
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 1 2

休館日 電話相談日
（お休み）

3 4 5 6 7　12:00～ひろば 8 9 3 4 5 6 7 8 9
ほいくの園 給食体験① 赤ちゃん広場 おでかけ保育 電話相談日

ミニおでかけ保育 発育計測 「赤ちゃん絵本」 千田宝公園 （お休み）

①10:00～②11:00 （０歳児対象）

10 11 12 13 14　12:00～ひろば 15 16 10 11 12 13 14 15 16
休館日 ★0歳さん ほいくの園 ★認定こども園って 休館日 リトミック 電話相談日 給食体験② おでかけ保育 簡単おやつ

あつまれ ミニおでかけ保育 なに？？ （２歳児対象） （お休み） 発育計測 千田宝公園 「きなこ棒」
(午前・午後) ①10:00～②11:00 (午前)

17 18 19 20 21　14:00～閉館 22 23 17 18 19 20 21　場所:いくたす 22 23
★誕生日会 ほいくの園おでかけ保育 ★パパと 電話相談日 電話相談日 カレンダー作り ほいくの園 クリスマスリースを

①9:00②10:00③11:00 遊ぼう （お休み） （お休み） （12月） おでかけ保育 つくろう

(午前) ④12:00⑤13:00(1時間入替) (午前) 給食体験③ 9:00～(1時間入替) 10:00～
24 25 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

休館日 ★1歳さん ★ママの 休館日 電話相談日 午前：電話相談日(お休み) 誕生日会 おでかけ保育 給食体験④
あつまれ おはなしタイム （お休み） 午後：おでかけ相談　　 （園行事に参加） 千田宝公園 発育計測
(午前) 10:30～11:30 （フジグラン） 10:00～

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 1 2

♡ 園庭開放 やってみよう！

〈開放日〉 たべてみよう！

（2歳児以上） （1.2歳以上対象）

3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9
園庭開放 園庭開放 ★(要予約) 園庭で遊ぼう おでかけ保育 さんぽ 園庭開放 電話相談日 自由あそび 電話相談日 給食

ホリデー保育 ホリデー保育 「子どもの困った 千田宝公園 （お休み） （1.2歳対象） （お休み） 離乳食体験①
時のSOS」 （1歳児） （2歳児以上）

10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16
園庭開放 てがたあそび ★(要予約) ♡ おでかけ保育 ♡開放日 園庭開放 電話相談日 電話相談日 ふれあいあそび 電話相談日 消防車を ファミリーデー

ホリデー保育 （午前・午後） 手づくりおもちゃを 〈開放日〉 千田宝公園 （2歳児以上） （お休み） （お休み） （0歳対象） （お休み） みよう
（0歳児） つくろう （１歳児） (公)おもちゃサロン

17 18 19 20 21　場所:いくたす 22 23 17 18 19 20 21　場所:いくたす 22 23
園庭開放 (午前)親子３B体操　 ★(要予約) てがたあそび ほいくの園 てがたあそび 園庭開放 電話相談日 園庭あそび ベビーとママの ほいくの園 電話相談日

ホリデー保育 (午後)ふれあい遊び 11月誕生会＆ おでかけ保育 ホリデー保育 （お休み） バランスあそび おでかけ保育 （お休み）

（0歳児） 簡単クッキング （1歳児） 9:00～(1時間入替) （2歳児以上） （0歳対象） 9:00～(1時間入替)

24 25 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30
園庭開放 クリスマス飾りをつくろう 午前：あい愛さーくる クリスマス飾りを おでかけ保育 クリスマス飾りを 園庭開放 自由あそび 誕生日会 電話相談日 給食 発育計測

ホリデー保育 (午前・午後) 午後：おでかけ相談　 つくろう 千田宝公園 つくろう （0歳対象） （園行事に参加） （お休み） 離乳食体験②
（0歳児） （フジグラン） （1歳児） （2歳児以上） 10:00～

せんだの森　にこにこひろば子育てサポートステーション　いくたす(ゆめタウン福山　2階北）

みゆき保育所　そらひろばせんにしの丘　ゆうゆうひろば

台風15号・19号の被害にあわれた方のお見舞いを申し
上げます。おそい台風シーズンに戸惑うばかりです。み
ゆき保育所は昨年7月豪雨にて浸水被害に見舞われました。
どうか今年はもうなにも起こらないよう願うばかりです。

各施設では義援金活動を始めました。復興までには多く
のお金と時間と体力が必要です。皆様のご理解と募金をよ
ろしくお願いいたします。日本赤十字社を通じて、必ず被
災者にお届けします。

であいふれあい
地域の子育て支援通信

めぐりあい
●毎週月～金曜日
9：00～16：00

●♡は親子ふれあいデー
です。親子で遊びながら

気軽にご相談ください。
●★は予約が必要な講座で
す。予約は1週間前から
電話でお願いします。
●木曜日は地域の公園で
おでかけ保育をしています
●ホリデー保育をしています

●毎週月～金曜日
9：00～14：00（週3～4日）

●毎回8～12組までの予約制
です。

●電話相談は、サークルがな

い日もお受けしてます。

お気軽にご相談ください。

●参加予約はメールで1週間

前から受け付けます。
①参加日時②子どもの名前
③保護者名④電話番号

E-Mail：niko2@urban.ne.jp

●毎週日～土曜日
(土日は隔週開館します）
10：00～16：00

●★は予約が必要な講座で
す。それ以外の時間は自由
に遊べます。
●講座の予約は1週間前から
電話でのみ受付けます。
(受付時間：9：30～16：00）
●一時預かり保育をしていま
す。前日までのご予約が必要
です。

●毎週月～金曜日
9：00～14：00（週3～4日）

●支援施設開設間もないため
予定を変更する事もあります

●ご意見・ご要望などがありま

したらお聞かせください。

●参加予約はメールで1週間

前から受付けます。
①参加日時②子どもの名前
③子どもの年齢④保護者名
⑤電話番号

E-Mail：sora2@urban.ne.jp

千田宝公園には駐車場はありません。

車でお越しの方は、せんだの森の駐

車場をご利用ください。

千田宝公園には駐車場はありません。

車でお越しの方は、せんだの森の駐

車場をご利用ください。

講座参加時は、動きやすい

服装で参加してください。

＜講座時間＞

(午前) 10：00～11：00

(午後) 13：30～14：30

ﾃｰﾏ「〇○ちゃんがする！(対象:1歳)」

自己主張が強くなる年齢です。｢自分で！｣

と言われたらどうする？みんなで考えよう

おもちゃサロンは千田公民館。

親子でおもちゃで遊びながら、子育て

についての情報交換をしましょう。

10:00～11:30

子どもの急な発熱やけがについて

｢こんな時、どうしたらいい？」

みんなで話をしましょう！

給食体験は、一度ひろばを利用していた

だき、食事内容やアレルギー除去などの

詳しいお話をお聞きした後となります。

ポップコーンを

つくろう！

土曜日にひろば

を開放します。

ご家族そろって

遊びにきてくだ

さい。

対象：4月からの保育園入園検討中の方

最近増えてきた認定こども園について

わかりやすく説明します。

※給食体験は、新規の方は食事内容やア

レルギー除去などの詳しいお話をお聞き

し、２回目からのご利用となります。

エコクラフ

トで作るよ。

材料費100

円を持って

きてね



秋晴れの日が続いています。白い雲が流れ、空の高さに秋の訪れを感じま

す。落ち葉やどんぐりを見つけ自然に触れることで秋を五感で感じられます。

屋外で歩くことは、自分自身で体を作り、転びにくい強い体を作ります。

けがをしないよう親は子どもをできるだけ守りますが、守りすぎると子ども

は危険を感じないまま大きくなり、聞き察知能力が弱くなっていきます。

子どもたちは体を動かすことが楽しい！おもしろい！と感じており、それ

を大切に育てることで「からだ力」が育ちます。親子でワクワク、ドキドキ

するような体験をしてみませんか。

ほいくの園（その）

＜にこにこひろばでの ひとコマ＞
最近は、やんちゃ盛りで怒ってばっかり

「お友だちたたいたらダメ～！！」

「おもちゃとったらダメ～でしょ！」

その顔をみながら・・・

「ママ、だ～いちゅき（大好き）なの♥♥♥」

そんなこと言われたら、怒れないじゃん・・・

しつけってむずかしい！！！

なになに なぁに？？
子育てってわからない事がいっぱい！！

子どもについてのいろいろをひもといていくコーナーです。

とりあげて欲しい内容があったら、ご意見お寄せください。

認定こども園は、教育と保育の部分を併せ持つ、教育施

設です。1号認定の子どもの保育時間は５時間が基本で、

春・夏・冬休みなどの長期休暇や園が決める休暇日があり

ます。また、保護者が就労等の理由が無くても入園が可能

です。直接希望の認定こども園に申し込みを提出します。

同じクラスで2号認定の子どもも一緒に生活します。2号

認定とは家庭での保育ができない「保育の必要性の認定」

を受ける必要があります。さまざまな家庭状況に応じて保

育時間を考慮しながら教育・保育を展開します。

2020年度４月より、御幸保育所は『幼保連携型認定こど

も園みゆき（仮称）』に移行予定です。

これで、社会福祉法人昌和福祉会は3施設すべてが幼保連携

型認定こども園となります。

今まで以上に子ども一人一人の人権を大切にし、からだ作

りと人間力を両立させ、教育と保育を一体化させたきめ細や

かな保育を実践してまいります。

左記の通り、1号認定入園に向けての『3園合同入園説

明・見学会』を行います。ぜひご検討ご参加くださいませ。

園訪問
認定こども園

草戸こども園
草戸こども園は福山市の中心部にあり、

今年で49年目を迎えた認定こども園です。

毎月の子育て支援活動では、製作やふれ

あいあそびを親子で一緒に行ったり、誕

生日月には在園児と会に参加し、お祝い

をしています。また、園庭開放も行って

いますので、園庭の遊具やおもちゃで元

気いっぱい遊びましょう！ぜひ、お友だ

ちを誘って遊びに来てください！

【住 所】福山市草戸町2丁目3-1

【電 話】084-921-1561

ののはまこどもえん（084-941-6076）
●ふれあいクラブ

・１1月 8日(金) 10:00～12:00 （予約が必要です）

「ののはまこどもえんでの同年齢児交流と発育測定」

同じ年齢のクラスに入って、一緒に遊びましょう。

・１1月14日(木)10:00～12:00 （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｢みんなの森｣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。

・11月15日(金) (10:30頃～ 材料費が必要です)

「アロマ体験」 風邪予防ジェルを作ります。

月

ほ
い
く
の
園
グ
ル
ー
プ

保
育
・
支
援
施
設
の
子
育
て
支
援
の
予
定

ところ：フジグラン神辺店 2階キッズパーク

日にち：11月26日(火)

時 間：13:30～15:00
●子育てに関する悩みや疑問、成長の喜びなどをみんなで一緒

に話し合う「ひろば」です

●ゆっくり個別相談にて対応することもできます。その場合、

かならずお電話での予約をお願いします。

〈問合せ〉TEL：084-955-5070(せんにしの丘)

福山あゆみこども園（084-947-7281）

●なかよし広場 10:00～11:00

・11月 １日(金)「運動あそび」

・11月 8・22・29日(金)「園庭であそぼう」

滑り台や砂場で元気に遊びましょう。

水筒と帽子を持って来てくださいね。

（雨天時は変更になる場合もあります。）

・11月1４日(木)「誕生会に参加しよう」（要予約）

11月生まれのお友だちは一緒にお祝いしますのでお知らせ下さい。

ご希望の方には身体計測も行います。

★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。

たじりこども園（084-956-0811）
●げんきっこサークル （先着10組）

・11月12日(火)10:00～11:00(予約受付10/29～)

「発育計測」

「ベビー＆キッズマッサージ」

専門の講師と一緒にオイルマッサージでリラックスしましょう。

ママには、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下さい。

・11月26日(火)10:00～11:00(予約受付11/12～)

「発育計測」

「クリスマスの飾りを作ろう」

親子で一緒にクリスマスの飾りを作りましょう。

★参加の際には、事前に予約のお電話をお願いします。

ご予約電話は、各回の2週間前から受付けています。

大津野こども園（084-943-6030）
●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からです。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＞

午後の参加は予約がいりません。どうぞ遊びに来てください。

・10月16日(水)

「誕生日会（発育測定）」

10月生まれの友だちをお祝いしたり、発育測定をしたりします。

・10月29日(火)

「運動会ごっこ」

かけっこしたり、サーキットしたりみんなで楽しみましょう。

●10月の予約電話は９月25日(水)以降、13～15時の間でお願いします。

明浄保育園（084-927-3052）
●めいじょうフレンドくらぶ

現在のところ、活動の予定はありません。

入園についてや今後の活動についてのお問い合わせは、

明浄保育園に直接お問い合わせください。

草戸こども園（084-921-1561）
●草戸にこにこ広場

・11月 ５日（火）・11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。

・11月 ７日（木） 9:45～10:45 〈受付9:35～〉

「楽器をつくってあそぼう」 (要予約) ５名様まで
手作りの楽器を作って音楽に合わせてリズムあそびをしま

しょう！作っていく工程や音を奏でる楽しさを感じて下さい。

・11月20日（水） 9:45～10:45 ＜受付9:35～＞

「誕生日会に参加しよう」 (要予約) ３名様まで

1１月生まれのお友だちの誕生日会をします。

参加対象は1１月生まれのお友だちです。

★予約のTEＬは、13:00～15:00の間にお願いします。

大門未来園（084-943-9355）

●子育てサークルの日 ＜9：30～受付＞

・11月20日（水）「クラスあそび」（給食有）
給食予約期間1１月６日（水）～1１月８日（金）

◎給食の申し込みは電話予約とし、先着２０家族の身とさせていただ

きます。保護者の方は橋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きてください【１人150円】

アレルギー・離乳食の方は、お子さまに応じて園で対応します。

・11月30日（土）「お餅つき」 （給食有）
給食予約期間11月13日(水)～11月15日(金)
エプロンと三角巾を持ってきてください。杵と臼でお餅をつきます。

※今回はお餅つきの為、メニューは「豚汁・餅」のみです。

アレルギー・離乳食の対応はしません。ご了承ください。

今までに感じたことのない、

新聞紙の匂いや感触に戸惑う

子もいましたが、お友だちが

楽しく遊んでいる姿を見て時

間を追うごとに慣れてくると、

新聞紙コーナーの中に自分か

ら入って、お友達と一緒に楽

しんでいましたよ。

＜みゆき保育所＞

「いち、にの、さ～ん！！」

大きなコーナーの中に小さくち

ぎった新聞紙を入れると、こども

たちは大はしゃぎ♪

家ではなかなかできないダイナ

ミックな遊びに笑顔がこぼれます。

＜子育て最前線＞

インフルエンザと風邪
どちらにも咳、のどの痛み、鼻水が見られます

が、インフルエンザは38度以上の高熱が見られ

ます。また、頭痛や関節痛など全身症状が見られ、

合併症で肺炎をひきおこすこともあります。

・接種期間：2019年10月1日～2020年1月31日

※予防接種費の補助が受けられます（1回800円）

・要望接種について問合せ

保健予防課：℡084-928-1127

インフルエンザ予防接種をしましょう

「みんなでぬくぬく」
文 エルザ・ドヴェルノア

絵 ミシェル・ゲー

（童話館出版）
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こども園

＜社会福祉法人昌和福祉会 2020年度 １号認定合同説明会＞

＜認定こども園ってなに？＞

ひろばの

ひとこま

＜認定こども園とは＞
①入園対象

園によって異なる。1号認定は3歳以上。2号・3号

認定には保育の必要性の認定を受ける必要がある。

1号認定は、施設に直接申し込み。2.号3号認定は、

市役所に提出し入園の可否が判断される。

②保育の必要性の認定とは・・

さまざまな家庭状況のなかで、家庭での保育ができ

ないと認められること。保育園入園にも必要。

③保育時間

１号認定は５時間が基本。延長保育も可能。２号.３号

認定は必要に応じて、短時間保育(８時間)と標準保育

(11時間まで)が認められる。

◎認定こども園についてご不明な点は、ご希望の施設に

お問い合わせください。

寒い日の夜。はりねずみのう

ちのストーブが壊れました。そ

んな時、りすもストーブが故障

したので、泊めてほしいと言う

のです。からだを寄せ合えば温

かいのですが、りすは、はりね

ずみの針が痛くて寝られず・・

2匹はどうしたのでしょうか。

表紙の動物たちのそれぞれの表

情があたたかく、気持ちまで温

かくなってくるようですよ。

（対象年齢：2歳から）

抵抗力の弱い子どもがインフルエンザにかかる

と重症化しやすいため、予防接種を受けておくこ

とをお勧めします。13歳未満の子どもの場合は、

1シーズンに2回接種が標準です。2回目の接種の

2週間後から効果があらわれますので、流行期に

入る前に早めに済ませるようにしましょう。
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そらひろば

しんぶんし遊びをしたよ！

ー 三園合同入園説明・見学会 ー
日時：2019年11月2日（土）

<第1部> 9:15～10:00（園共通の説明）

<第2部> 10:15～11:30（各園に移動後、見学会）

【願書配布】

10月26日(土)から

【第1次願書受付】

11月18日(月)から25日(月)（希望者が多ければ抽選）


