
 

 

 

 

 

ゆうゆうひろば（せんにしの丘） にこにこひろば（せんだの森）  そらひろば（みゆき） 子育てサポートステーションいくたす 

⓪ふれあいデー(午前・午後) 砂場遊び 1 月 電話相談日  

★11月誕生会 給食体験①・発育計測食 2 火 園庭・ひろば開放  

園庭開放・ホリデー保育  3 水   

わくわく探検隊（3世代交流）＊ゆうゆうひろば（せんにしの丘）にこにこひろば（せんだの森）交流 4 木 ZOOM＠SORA（10：30～）「うたって あそぼ」  

②ふれあいデー 電話相談日 5 金 消防車がやってくるよ  

園庭開放  6 土   

園庭開放・ホリデー保育  7 日  休館日 

⓪パラバルーンあそび 電話相談日 8 月 電話相談日  

★ZOOM＠YOU(10:30～)「おはなし始まるよ」 カレンダー製作（０歳） 9 火 つくってあそぼ  

①パラバルーンあそび 電話相談日 10 水 ZOOM＠SORA（10：30～）「おどって あそぼ」  

おでかけ保育(千田宝公園) 11 木 新聞であそぼ(１歳対象)  

②パラバルーンあそび 給食体験②・発育計測 12 金 電話相談日   

園庭開放  13 土  休館日 

園庭開放・ホリデー保育  14 日   

⓪ふれあいデー(午前・午後) zoom@niko（10：30～）おはなしタイム 15 月 ZOOM＠SORA（10：30～）「おはなし なあに」  

★ZOOM＠YOU(10:30～) 「絵本：でんしゃがきました」 リトミック（０歳） 16 火 サーキット遊び(２歳対象)  

①ふれあいデー 給食体験③・発育計測 17 水 スタンプラリーあそび  

ＺＯＯＭｄeほいくの園（11：00～） おでかけ保育（千田宝公園） 18 木 電話相談日 ★ＺＯＯＭｄeほいくの園(11：00～) 

園庭開放/おもちゃサロン（公） 電話相談日 19 金 園庭・ひろば開放  

園庭開放  20 土   

園庭開放・ホリデー保育  21 日  休館日 

⓪てがたあそび(午前・午後) 給食体験④・発育計測 22 月 電話相談日  

園庭開放・ホリデー保育  23 火   

①てがたあそび 誕生日会 24 水 ベビーとママのバランスあそび(0歳対象)  

おでかけ保育(千田宝公園) 25 木 誕生日会 ★ママのおはなしﾀｲﾑ（10：00～） 

②てがたあそび 電話相談日 26 金 つくってあそぼ  

園庭開放  27 土  休館日 

園庭開放・ホリデー保育  28 日   

⓪ふれあいデー(午前・午後) カレンダー製作（１・２歳） 29 月 発育計測・シール遊び ★誕生日会 

午前：あいあいさーくる／午後：フジグラン相談 電話相談日/午後：フジグラン相談 30 火 電話相談日  

 

 

 

 

 

 

＜ゆうゆうひろば＞ 
―せんにしの丘― 

●毎週月～金曜 ９:00～16:00 

⓪0 歳①1 歳②2 歳以上のさーくるです 

●「ふれあいデー」はお子様と遊びながら 

相談できる日です 

●★は予約が必要な講座です 

１週間前から電話で受け付けます 

（受付時間：9:00～16:00） 

●木曜日は地域の公園へでかけています 

●ホリデー保育をしています 

●♡は「親子ふれあいデー」です 

 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 

＜にこにこひろば＞ 
―せんだの森― 

●毎週月～金曜 ９:00～14:00 

●毎回 8～10 組の予約制です 

●参加予約は 1 週間前からメールで 

受け付けます 

（受付時間：9:00～13:00） 

①登録番号 ②参加日時 

③子どもの名前 ④電話番号 

●お気軽にご相談ください 

e-mail：niko2@urban.ne.jp 

 

＜そらひろば＞ 
―み ゆ き― 

●毎週月～金曜 ９:00～14:00 

●毎回 8～10 組の予約制です 

●参加予約は 1 週間前からメールで 

受け付けます 

（受付時間：9:00～13:00） 

①登録番号 ②参加日時 

③子どもの名前 ④電話番号 

●お気軽にご相談ください 

e-mail：sora2@urban.ne.jp 

 

＜いくたす＞ 
―ゆめタウン福山 2 階― 

●毎週日～土曜 10:00～16:00  

(土日は隔週開館します) 

●★は予約が必要な講座です 

 それ以外の時間は自由遊びです 

●講座予約は、1 週間前から電話でのみ 

受け付けます 

 （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 

であい ふれあい  
めぐりあい  

地域の子育て支援通信 

朝夕は、すっかり涼しくなりました。落ち葉や木の実を見ると秋の訪れを感じます。

子どもたちはいもほり、うんどうかいなど、今しかできない経験を通してひとまわり

もふたまわりも、大きく成長をしているのではないでしょうか。 

コロナの新規感染者もワクチン接種がすすみ、一人ひとりの意識が高まったことで

落ち着いてきました。これから寒くなるとインフルエンザや他の感染症も心配になり

ます。引き続き手洗い、うがいをして予防に努めましょう。 

社会福祉法人昌和福祉会 

認定こども園 せんにしの丘 
福山市御幸町中津原後平 54-4 

 TEL：084-955-5070 

 Mail：fureai@ho19.jp 

 

 

認定こども園 せんだの森 
福山市千田町 3-16-2 

 TEL：084-955-0078 

 Mail：niko2@urban.ne.jp 

@ 

 認定こども園 み ゆ き 
福山市御幸町森脇中ノ町 535 

 TEL：084-955-0049 

 Mail：sora2@urban.ne.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 

 TEL：084-931-6606 

 Mail：ikutas@urban.ne.jp 

 

 

2021 

11 月 

いくたすは、新型コロナ感染防止のため 

下記の時間を一時閉館しています。 

 ●12：00～13：00 
※環境の一斉消毒と換気の為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
一緒にお祝い 

しよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

地域の方に千田の街を案内していただ

きます。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。 

＜10 時に千田公民館集合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

給食体験は、一度ひろばを利用して

いただいた際に食事についてお聞

きし、2回目からのご利用です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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。 

 

 

 

 

 

 

 
今月は、リスの

折り紙です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誕生月のお友だちには、ワッペン

のプレゼントがあるよ。 

 

子育て支援ｸﾞﾙｰﾌﾟほいくの園の

Zoom を使った｢おでかけ保育｣で

す。今月の担当は、せんにしの丘

と大門未来園です。 

手遊びやママトークをしよう。 

★は予約の講座です。 

＜いくたす 講座時間＞ 

 (午前)10:00～11:00 

 (午後)14:00～15:00 

＜ZOOM＠IKTS＞30分間 

(午前)10:30～(午後)14:00～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いくたすは、新型コロナ感染防止のため 

下記の時間を一時閉館しています。 

 ●12：00～13：00 
※環境の一斉消毒と換気の為 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾃｰﾏ｢私の時間 子どもの時間｣ 

（対 象）1、2歳 
時間の使い方についてお話ししま 

せんか 

遊びながらゆっく

りお話できますよ 

 

 

 

 

 

 

 

ひろば参加予約時間を一週間前

の 9 時～13 時の間までとさせて

いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

誕生月のお友だちには、ワッペン

のプレゼントがあるよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひろばでは、引き続き感染 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜子育て最前線＞ 

ひろばのひとこま 

子育てサポートステーション 

＜いくたす＞ 

（ゆうゆうひろば） 

 

「ちゃんとしてね！」で伝わってる？ 

子育てってわからないことがいっぱい！ 

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。 

取り上げてほしい内容があったら、ご意見をお寄せください。

緊急事態宣言があけて、季節は風がさわやかな秋。おでかけ

するのが楽しくなりますね。 

「さぁ出かけるよ！」と靴を履こうとしたら・・「いやーー！」

と思い切り拒否されたとき、みなさんはどうしていますか？ 

無理やり連れだしてみるのもありだと思いますが、ちょっと

一息おくと切り替わることもよくあることです。 

大きな声で言うことを聞かせても、長引くだけ。 

親の気持ちをどうやって伝えたらわかってもらえるのでしょ

うか・・ 

 わかっていても、イライラしているときはできない

こともあります！ 

だから・・・できる時から始めよう！！ 
否定を肯定に切り替えるのはとてもむずかしい！！ 

でも、これは自分自身（親自身）をほめて認めること

にもなると思うのです。 

 親も完ぺきではありません。自分自身をほめてあげ

てください。そして子どもたちにも・・・

＜言い換え 例＞ 

★インフルエンザの予防接種をしましょう★ 

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、流行期に入る前に済ませるようにしましょう。 

 

〈インフルエンザ予防接種〉 
〇補助の対象者 

 福山市に住民票のある 満 1 歳～小学校６年生 

〇補助金額 

 1 回の接種につき８００円（接種期間中 2 回まで） 

〇接種期間 

 ２０２１年 10 月 1 日～２０２２年 1 月 31 日 

〇問い合わせ先 

 保健予防課 TEL：084－928-1127 
 

空気が乾く冬。体が乾くと冷えにつながります。冬こそ水分を上手にとり風邪

やインフルエンザ予防をこころがけていきましょう！ 

にぎにぎ、にぎにぎ‥ 

かわいらしい表情の『おにぎり

くん』の登場です！ 

 

 具も入れて、いろんな種類の

おにぎりを「にぎにぎ ぎゅっ」

と作っていきます。 

 

食欲の秋♪みんなが、好きな

具材のおにぎりはあるかな？？ 

 

  （対象：1・2歳） 

 

「おにぎりくんがね‥」 

とよた かずひこ/さく・え 

 

(童心社) 

 

HAPPY HALLOWEEN♪ 
 １０月の最後の週に、いくたす内

に『ハロウィンフォトスポット』を

作りました。 

赤ちゃんは寝相アート風に、大きな

おにいちゃんおねえちゃんは、おう

ちの人に抱っこしてもらったり、ひ

とりでニッコリポーズをしたり。 

親子でほっこりあったかい

時間になるはずだったのに・・ 

写真は嫌だ！遊ぶんだぁ！と

泣いちゃったり、だっこして

も真顔だったり・・いろいろ

な子どもたちの姿を見ること

ができました。 
 

 

＜そらひろばのひとコマ＞ 

10 月 21日(木)は 

ZOOMde ほいくの園子どもあきまつり！！ 

ほいくの園グループ１１施設を ZOOMでつなげ、 

踊ったり歌ったり、おはなしを見たり・・。 

 

大きな画面に映るお友だちや先生の顔を見て・・・ 

『あーっっっ！！！』 
 

いつもはひろばで、顔を見ながら一緒にあそんでいる

のに、今日は、おともだちがテレビにいる！！ 

画面をじーっと見たり、手をふってみたり、とても不

思議だったようです！ 

「ちゃんと描いて」・・と言われたら 
 子どもに「○○の絵を描いて」と言われたことがあります

か？絵の苦手な人や、どんなものかわからない時は戸惑いま

すよね。適当に描いたら「ちゃんと描いて！！」といわれ・・

「どう描いたらいいのよ！！」となりますよね。 

具体的な指示がないと、小さな子どもには理解できないこと

がいっぱいなのです。 

子どもにわかるように指示を伝えるのも難しいのですがね・・

できる時から 始めよう 


