
 

 

 

 

 

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 

電話相談日 電話相談日 1 火 電話相談日  

電話相談日        zoom@niko（10：30～）「手あそび」 2 水 園庭・ひろば開放  

おでかけ保育(千田宝公園) 3 木 電話相談日 電話相談日 

園庭開放 電話相談日 4 金 ZOOM＠SORA（10：30～）「おはなし なあに」  

園庭開放  5 土  休館日 

園庭開放・ホリデー保育  6 日   

⓪親子ふれあいデー(午前・午後) 電話相談日 7 月 園庭・ひろば開放  

★３月誕生日会 カレンダー製作 8 火 電話相談日  

①親子ふれあいデー                電話相談日 9 水 電話相談日  

★ＺＯＯＭｄｅほいくの園（10：00～） ★ＺＯＯＭｄｅほいくの園（10：00～） 10 木 いっぱいあそぼ(1歳対象) ★ＺＯＯＭｄｅほいくの園（10：00～） 

②さんぽにいこう！ zoom@niko（10：30～）「季節の歌」 11 金 電話相談日  

園庭開放  12 土    

園庭開放・ホリデー保育  13 日  休館日 

⓪てがたあそび (午前・午後) 電話相談日 14 月 ZOOM＠SORA（10：30～）「おはなし なあに」  

★手作りおもちゃを作ろう(対象：０歳) zoom@niko（10：30～）「エプロンシアター」 15 火 電話相談日  

①てがたあそび 誕生日会 16 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) 17 木 いっぱいあそぼ(２歳対象)  

②てがたあそび              電話相談日 18 金 電話相談日 ★誕生日会（10：00～） 

園庭開放  19 土  休館日 

園庭開放・ホリデー保育  20 日   

園庭開放・ホリデー保育  21 月   

午前：あいあいさーくる 午後：フジグラン相談 午前：リトミック（２歳）/午後：フジグラン相談 22 火 誕生日会  

電話相談日 電話相談日 23 水 園庭・ひろば開放  

おでかけ保育(千田宝公園) 24 木 発育計測・シールあそび ★ママのおはなしタイム（10：00～） 

②サーキットあそび zoom@niko（10：30～）「お話し会」 25 金 電話相談日   

園庭開放  26 土   

園庭開放・ホリデー保育  27 日  休館日 

園庭開放 電話相談日 28 月 電話相談日  

園庭開放 電話相談日 29 火 電話相談日  

園庭開放 電話相談日 30 水 電話相談日  

園庭開放 電話相談日 31 木 電話相談日 環境整備の為休館（電話相談可） 

  

 

 

 

 

 

 

＜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 

●ひろば参加には予約が必要です  

１週間前から電話やメールで受け付けます 

（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 

梅のつぼみが咲き始めているのを見ると、春を感じます。春は出会いと別れの季

節ですね。入園や引っ越しをひかえ、新生活のスタートをきる人も多いと思います。   

まん延防止等重点措置が 6 日まで延長され、本当に心配な毎日を送っています

が、解除後子どもたちがのびのびと、思うように遊ぶ環境が保証されることを願っ

てやみません。少しずつ少しずつ・・できることから始めていきましょう。 

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 

 

 

2022 

３ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★は予約の講座です。 

＜いくたす 講座時間＞ 

 (午前)10:00～11:00 

 (午後)13:00～14:00 

＜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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
誕生月のお友だちには、ワッペ

ンのプレゼントがあるよ。 
 

 
ﾃｰﾏ｢出産は始めの一歩｣ 

（対象）マタニティママ 
第 2 子、第 3 子を出産予定のママ同

士で、きょうだいの子育てについて

語りませんか？ 

誕生月のお友だちには、ワッペ

ンのプレゼントがあるよ。 

 

ひろばは、引き続き 

予約制で行います。 

詳しくはホームページ

をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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。 
 

 

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 

「せんだの森」「いくたす」です。 

ふれあい遊びや手遊びをしましょう。 

 

 

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。 
 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜子育て最前線＞ 

ひろばのひとこま 

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。

子育てサポートステーションいくたす 
＜親の力をまなびあう学習プログラム＞ 

 

もうすぐ入園する親子が 3 組、

和気あいあいと話をしました。 

講座の感想を一部紹介します。 

★みんな悩んでいるんだな 

★同じ悩みを持っている人と話

が出来てよかった・・・ 

同じような思いの人が参加し、

情報共有ができるのが「親プロ」

講座です。 

です。 

いくたすでは、月に一度、外

部から講師を招いて「親の力を

まなびあう学習プログラム」の

講座を開いています。 

毎月、子育てに関わるテーマ

にそって話をすすめます。 

今月は、「もうすぐ幼稚園！」 

～期待と不安の中味とは？～ 

「ももんちゃん ぽっぽー」 

とよた かずひこ 

童心社 

 

ももんちゃんが、きんぎょさん、

さぼてんさんたちと、汽車ごっこを

しています。 

 

坂道下って、トンネル通って、進ん

でいきます。 

 

「ぽっぽー ぽっぽー」や 

「しゅっ しゅっ ぽっぽ」などの

繰り返しことばがたくさん出てき

ます。 

心地よいことばあそびを、たのしん

でみてくださいね♪ 

 

    （対象：0歳～） 

 

★新入園・進級までどう過ごしますか？★ 

春の兆しが感じられる 3 月。季節が変わり進級・新入園、 

引越しといった新たな環境への準備期間でもありますね。 

子どもにとって自分でできることが増えるのは、とても嬉し

いこと。環境面などの工夫をしながら成長のサポートをして

あげましょう。 

 

☆子どものものは、子どもの手が届く位置に 

   （自分で出し入れできると嬉しい！） 

☆踏み台を置く （手洗い・うがい・はみがき） 

☆衣服や持ち物は子どもが自分で扱いやすいものを 

食事・着脱・遊び・片付けなど、やりたいことや興味をも

つことはできるだけチャレンジさせてあげましょう。 

どうしたらできるようになるか、子どもが自力でできる

よう工夫をしてあげるとよいですね。 

＜そらひろばでのひとコマ＞ 

まん延防止等重点措置が発令され、 

ひろばを開放することは出来なくても、 

Ｚｏｏｍでみなさんにお会いすることが出来ました。 

画面越しに顔が映ると・・・ 

『ちぇんちぇ～ (せんせい) 』と 

大きな声で呼んで、大きく手を振ってくれる姿に 

ほっこりすると同時に、元気をたくさんもらいました！ 

会えなくても、離れていても、「繋がる心とこころ」の温

かさを感じたひとときでした。 

まねっこ だいすき！！ 
 子どもたちは、まねっこあそびが大好き。 

テレビのヒーローやアニメの真似をして、なりきってあそぶのは

もちろん、一番身近な存在の家族のまねっこも大好きです。 

日々の生活の中でも、きょうだいやお母さんのまねっこをした

り、お家の人がやっている事と同じようにやってみたりと、 

あそびの中でさまざまなことにトライしています。 

 まねっこという遊びの中で、自然と成長をしているのです！ 

やりたい！やってみたい！！を応援してね 
子どもたちが『やってみたい！』と言った時に、どのような声

かけをしていますか？ 頑張る力を応援して『やってごらん』と

声をかけておられる方も多いと思います。 

保護者からは、難しいことにトライする子どもを見かねて、もど

かしくて手をかしてしまうという声もききます。 

また、「そんなことをしたら、失敗するよ～」と結果を先回りして、

つい止めてしまうこともあるのではないでしょうか。 

 もちろん、危険なことをしようとした時には止めることは必要

です。でも、子どもがやってみようとしている気持ちはしっかり

と受け止め、「失敗してもいいじゃん！」という大きな気持ちで 

バックアップしてあげてください！！ 

なんでもできるもん！！ 

☆まずは、やってみたいことに挑戦 
 子どもが「○○をやってみたい」と言った時には、は

じめはひとりで挑戦させてみましょう。できなかったら

どうしたらできるかな？と考え、何度も挑戦してでき

る方法を工夫するようになります。 

 

☆できなくても、少し待ってあげよう 
 いろんな工夫をしても、どうしても出来ないこともあ

ります。そんな時には、涙が出たり、怒ったりと様々な

感情があふれます。 

ついつい手助けをしたくなりますが、少し待って！ 

その葛藤の中で気持ちを切り替えています！ 
 

☆一緒にやってみようね 
 自分でやりたいという気持ちと、出来ないという気持

ちの葛藤を繰り返す中で、『できん～』とヘルプを求めて

来ることもあると思います。 

その時こそ、『一緒にやってみようね』とそっと手助けを

してあげてください。 

 子どもがやってみたいと思ってトライした気持ちを

ほめて認めてあげることで、『やってみたらできた！』

『なんでもできるよ！』と自信につながります。 

おうちの人からのエールは子どもにとって、 

『魔法のことば』なんですよ☆ 


