
 

 

 

 

 

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 金 電話相談日 電話相談日 

園庭開放  2 土   休館日 

園庭開放  3 日   

園庭開放 電話相談日 4 月 電話相談日  

園庭開放 電話相談日 5 火 電話相談日  

園庭開放                電話相談日 6 水 電話相談日  

おでかけ保育(千田宝公園) 7 木 電話相談日  

②さんぽ 「春をみつけよう！」 園庭・砂場あそび 8 金 園庭・ひろば開放  

園庭開放  9 土   

園庭開放・ホリデー保育  10 日  休館日 

⓪てがたあそび (午前・午後) 電話相談日 11 月 ZOOM＠ＳＯＲＡ（10：30～）「おはなしなあに」  

★4月誕生日会          カレンダー製作 12 火 電話相談日   

①てがたあそび 園庭・砂場あそび 13 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) 14 木 電話相談日  

②てがたあそび 電話相談日 15 金 カレンダー制作  

園庭開放  16 土  休館日 

園庭開放・ホリデー保育  17 日   

⓪親子ふれあいデー (午前・午後) 電話相談日 18 月 電話相談日  

★製作 「こいのぼりをつくろう！」 リトミック（０歳） 19 火 いっぱいあそぼ(１・２歳対象)  

①親子ふれあいデー 電話相談日 20 水 電話相談日 ★誕生日会（10：00～） 

おでかけ保育(千田宝公園) 21 木 誕生日会 ★ZOOMｄeほいくの園（10：00～） 

②発育計測 ｚｏｏｍ＠ｎｉｋｏ(10：30～)｢おはなしなぁに｣ 22 金 園庭・ひろば開放  

園庭開放  23 土   

園庭開放・ホリデー保育  24 日  休館日 

⓪発育計測  (午前・午後) 電話相談日 25 月 発育計測・シールあそび   

午前：あいあいさーくる 午後：フジグラン相談 誕生日会 26 火 電話相談日  

①発育計測 発育計測・園庭あそび 27 水 カレンダー制作  

おでかけ保育(千田宝公園) 28 木 ZOOM＠ＳＯＲＡ（10：30～）「うたっておどってあそぼ」 ★ママのおはなしタイム（10：00～） 

園庭開放・ホリデー保育  29 金   

園庭開放  30 土  休館日 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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 

●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 

 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 

＜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 

暖かくなってきました。先日、芦田川の斜面でひょっこりとつくしが顔をのぞか

せていました。まさに春の到来ですね！ 

4 月から入園や引っ越し等で新生活をスタートさせる親子もいると思います。期

待の中に不安がいりまじりますね。そんな時は支援センターにお立ち寄りくださ

い。ゆっくりと話をしましょうね。 

 寒暖差によって体調が崩れないよう、休息をとって元気に過ごしましょう。 

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7054-4 

 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 

４ 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～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾃｰﾏ｢      ｣ 

（対象） 
第 2 

 

ひろばでは、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。 

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、今月はありません。 

再開次第おしらせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
誕生月のお友だちには、ワッペ

ンのプレゼントがあるよ。 

 

 

 

 

 

 

 

誕生月のお友だちには、ワッペ

ンのプレゼントがあるよ。 

 

 
ひろば参加予約時間を 1週間前

の 9時～13時の間までとさせ

ていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 
ひろば参加予約時間を 1週間前

の 9時～13時の間までとさせ

ていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 
給食体験は、今月はありません。 

再開次第おしらせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾃｰﾏ「私の時間 子どもの時間」 

     対象：0歳 
なかなか自分の時間がもてないのが

悩みのたね。毎日、どう過ごしている

かみんなではなしてみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

いくたすは、新型コロナ感染防止のため 

下記の時間を一旦休館しています。 

 ●12：00～13：00 
※環境の一斉消毒と換気の為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
子育て支援グループ「ほいくの園」の

ZOOM を使った「おでかけ保育」です。

家庭からと、いくたすのひろばから参

加できますよ。 

ふれあい遊びや手遊びをしましょう。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜心配に思うことは何？＞ 

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。

 

 

 

「おひさま あはは」 

前川かずお：作 

 

(こぐま社) 

 

 

待ちに待ったあたたかい春が 

やってきます！ 

『おひさま あはは』とニコニコ 

笑顔でみんなを照らしてくれる 

おひさま。 

おひさまが笑うと、花も木も小鳥 

たちも一緒に『あはは～っ』 

笑顔がたくさん増えていきます。 

 

 絵本の色合いも、あたたかい黄色

が主な色になっているので、読んで

いると心もウキウキしてきます！ 

 

（対象：1・2歳） 

 

小児の新型コロナワクチン接種について 
（5 歳から 11 歳のお子様へ） 

 

○副反応（熱・咳・だるさ・息苦しさ・頭痛・・・） 

○今後の成長への影響 

＜ゆうゆうひろばのひとコマ＞ 

2 歳ひろばのお友だちと 

園をとびだして、公園で遊びました。 

お散歩グッズの小さなカバンをぶらさげて出発！ 

子ども「どんぐりだよ～」 

指でつまんでは次々とカバンの中に。 

のぞいてみると…小石がいっぱい！ 

春のいいものも、これからいっぱい見つけられると

いいね！ 

 

○子どもの「しつけ」 どうしてる？ 

子どもたちが社会で生活をしていくうえで必要なルール

を知らせていくことです。「赤ちゃんはなにもわからないよ」

小さな赤ちゃんだって、大人の顔を見て「察する」ことはで

きます。危険なことや嫌な気持ちになる事は、繰り返し伝え

れば理解をする時が必ずきます。だからできるだけ子どもに

わかりやすいことばを選びましょう。 

☆「～しようね」 
 「否定しない」ことが大切。やってはいけない理由が

納得できるように、わかりやすい言葉で「～しようね」

と提案をしてみましょう。 
 

☆「～するとうれしいな」 
 具体的にやってほしい行動や内容を伝えましょう。 

  例「（投げちゃう！）おててにちょうだい！☺」 
 

☆できたことをしっかりほめてあげましょう 
できたことを認められると、できなかったことが変化

します。嬉しい気持ちが「育つ力」になります。 
 

☆言い過ぎたかな・・・素直に「ごめん！」 
 親だって間違えます。間違いを素直に認め、親のその

ままの姿を見せましょう。 
 

☆こんな時は叱ろう！ 

危険なことや相手が嫌な思いをする行動には、なぜダ

メなのかをわかりやすいことばで伝えましょう。 
  

  

 

大人のワクチン接種はすすんでいますが、接種に対しては様々な考え

の人がいます。特に子どもの接種については感染症予防の効果と副反

応のリスクの双方について、正しい知識を持ったうえで、子どもを含

めて、家族でよく話し合うことが大切だと思います。 

 

＜子育て最前線＞ 

子どもが成長すると同時に、親としていろいろなことを教

えなければ・・親になると責任を大きく感じるものです。 

では、何をどうやって伝える？いつからはじめる？と、つい

深く考えてしまいがちですよね。 

○同じことでもくり返しくり返し・・ 
いっぱいほめたほうが伝わりやすい子もいれば、遊びの中

で自然と身につく子もいます。子ども一人ひとりに合った方

法があります。その子にあった方法を見つけてあげてくださ

い。子育ては「根気と体力」です。 

怖がらせても、何も伝わりませんよ・・ 

○「しつけ」ってどうすること？ 

せんだの森 

<にこにこひろば> 
  毎日あたたかく、心がはずみま

すね♪ 

せんだの森の園庭には、滑り台・

うんてい・吊り輪があります！ 

 遊具が新しくなり、せんだの森

は園のお友だちの元気な声が響

いています。 

お花も色とりどり咲いており、 

春を身近で感じられますよ♪ 

 

先日、千田宝公園へおでかけ

保育に行きました。砂場で型抜

きをしたり、フープを使ってジ

ャンプをしたりして楽しく過ご

しました。園でも園外でも、子

どもたちの周りは春がいっぱい 

４月のにこにこひろばの参加

お待ちしてますね♪好きな遊

び、一緒に楽しもうね！ 

1 度や 2 度言っても、すぐにできるようになるものでは

ありません。カッとなってしまいそうになる事もあるで

しょうが、子どもがいつも『自分を温かく見守ってくれ

る』と感じることができるようゆったりと構え、根気強

く繰り返し話して聞かせてくださいね。 

ゆったりとのんびりと構えよう 

☆受けるメリットは？ 

○発症を防ぐ、重症化を防ぐ 

○学校や習い事でのクラスターを減らす 

○家庭内の感染リスクを下げる 

子どもだけで接種するかどうかを判断することはできません。 

しかし、子ども自身が考え、意思を伝えることができる家族関係を作

ることも大切です。すこやかな毎日を送るために、子ども自身が適切

な選択に関われるように、日頃から様々な話をしていきたいですね。 

 


