
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
12/29 12/30 12/31 1/1 2 3 4 1 2 3 4

休館日 休館日 休館日 休館日 休館日 休館日

5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11
休館日 ほいくの園 休館日 電話相談日 給食体験① 簡単おやつ おでかけ保育 電話相談日

ミニおでかけ保育 （お休み） 発育計測 「あったか肉まん」 千田宝公園 （お休み）

①10:00～②11:00 10:00～
12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18

★0歳さん ほいくの園 赤ちゃん広場 電話相談日 おでかけ保育 給食体験②
あつまれ ミニおでかけ保育 「リトミック」 （お休み） 千田宝公園 発育計測

(午前・午後) ①10:00～②11:00 （0歳児対象）

19 20 21 22 23　場所:いくたす 24 25 19 20 21 22 23　場所:いくたす 24 25
休館日 ★誕生日会 ほいくの園おでかけ保育 休館日 給食体験③ 電話相談日 カレンダーを作ろう ほいくの園 電話相談日

①9:00②10:00③11:00 発育計測 （お休み） （2月） おでかけ保育 （お休み）

(午前) ④12:00⑤13:00(1時間入替) 9:00～(1時間入替)

26 27 28 29 30　対象：2歳 31 26 27 28 29 30 31
★パパと ★1歳さん ★ママの 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
遊ぼう 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) (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 3 4 1 2 3 4

園庭開放 園庭開放 園庭開放 園庭開放
ホリデー保育

5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11
園庭開放 ♡ ★(要予約) ♡ おでかけ保育 ♡ 園庭開放 自由あそび 電話相談日 給食 電話相談日 電話相談日

ホリデー保育 (午前・午後） 伝承あそび 千田宝公園 〈開放日〉 （お休み） 離乳食体験① （お休み） （お休み）

（0歳児） アンパンマンかるたで遊ぼう！ （1歳児） （2歳児以上）

12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18
園庭開放 園庭開放 ★(要予約) てがたあそび おでかけ保育 てがたあそび 園庭開放 やってみよう！ 給食 電話相談日 ふれあいあそび

ホリデー保育 ホリデー保育 1月誕生会＆ 千田宝公園 （2歳児以上） たべてみよう！ 離乳食体験② （お休み） 足型アート
簡単クッキング （１歳児） （公）おもちゃサロン (1.2歳以上対象) （0歳対象）

19 20 21 22 23　場所:いくたす 24 25 19 20 21 22 23　場所:いくたす 24 25
園庭開放 てがたあそび ★(要予約) ♡ ほいくの園 親子３B体操 園庭開放 足型アート 電話相談日 ベビーとママの ほいくの園 電話相談日

ホリデー保育 （午前・午後） 冬に流行する おでかけ保育 （お休み） バランスあそび おでかけ保育 （お休み）

（0歳児） 感染症について （1歳児） 9:00～(1時間入替) （2歳児以上） (1.2歳以上対象) （0歳対象） 9:00～(1時間入替)

26 27 28 29 30 31 26 27 28 29 30 31
園庭開放 鬼の面を作ろう！ 午前:あい愛さーくる 鬼の面を作ろう！ おでかけ保育 鬼の面を作ろう！ 誕生日会 電話相談日 電話相談日 発育計測 給食

ホリデー保育 （午前・午後） 午後:おでかけ相談　 千田宝公園 （園行事に参加） （お休み） （お休み） 離乳食体験③
（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

ご利用のみなさまには　ご迷惑をおかけします。

いよいよ2020年です。西暦が変わり、子育てをめぐ
る制度も変化しています。少しでも子育てしやすい環境
になったでしょうか。
福山市総合体育館が完成間近となり、オリンピックの

聖火リレーの広島県のゴール地点になることも決定しま
した。いよいよ始まるオリンピックに、胸が躍ります。
今年はどんな年になるのでしょう。どうか災害のない

平和な年でありますように・・・

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。

※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。

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「ほめて“楽”に子育て」

子どもへの接し方のちょっとしたコツ

をみんなで情報交換しましょう。

おもちゃサロンは千

田公民館。親子一緒

におもちゃで遊びな

がら、子育てについ

ての情報交換をしま

しょう。

10:00～11:30

感染症についての予防や対応など分か

りやすくみんなで話をしましょう。

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。

講師の先生が来られます。

親子でリズムあそびを楽し

みましょう！

※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。

じゃがいもの

いそべ焼きを

つくろう！



いよいよ2020年の始まりです。今年は東京オリンピックも開かれにぎやか

な年になりそうです。

ほいくの園グループも今年でいよいよ活動20周年となります。いままでた

くさんの親子と出会ってきました。最初のころに出会った子は、もうすでに

成人しており、そのまた子どもが各支線センターに遊びに行っている話が聞

かれるようになり、時の流れを感じずにはいられません。

今年も、皆様にとって幸多き年でありますように・・・

ほいくの園（その）

＜そらひろばでの ひとコマ＞
ベビーとママのバランスあそびにて・・

今日は赤ちゃんと一緒に

お兄ちゃんも一緒に遊びに来たよ

「ぼくも！ぼくも！マッサージして！」

赤ちゃんよりも気持ち良さそうなお顔に・・

毎日、「お兄ちゃん」頑張ってるもんね♪

いつも、ありがとう。あなたが、とても大切よ！

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。

育児休暇を取られている方は、3年以内には復帰をされます。

いったん職を離れたお母さまから、子どもが何歳になったら

仕事を始められるかと相談を受けることがよくあります。こ

れは子どもに寂しい思いをさせるのでは、と心配だからだと

思います。

子どもの事を考えて就活の時期を決めると思いますが、子

どものこれからの姿は誰にもわかりません。

「仕事しようかな・・・」と思った時が「その時！！」

それをしっかり応援するのが保育園やこども園。大丈夫。

園訪問
子育てサポートステーションいくたす
子育てサポートステーションいくたすは福山

市中心部、ゆめタウン福山店内にあります。室

内は、木の玩具にあふれたあたたかな場所で、

0歳の小さなお子様のためのお部屋があります。

日祝日は不定期ですが開館し、一時預かりもし

ています。ています。

年齢別や季節性のある講座も開いておりますの

で、是非一度ご来館ください。

【住所】福山市i入船町 3-1-60

【電話】084-931-6606

【mail】ikutas@urban.ne.jp

ののはまこどもえん（084-941-6076）
●ふれあいクラブ

・1月 9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」

寒い時には、早めに終了します。

・1月17日（金）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」
★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

※12月27日(金)～1月3日(金)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。

・1月21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」

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：1月28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

・１月 ９日（木）「クラス体験」
参加希望の方は、1月７日（火）までに申し込みをお願いします。

●なかよし広場 10:00～11:00

・１月10日（金）「たこあげをしよう」

・１月17日（金）「小麦粉粘土であそぼう」

・１月23日（木）「誕生会に参加しよう」(要予約)

１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

・１月31日（金）「手作り玩具制作」

参加希望の方は、１月29日（水）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。

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

・1月22日（水）10:.00～11:00(予約受付1/8)

「発育計測」

「鬼の面を作ろう！」

2月3日の節分に向けて製作をしましょう。

・1月28日（火）10:00～11:00(予約受付1/14)

「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。

★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。

・１月14日（火）「ベビーマッサージ」
講師による講座です。寝返り前と寝返り後にわかれてします。

●10:00～ 寝返り前 ●10:15～ 寝返り後（各6組限定）

・１月21日（火）「誕生日会（発育測定）」

１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。

★１月の予約は12月24日(火)～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

・１月 ８日（水） 9:45～10:45〈受付9:40～〉

「おもちつきをやってみよう」 (要予約) ５名様まで

おもちをついたり丸めたりしてみませんか？親子ともエプロン

マスク・三角巾・手拭きタオルを持参して下さい。

・１月17日（金）‣23日（木）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。

・1月22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

1月生まれのお友だちの誕生日会をします。

★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＞

・1月22日（水）

「リトミック」

音楽に合わせて、楽しく身体を動かしましょう！

動きやすい服装で来てください。

寒い時期ですが、水分補給できる物も用意してくださいね。

・１月29日（水）

「製作 鬼の面」

節分に向けて、鬼のお面を作ります。

おうちの人と一緒にシールを貼り、なぐり描きをしましょう！

★その他の日程はHPをご覧ください

毎日の事だから、食の悩みも

多いはず。給食を食べながら

お話ししませんか。

離乳食やアレルギー除去食

もご用意できます。

みんなで楽しく食べると、

おなかもいっぱい、にこにこ

笑顔になれますよ！！

＜せんだの森＞

「いただきま～す！！」

にこにこひろばから、元気

なごあいさつが聞こえてきま

す。ひろばでは毎月、園で提

供している給食を実際に食べ

てみることができます。

＜子育て最前線＞

＜第3次 保育園入園受付期間＞

2020年1月30日(木)～2月20日(木)

対象:2020年4月から新規開設の地域型保育施設のみ

＜地域型保育施設とは＞対象：0～2歳児のみ

●事業所内保育施設：事業所にお勤めの方の保育と

同時に、一般の地域枠を有する少数対応の保育施設

●小規模保育事業所：2歳児までの保育のできる少数

対応の保育施設

＜問い合わせ先＞

福山市児童部庶務課 TEL：084-928-1047

２０２０年度 保育所(園)入園受付中

「コップちゃん」
文 中川 ひろたか

絵 100%ORANGE

（ブロンズ新社）

認定

こども園

認定

こども園

認定

こども園

認定

こども園

認定

こども園

認定

こども園

〈仕事しようかな・・〉

ひろばの

ひとこま

＜広島県わーくわくままサポートコーナー

＞○何するところ？？
働くことを希望する女性のトータルサポートの場で

女性の「働きたい」を応援してくれます。

同フロアにハローワークが併設されています。

○子どもを連れて行ってもいいのかな？
保育士さんが常駐なので子ども連れでも安心です。

○例えばどんなサポート？？
相談員と個別に話ができます。5日間のｲﾝﾀｰｼｯﾌﾟを通し

て本当に働くことになった時のイメージができます。

（助成金の支給あり、5日間の託児費は県が負担）

個別相談会のほか、セミナーや悩みを相談できる座談会

(はたらこうりゅう会)なども実施。

詳しくは「広島県わーくわくママサポート」で検索！

場所：エストパルク1階(福山市東桜町 福山駅徒歩4分)

コップちゃん、おなまえ

は？コップちゃん、いくつ？

身近な存在のコップが、可愛

らしく目の前にあらわれてく

る楽しいおはなしです。

タイヤがついて車になったり、

ジュースをトクトク注がれオ

レンジ色になったり・・。

食事やおやつの時間が、楽し

くなる一冊です。

（対象年齢：０歳から）

現在、2020年４月以降に保育所(園)および認定こど

も園の保育部分に入園を希望される方の、入所(園)受付

中です。お急ぎください！！

第3次受付は、4月から新規開設予定の地域型保育事業

所（0～2歳児）のみの受付です(1月中ＨＰ公表)

※第1次受付は、12月25日に終了しました。
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にこにこひろば

給食をたべよう！

子どもが少し大きくなったら、仕事について考える方が増

えてきますが、しないという選択ももちろんあります。

仕事をする目的は人それぞれ。自分のため、子どものため、

家族のため・・・仕事の方法も人それぞれ。周りに流される

必要はありませんよ。

これからの生活設計を家族で考えて、必要であれば就活を

始めればよいと思います。

まずは「我が家のかたち」を考えてみましょうね。

結婚や出産を機に仕事を辞められたお母さま。再就職につ

いて考えることはありませんか？子どもが大きくなるにつれ、

出費も多くなります。子どもがやりたいということはやらせ

てあげたいと思うのは、親ごころですよね。

子育てをしながらの就労はとても大変ですが、それをしっ

かりサポートするために保育園やこども園、小規模保育施設

など、「働きやすくする保育環境」が十分とは言えませんが

整いつつあります。

就活を考える際に、子どもの保育をどうするかを早めに考

えて、希望の保育施設への見学をお勧めします。大切なお子

様の過ごす第2の「おうち」となる場所ですから・・

〈子どもが何歳になったら・・〉 〈仕事した方がいいのかな・・〉


