとつ一緒に喜び、その子らしく大きく
成長する姿を見守っていきたいです。

福山あゆみこども園（947-7281）
●なかよし広場
10:00～11:00
・3月2・23日(金)
「お外であそぼう」
園庭の遊具で元気に遊びましょう。

・3月 9日(金)
「誕生会に参加しよう」(要予約）
3月生まれのお友だちはお祝いしますのでお知らせください。

●親子サークル 10:00～11:00
・3月16日(金)
「お楽しみ会」(要予約）
参加される方は、14日(水)までに申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
・3月 1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計測」
・3月22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
※3月13日(火)と、29日(木)～4月5日(木)は、休館させていただきます。
◎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。
・3月 6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」
・3月28日(水) (10:30頃～ 1時間ぐらいです)
「3B体操」

たじりこども園（956-0811）
●げんきっこサークル
・３月13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。

・３月20日(火) 10:00～11:00 (要予約)
「発育計測」おおきくなったかな？
「ペン立てをつくろう！！」
牛乳パックを使ってペン立てを作りましょう。
★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。

～入園準備は進んでいますか～

ところ：フジグラン 神辺店
２Ｆキッズパーク
日にち：３月20日(火)
時 間：13:30～15:00

― 見直そう

生活スタイル －

4月から幼稚園や保育園に入園するお
子さまはたくさんいらっしゃると思いま
す。準備は着々と進んでいますか？用品
の名前シール貼りや、制服等の記名や試
●子育てに関する悩みや疑問、成長の 着などやることは山積みですね。
喜びなど、みんなで一緒に話し合う
でも、忘れてはいけないのが生活スタ
イルです。起床時間や朝ごはんの様子な
「ひろば」です。
ど、できるだけ園に行く時間に合わせた
●個別相談にて対応もできます。電話 生活スタイルにしておくことが必要です。
でご予約ください。
子どもは大人の都合に合わせて時間調整
はできません。子どもを焦らせることな
予約ＴＥＬ： 084-955-5070
く余裕をもって笑顔で送り出せるよう、
（せんにしの丘）
今から生活スタイルを見直しましょう。

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

・３月 6日(火) 10:30～(要予約)
「フォトカードつくり」
フエルトでフォトカードをつくります。横向き写真を持ってきてね。

・３月13日(火) 10:30～(要予約)
「誕生日会(発育測定)」
３月生まれのお友だちをみんなでお祝いしましょう。
発育測定の後は園庭であそびます。
★3月の予約電話は、2月27日以降(13:00～15:00)にお願いします。

草戸保育所（921-1561）
●草戸にこにこ広場
・3月 2日(金) 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。

・3月 6日(火) 9:45～10:45 〈受付9:35～〉
「保育所のお友だちとあそぼう」※要予約 各年齢３名様まで
お子様と同じ年齢のクラスに入って、お友だちと一緒に
あそびましょう！！

・3月22日(木) 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
3月生まれのおともだちの誕生日会をします。
参加対象は、3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。
※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
・3月 7日(水) 「リトミック」
リズムに合わせてたくさん体を動かしましょう♪

・3月14日(水) 「クラスあそび(給食有)」※給食希望のみ要予約
0・１・２歳児⇒戸外あそび
※予約受付期間：2月28日(水)～3月 2日(金)

◎給食の申し込みは電話予約とし、先着20組家族のみとさせていただきます。
保護者の方は箸を持ってきてください。
また、ご家庭で使っておられるお子様の食事セット(スプーン・箸・フォーク
エプロン)とおしぼりの用意ができれば持って来てください（1人150円）
◎アレルギー・離乳食の方は、お子様に応じて園で対応していますので、
受付時にお伝えください。

明浄保育園（927-3052）
●めいじょうフレンドくらぶ
・3月 8日(木) 10:00～11:00 (要予約)
「手型・発育計測をしよう」
かわいい手型をとって、成長を残しましょう♪
どれくらい大きくなったかな～。
水分補給のため、水筒を持参してください。

お気軽にお問い合わせください。
＜予約電話：927-3052＞

