
 

 

 

 

 

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 

園庭開放・ホリデー保育  1 土  臨時休館日 

園庭開放・ホリデー保育  2 日  臨時休館日 

園庭開放  3 月  1月 4 日(火)より開館します 

園庭開放  4 火   

園庭開放 電話相談日 5 水    

おでかけ保育（千田宝公園） 6 木 園庭・ひろば開放  

②お正月あそび 給食体験①・発育計測 7 金 電話相談日  

園庭開放  8 土  休館日 

園庭開放・ホリデー保育  9 日   

園庭開放・ホリデー保育  10 月   

★親子で体操！（０歳対象） 給食体験②・発育計測 11 火 ふれあいあそび(2歳対象)  

①親子ふれあいデー 電話相談日 12 水 つくってあそぼ！   

★ZOOM＠YOU「おはなしはじまるよ」 おでかけ保育（千田宝公園） 13 木 給食体験① ★２歳さんあつまれ（10：00～） 

②親子ふれあいデー カレンダー製作（0歳） 14 金 電話相談日  

園庭開放  15 土  ★パパと遊ぼう(10：00～)対象:0歳 

園庭開放・ホリデー保育  16 日  休館日 

⓪てがたあそび(午前・午後) 電話相談日 17 月 ふれあいあそび(1歳対象)  

★1月誕生日会 リトミック（2歳） 18 火 園庭・ひろば開放  

①てがたあそび 給食体験③・発育計測 19 水 電話相談日 ★０歳さんあつまれ（10：00～） 

おでかけ保育（千田宝公園） ＺＯＯＭｄｅほいくの園（11：00～） 20 木 電話相談日 ★ＺＯＯＭｄｅほいくの園（11：00～）) 

②てがたあそび 電話相談日 21 金 給食体験②  

園庭開放  22 土  休館日 

園庭開放・ホリデー保育  23 日   

⓪つくってあそぼ！（午前・午後） カレンダー製作（１・２歳） 24 月 ZOOM＠SORA（10：30～）「うたっておどって あそぼ」 ★誕生日会(10：00～) 

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 25 火 発育計測・シールあそび   

①つくってあそぼ！ 誕生日会 26 水 ベビーとママのバランス遊び(0歳対象)  

おでかけ保育（千田宝公園） 27 木 誕生日会 ★ママのおはなしタイム(10：00～) 

②つくってあそぼ！ 電話相談日 28 金 電話相談日  

園庭開放  29 土   

園庭開放・ホリデー保育  30 日  休館日 

⓪親子ふれあいデー（午前・午後） 電話相談日 31 月 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 

新しい年を迎えました。2022 年はどんな年にしたいですか。「おじいちゃん、お

ばあちゃんにたくさん会えますように」「元気に過ごせますように」「お友達と仲良く

遊べますように」・・今まであたりまえに思っていた日常が、どんなに大切なこと 

かを実感せずにはいられません。みなさんにとって、楽しい一年となりますように。

昌和福祉会の子育て支援センター4 施設一同、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

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 

1 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

ﾃｰﾏ｢ほめて”楽”に子育て｣ 

（対 象）１歳以上 
毎日困った！悩む！の連続。楽な子育

てを目指してみませんか 

 
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 回目からのご利用となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。

2歳過ぎから どのように伸びていくの？ 
 

 
朝、七草がゆを食べて、今年 1 年の無病息災を祈り 

お正月の疲れた胃腸を休めましょう。春の七草には、 

体の疲れをいたわる薬草の効果もありますよ。 
 

春の七草とは・・ 
 

＜いくたすのひとコマ＞ 

一時預かりにやってきた A ちゃん。 

ママにしがみついて 下をむいて・・ 

何だか、気が進まないのかな・・ 

「こんにちは！元気ですか？」と先生 

少し涙目ではあるけど 靴もぬいでお部屋に入って・・  

でもでも・・それからはすっかり元気になりました 

楽しく遊びはじめてひとこと 

A ちゃん「ママがおむかえくるまで がんばる！」 

なんとかわいらしい!(^^)!がんばる力 育っています 

 

   みゆき 

<そらひろば> 
 先日、そらひろばでは、クリ

スマスツリーのオーナメント

作りをしました。 

指先を使って、小さなシール

をペッタン。 

上手にできました！ 

 

雪の中を走るトナカイさんと

サンタさん。 

もうすぐみんなのもとへ、 

プレゼント届けに行くよ～！ 

メリークリスマス！！ 
 

 

上手に使うってどういうこと？ 

 

「ぼうしかぶって」 

三浦 太郎/作・絵 

 

(童心社) 

 

野菜の「へた」を帽子に 

にたてた愉快な絵本です。 

なすの父さんは「たたたたた」

パイナップルの兄さんは 

「どどどどど」 

くりかえし言葉が耳に心地よ

く響きます 

 

赤ちゃんの目をみながら読ん

であげればきっと大喜び！ 

リズムにのって一緒に楽しん

でみてはいかがでしょうか 
 

（対象：0・1歳～） 

デジタル時代の子育て どう考える？ 

習 慣・・毎日の生活の中で繰り返す行動が「習慣」と 

なって身につきます。 

成 長・・身長や体重だけでなく、未発達で生まれた部分 

もぐんぐん成長する重要な時期です。 

発 達・・能力や機能など人間らしい言動の基礎となり 

発達が促されていきます。 

可能性・・どんなことにも興味・関心を持つ、無限大の 

可能性を秘めている時期 

 

（おうちの人からの意見） 

●「時計のハリがここまできたら」と時間をきめて 

終わる約束をして使わせている。 

●スマホの使用は、必ず親と一緒の時と決めている 

●｢我が家のルール｣を決めて、それを親も子も守って 

使っている。 

 

 
 

 

 

Ｑ，夕食の支度中に子どもが近くに来ると危ないので 

  スマホの動画を見せてしまうけどいいのかな・・ 

Ａ，おもちゃで遊びながら会話で繋げてみるのもいいね 

  動画についての話をするのもいいかもね・・ 

 

Ｑ 外食に出掛けると騒いだりするのが心配！ 

Ａ，お絵かきや絵本など、スマホ以外の子どもが好きな

ものを持って出かけるのも一つの方法ね 

 

ぐんぐん成長するこの時期だから、興味のある動植物の動き

を動画でチェックするのもいいね！ゾウやサル、恐竜だってリ

アルに見て感じることができますよね。 

『学ぶことの楽しさ』が体験でき、「ならでは」の教育です。 

幼児期のスマホの使用について悩まれる方も多いですが、 

一日の生活の中にバランスよく取り入れ、小さいうちからルー

ルやマナーを伝えながら使うと、とてもいいアイテムです。 

新しい子どもとのコミュニケーション手段として、上手に 

生かしていきましょうね♪ 

 

 

★1 月 7 日は、七草粥を食べよう★ 

 

現代は、情報収集の方法として、私たち大人にはインターネ

ットや SNS がなくてはならない時代となりました。それを見

て育っている子どもたちにとっても、デジタル機器があるのが

あたりまえとなっています。でも、それを子どもが利用するこ

とには戸惑いがあるのも事実です。 

子どもたちには大きく成長するまでに、どのように利用した

らよいのかを大人が知らせていくことが大切だと思います。 

では、デジタル時代における子育てをどのようにかんがえた

らよいのか、一緒に考えてみましょう。 

 

 
 

 

 

 

せ り：競り（せり）勝つ 

なずな：なでて汚れを取り除く 

ごぎょう：仏の体 

はこべら：繁盛がはびこる 

ほとけのざ：仏の安座 

すずな：神を呼ぶための鈴 

すずしろ：汚れのない清白 
 


