
 

 

 

 

 

 

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 

★zoom＠YOU「入園準備どうする？」 電話相談日 1 火 zoom@SORA（10：30～）「おはなしなあに」  

➀ふれあいデー 電話相談日 2 水 電話相談日  

おでかけ保育（千田宝公園）  3 木 電話相談日  

②ふれあいデー zoom@NIKO（10：30～）鬼の制作 4 金 zoom@SORA（10：30～）「つくってあそぼ」  

園庭開放  5 土  休館日 

園庭開放・ホリデー保育  6 日   

⓪ふれあいデー（午前・午後） 電話相談日 7 月 zoom@SORA（10：30～）「うたってあそぼ」  

★zoom＠YOU「2月誕生日会」 zoom@NIKO（10：30～）季節の歌 8 火 電話相談日  

➀てがたあそび 電話相談日 9 水 電話相談日  

おでかけ保育（千田宝公園） 10 木 zoom@SORA（10：30～）「おどってあそぼ」  

園庭開放・ホリデー保育  11 金   

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」 ★zoom＠IKTS 「０歳さん」10：00～ 

★「ひなかざりづくり」  15 火 電話相談日  

➀発育計測 電話相談日 16 水 電話相談日  

★ＺＯＯＭｄｅほいくの園（10：00～） ★ＺＯＯＭｄｅほいくの園（10：00～） 17 木 ★ＺＯＯＭｄｅほいくの園（10：00～） ★ＺＯＯＭｄｅほいくの園（10：00～） 

②てがたあそび  18 金 zoom@SORA（10：30～）「うたってあそぼ」  

園庭開放  19 土  休館日 

園庭開放・ホリデー保育  20 日   

⓪発育計測（午前・午後） カレンダー製作 21 月 電話相談日  

午前：あいあいさーくる/ 午後：フジグラン相談 午前：誕生日会/午後：フジグラン相談 22 火 ベビーとママのバランスあそび(0歳対象)  

園庭開放・ホリデー保育  23 水   

おでかけ保育（千田宝公園） 24 木 誕生日会 ★ママのおはなしタイム(10：00～) 

②発育計測 電話相談日 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 

⓪ふれあいデー（午前・午後） 電話相談日 28 月 発育計測・シールあそび ★誕生日会 

  

 

 

 

 

 

 

 

＜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 

保育をしています 

＜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 

寒い日が続いています。雪がチラチラ降る日もありますね。広島県は瀬戸内の温

暖な気候のためか、雪を見ることが少ない地域ですが、実際に見て触れる体験は子

どもたちの情緒を育てる大切な機会となります。 

コロナ禍で、なかなか先が見えず不安になることもありますが、子どもたちの笑顔

から元気や勇気をもらいたいですね。 

広島県にはまん延防止等重点措置が発令中です。心配はつきませんが、外出は感

染対策をしっかりしたうえで最低限にし、大切な子どもを守っていきましょう。 

 

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 

2 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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。 

 

 

 

 

 

 
  

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひろばは予約制で人

数制限・時間短縮を

しています。詳しく

はホームページで。 

 

 

 

 

 

 

 

園庭を開放します。子

育て相談は随時対応し

ていますので、お気軽

にお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 
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｢もうすぐ幼稚園｣ 

（対象）4月から幼稚園入園 

子どもとママ 
4月からの幼稚園入園。とても楽しみ

でもあり、心配でもあり。いろいろな

気持ちをママ同士共有しましょう。 

 

オンラインアプリ ZOOM を使った講座

です。親子のふれあいあそびやおはな

しを予定しています。 

 

 

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。 

今月は｢春を待つ会」です。先生からの 

メッセージがあるよ。 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬の3大感染症 
 

 

＜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。

冬に流行する 

感染症って？ 

せんにしの丘 
<ゆうゆうひろば> 

 

 

「かぜひいちゃった」 

いもと ようこ/作・絵 
 

(金の星社) 

 

カゼで寝ているうさぎちゃん

はいいな・・ 

ママに甘えられるから！ 

 

こねこちゃんも、うさぎちゃんの

まねをして、わざとカゼをひきま

した。 

ところが、どんどんぐあいが悪く

なって・・つらくて・・・ 

 

風邪をひかないように、いもとよ

うこさんのあったかい絵で、心を

あたためてください。 

 

（対象：2歳以上） 

＜にこにこひろばでのひとコマ＞ 

 よくひろばにあそびに来ているＡちゃん。 

母「食べムラがあるのよね～」 

気になる我が子の姿ですが、なんと！！ 

大好きなお兄ちゃんがそばにいる時は 

しっかり食べてくれるのだとか。 

ひろばではお友だちの近くに行っては 

じーっと見つめてにっこり♪ 

誰かが一緒にいてくれると なんだかチカラが湧いてく

るのでしょうね♡ 

 

男の子 女の子 意識しますか？ 
 私たちの生活の中で、子どもが選ぶ色や遊びによって「男な

んだから」「女の子らしくして」ということはないでしょうか。 

最近「ジェンダー」と言う言葉を聞く機会が増えてきました。 

子どもの周りにも男女を意識したものがあふれているのも事

実です。そして私たちの意識の中に「男の子」と「女の子」の

「らしさ」を気にしているのも事実ではないでしょうか。 

 

例えば、ランドセル。最近はかなりカラフルになっていろい

ろ選ぶ楽しさがありますが、ピンクは女の子という感覚はある

ように思います。反対に赤色は戦隊もののヒーローの色だから

と、男の子が赤色のものを選ぶと「男の子なのに・・」と思っ

てしまうなぁ・・と、ふと気が付きます。 

では、それはいけないことなのでしょうか・・ 

 

男も女も関係なく、自身の好きな物や事を尊重し、安心し

て「自分らしく生きる」ことを、大切にできる環境 

           

 

「ジェンダーレス」 

 

 

 

男女問わず 大人も子どもも 

 「自分らしく」 

どんなことでジェンダーを意識しやすいですか？ 
（子どものあそび） 

○くるま  ○にんぎょう ○ままごと遊び ○ボール 

○ロボット ○ブロック   その他いろいろ・・ 

（その他） 

○洋服  ○持ち物  ○キャラクター  ○好きな色 

 

性別にとらわれているのは子どもではなく大人かも 

 

｢ZOOMde ほいくの園｣のクリ

スマス会では、アンパンマンが登

場してびっくり！涙がでちゃった

お友達もいましたが、一緒に踊っ

たり写真を撮ったり楽しく過ごし

ましたよ。 

なかなかお出かけ出来ない日々

が続きますが、オンラインを利用

した子育て講座も実施しますの

で、チェックしてくださいね。 

 

 

今年度は感染対策～ZOOM での

講座が多くなりました。 

せんにしの丘は自園での支援と同

時に子育て支援グループ｢ほいくの

園」としても活動をしています。 

先日の｢ZOOMde ほいくの園｣は

他の園のお友だちと ZOOM でつな

がり、大きなテレビに手を振る子ど

ももいて、いつものひろばとは違う

雰囲気を味わいました。 

 

周りのおとなが、男女のそれぞれの特性を理解し柔軟

な考えで、子どもの興味・関心を受け止めていきたいも

のです。そうすることで、子どもたちの世界も広がって

いくのではないでしょうか。 
 

子どもたちには、自分らしく好きなことを思い切り

日々楽しんで、過ごしていける世の中を意識して作って

いくことで、それは大人にとっても、きっととても生き

やすい環境なのだと思います。 

そして、未来を担う子どもたちには「自分らしく」生

き、「その人らしさ」をたくさん見つけられる人になって

ほしいな・・と思います。 

 

 

●インフルエンザ⇒高熱38℃以上・頭痛・倦怠感 

●ノロウイルス⇒吐き気・嘔吐・下痢・腹痛 

●ＲＳウイルス⇒鼻水・咳・ゼーゼー 

※感染経路は≪飛沫感染≫≪接触感染≫です！ 

≪感染症予防の基本≫●マスク ●手洗い ●消毒 

子どもたちにも手洗いの大切さを知らせ感染予防！ 

 


