
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 1

2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8
休館日 ほいくの園 休館日 春を待つ会 電話相談日 給食体験① おでかけ保育 電話相談日

ミニおでかけ保育 （園行事に参加） （お休み） 発育計測 千田宝公園 （お休み）

①10:00～②11:00 10:00～
9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15

★0歳さん ほいくの園 電話相談日 エコクラフトで おでかけ保育 カレンダーを作ろう

あつまれ ミニおでかけ保育 （お休み） 雛飾りを作ろう 千田宝公園 （３月）
(午前・午後) ①10:00～②11:00 10:00～ 給食体験②

16 17 18 19 20　14時閉館 21 22 16 17 18 19 20 場所：いくたす 21 22
休館日 ★1歳さん ★誕生日会 ほいくの園おでかけ保育 給食体験③ 赤ちゃん広場 電話相談日 ほいくの園 簡単おやつ

あつまれ ①9:00②10:00③11:00 発育計測 「ふれあいあそび」 （お休み） おでかけ保育 「パルミエ」
(午前) (午前) ④12:00⑤13:00(1時間入替) （0歳児対象） 9:00～(1時間入替)

23 24 25 26 27　対象;４月入園児 28 29 23 24 25 26 27 28 29
臨時休館 ★ママの ★パパと 電話相談日 午前：誕生日会(10:00～) お店屋さんごっこ おでかけ保育 電話相談日

おはなしタイム 遊ぼう （お休み） 午後：おでかけ相談　　 給食体験④ 千田宝公園 （お休み）

10:30～11:30 (午前) （フジグラン）

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 1

園庭開放

2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8
園庭開放 午前：親子3B体操 ★(要予約) おおきくなったかな おでかけ保育 おおきくなったかな　 園庭開放 春を待つ会 電話相談日 電話相談日 給食 やってみよう！

ホリデー保育 午後：ふれあいデー バスボムつくり 千田宝公園 （園行事に参加） （お休み） （お休み） 離乳食体験① たべてみよう！

（0歳児） （1歳児） （2歳児以上） 10:00～ (1.2歳以上対象)

9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15
園庭開放 おおきくなったかな 園庭開放 園庭開放 おでかけ保育 雛飾りづくり 園庭開放 バレンタインカード 電話相談日 給食 電話相談日

ホリデー保育 （午前・午後） ホリデー保育 千田宝公園 （2歳児以上） をつくろう！ （お休み） 離乳食体験② （お休み）

（0歳児） (1.2歳以上対象)

16 17 18 19 20 場所：いくたす 21 22 16 17 18 19 20 場所：いくたす 21 22
園庭開放 雛飾りづくり ★(要予約) 雛飾りづくり ほいくの園 園庭開放 園庭開放 給食 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） ２月誕生会＆ おでかけ保育 離乳食体験③ 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) (公)おもちゃサロン （0歳対象） 9:00～(1時間入替)

23 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29
園庭開放 園庭開放 午前:あい愛さーくる てがたあそび おでかけ保育 てがたあそび 園庭開放 ふれあいあそび 誕生日会 電話相談日 発育計測

ホリデー保育 ホリデー保育 午後:おでかけ相談　 千田宝公園 （０歳対象） （園行事に参加） （お休み）

(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

2月は一年で一番寒い月ですが、暖冬の今年は、朝霜が降りた

日も数えるくらいで、夏の水不足が心配です。春は待ち遠しい

ですが、日本特有の四季の移り変わりがなければ温暖化対策も

本格的に考えなければならなくなります。これからを支える子

ども達には自然豊かで、四季を感じる中で心豊かに育ってほし

いと願うばかりです．

節分が過ぎればもう春。インフルエンザが未だ流行しており、

予断は許しません。手洗い・うがいをお忘れなく。

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。

＜子育て最前線＞

※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「もうすぐ幼稚園」

４月からの入園は親子共に楽しみです

が不安も・・みんなで話をしましょう

おもちゃサロンは千田公民館

10:00～11:30

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。

※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。

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。

材料費100円と

はさみ・ボンドを

持参してください。

※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。

ショートブレッド

クッキーをつくろう！



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通っている話が聞

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）です

＜いくたすでの ひとコマ＞
一時預かりのおこさま

いつも遊びに来ているので、

おうちの人とも「バイバーイ！」

ままごとしたり、ブロックしたり

先生とニコニコあそんでいたら、あっという間に

「〇○ちゃん！！」ママが帰ってきました。

「ママ！！」今までに見たことのない満面の笑み

やっぱり、ママが一番なんだよね・・

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。

入園する前は、とかくできていないことが気になるもの。

オムツが取れていないことや好き嫌いが激しいことなど、よく話

題に上がります。そんな心配な事をみんなで話してみませんか。

子育てサポートステーションいくたすでは、入園を控えたご家庭

の保護者の方同士の集う時間をもちます。心配なことを話してみ

ませんか。

＜ママのおはなしタイム＞
【日時】2020年 2月27日(木) 10:30～11:30

【場所】子育てサポートステーションいくたす

【対象】4月から幼稚園に入園予定の親子(3歳以上)

ほいくの園(その）は 子育て支援グループ
｢ほいくの園(その)｣は法人立の10保

育施設と１つの子育て支援施設でグ

ループを組んで｢おでかけ保育｣をして

います。どこかに出かけるのではなく、

先生たちがみなさまのもとにおでかけ

してくる活動です。1999年より活動

を開始し、20周年を迎えました。

ゆめタウン福山内の子育てサポート

ステーションいくたすでの「おでかけ

保育」には多くのご家族が来られてい

ます。リズムあそびや製作、絵本の読

み聞かせなど月ごとに趣向を凝らして

います。どうぞご家族みなさんで遊び

に来てください。

ののはまこどもえん（084-941-6076）
●ふれあいクラブ

・2月 6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」

・2月 28日(金)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。

・2月12日(水)（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」

・2月19日(水)(10:45頃～ バスタオルが必要です)

「ベビーマッサージ」

２

月

ほ
い
く
の
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ところ：フジグラン神辺店 2階キッズパーク

日にち：２月2５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）
●こども園体験 10:00～11:00

・2月 3日(月) 「節分の行事に参加しよう」（雨天中止）
参加希望の方は、1月30日（木）までに申し込みをお願いします。

●なかよし広場 10:00～11:00

・2月 7日(金) 「ままごとあそび」

・2月１4日(金) 「運動あそび」

・2月２1日(金) 「誕生会に参加しよう」(要予約)

2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

・2月28日(金) 「おひなさま制作」

参加希望の方は、2月２5日（火）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、13～15時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）

・2月18日(火)10:00～11:00(予約受付2/4 先着10名)

「発育計測」

「おひなさまを作ろう！」

3月3日のひなまつりに向けて製作をしましょう。

・2月26日(水)10:00～11:00(予約受付2/12 先着10名)

「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。

・2月10日(月)「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）

・2月18日(火)「誕生日会（発育測定）」

2月生まれの友だちをお祝いし、発育測定をしたりします

2月の予約電話は1月28日(火)以降13～15時の間でお願いします

★その他の活動はＨＰをご覧ください。

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

・2月17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。

・2月19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

2月生まれのお友だちの誕生日会をします。

参加対象は2月生まれのお友だちです。

・２月26日(水) 9:45～10:45 〈受付9:35～〉

「ひな人形製作をしよう」 (要予約) ５名様まで
もうすぐ”ひなまつり”お人形をかわいく着飾ってあげましょう

お人形を作りながら、お子さまの成長を喜び合いましょう！

★予約のTEＬは、13～15時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＞

・２月 5日（水）

「スタンプ遊び」

いろいろな模様をスタンプで作って遊びましょう。

・2月12日（水）

「製作 ひな人形」

おうちの人と一緒にかわいいおひな様を作りましょう。

・2月19日（水）

「新聞紙あそび」

新聞紙をびりびり破ったりちぎったり、ボールを作ったりして

遊びましょうね！

★その他の日程はHPをご覧ください

子どもたちに人気の「さかな

がはねて」の歌に合わせて、

盛り上がりました。「ぴょー

ん」にあわせてベルを飛ばす

と、子ども達は大喜びです。

日頃、運動不足な方もこの機

会に一緒に楽しく運動してみ

てませんか！！

＜せんにしの丘＞

月に一度、講師の先生をお

招きして３B体操を行ってい

ます。３B体操は、ボール・

ベル・ベルターを使います。

赤ちゃんからお年寄りまで誰

でも楽しめるように考案され

た、健康体操です。

＜子育て最前線＞

●おひさまクリニック（御幸町）

Tel：084-983-3220

●橘高クリニック（宮前町）

Tel：084-934-8555

●いぶき小児科（城見町）

Tel：070-1872-5502

●福山市民病院（蔵王町）

Tel：084-941-5151

～病児・病後児保育について～

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

〈４月から 幼稚園〉

ひろばの

ひとこま

＜集団生活までに心がけておきたいこと＞
○生活リズムを整えよう
いままで夜遅くまで起き、朝も遅いこともあった

と思いますが、少しずつ通園する時間に近づけるよ

うリズムを整えましょう。

○朝ごはんは すこしでも食べよう
ご飯を食べることで、考える力も生まれます。頭

の働きを促す意味でも、なんでもいいので少しでも

口に入れる習慣をつけましょう

○朝 トイレに行ってみよう
入園したばかりのときは、特に落ち着きません。

お家と違うトイレは特に、行くことだけでも緊張す

るものです。朝、大便を済ませておくと腸もしっか

り動き、活発に遊ぶことができます。

○できたことをほめてあげよう
｢そんなことしたら、先生に怒られるよ！｣は絶対に

禁句。通園する前に、園が怖くなってしまいます。

｢できた！｣の自信が、次への頑張りに繋がります。

どんな小さなことでも、できて当たり前の事でも、

いっぱいほめてあげてください。

しゅる！しゅる！しゅる！

すべっていくそりの上から、

次々に動物たちが落っこちて

きました。そりに乗ったモミ

ちゃんが、下につくと、おや、

雪だるまが！

声に出すとうれしくなる言葉

のリズム♪

そして、見ていると思わず笑

みが浮かぶ絵。動物たちの

ファッションにもご注目！

（対象年齢：２歳から）

児童が病気の状態にあり集団保育等が困難な時、下記

の機関にて利用ができます。その際は、事前登録と予約

が必要です。

ゆうゆうひろば

そろそろ入園に向けて準備をはじめるご家庭もあるのではな

いでしょうか。４月になって、幼稚園や保育園に入園されるご家

庭では、とても楽しみにしている反面、集団で上手く遊べるか、

お弁当や給食は食べられるか、行きたくないと言ったらどうしよ

う・・・ 期待以上にご家族の不安は大きいのかもしれません。

子どもは柔軟性があるので、生活に慣れてしまえば通園が楽し

みになり、時には帰りたくないとダダをこねることも出てくるか

もしれませんね。

それまでが長く感じるかもしませんが、社会に出る一歩目。家族

みんなで応援し、見守ってあげましょう。

〈よそのおうちはどうしているのかな〉

このゆきだるまだーれ？
作 岸田 衿子

絵 山脇 小百子

（福音館書店）

[利用料] 日額2000円（飲食費・診察費は別）

※世帯の市町村民税の課税状況により、利用料が減免

となる場合があります。

（減免対象世帯に該当するか調査を希望の方は、事前

登録時に別に手続が必要です。）

子ども達が笑顔で通園する日が楽しみですね


