
にこにこひろば(せんだの森） いくたす

1 金 ２歳児
以上 ♡親子ふれあいデー(てがたあそび) 電話相談日（お休み） 1 金

2 土 園庭開放 休館日 2 土

3 日 園庭開放・ホリデー保育 3 日

4 月 ０歳児 ♡親子ふれあいデー(てがたあそび) お散歩に行こう・給食体験① 4 月

5 火 ★講座「手作りおもちゃ」 電話相談日（お休み） 5 火

6 水 １歳児 パラバルーンあそび 電話相談日（お休み） 6 水

7 木 ★0歳さんあつまれ(午後) 7 木

8 金 ２歳児
以上 パラバルーンあそび 赤ちゃん広場　「離乳食講座」 8 金

9 土 園庭開放 9 土

10 日 園庭開放・ホリデー保育 休館日 10 日

11 月 ０歳児 パラバルーンあそび 電話相談日（お休み） ★誕生日会(午前) 11 月

12 火 ★講座「ベビーマッサージ」 消しゴムはんこを作ろう（８組まで） 12 火

13 水 １歳児 ♡親子ふれあいデー(ほんわかタイム) お散歩に行こう・給食体験② 13 水

14 木 14 木

15 金 ２歳児
以上

♡親子ふれあいデー(ほんわかタイム)/おもちゃサロン 電話相談日（お休み） 15 金

16 土 園庭開放 休館日 16 土

17 日 園庭開放・ホリデー保育 17 日

18 月 園庭開放・ホリデー保育 ★パパと遊ぼう(午前) 18 月

19 火 ★講座「誕生日会＆簡単クッキング」 給食体験③・発育計測 ★1歳さんあつまれ(午前・午後) 19 火

20 水 １歳児 おえかきあそび 簡単おやつ　「カップで蒸しパン」 20 水

21 木 ★発育相談(保健師)※13:45～15:00 21 木

22 金 ２歳児
以上 おえかきあそび 電話相談日（お休み） ◎１４時まで開館します。 22 金

23 土 園庭開放・ホリデー保育 23 土

24 日 園庭開放・ホリデー保育 休館日 24 日

25 月 ０歳児 <午前>親子3Ｂ体操/<午後>うたあそび 電話相談日（お休み） ★0歳さんあつまれ(午前・午後) 25 月

26 火 あい愛さーくる・おでかけ相談（フジグラン） 午前：電話相談日・午後：おでかけ相談（フジグラン） 26 火

27 水 １歳児 ♡親子ふれあいデー(ほんわかタイム) カレンダーを作ろう（10月） 27 水

28 木 ★ママのおはなしタイム 10:30～11:30 28 木

29 金 ２歳児
以上 ♡親子ふれあいデー(ほんわかタイム) 誕生日会（園行事に参加） ★先輩ママ！幼稚園について教えて（午前） 29 金

30 土 園庭開放 休館日 30 土

せんにしひろば（せんにしの丘）

おでかけ保育　千田宝公園(１０：３０～１２：００）

おでかけ保育　千田宝公園(１０：３０～１２：００）

おでかけ保育　千田宝公園(１０：３０～１２：００）

ほいくの園　おでかけ保育（イトーヨーカドー　１階エントランスホール）　※詳しい時間は裏面

暑い毎日が続いています。年々高温になり、小さなお子様を育

てていくには厳しい環境となっています。子育ては家族みんなが

元気でいることが大切です。おいしいものや食べたいものを食べ、

満足で幸せな気持ちでいることが、子どもにとって一番の栄養で

す。体調管理をしっかりして、楽しい毎日でありますように・・

社会福祉法人 昌和福祉会

＜いくたす＞

－イト―ヨーカドー 2階－

●開館時間10:00～16:00

●★印は予約制の講座です。予約は

1週間前から電話で受付けます

(受付時間：9:30～16:00)

●｢ほいくの園｣おでかけ保育の日は

1階ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙで活動します。

＜にこにこひろば＞

－せんだの森－

●毎週月～金曜 9:00～14:00

●毎回8～12組までの予約制です

①参加日時 ②子どもの名前

③保護者氏名 ④電話番号(携帯)

記入の上、メール予約ください。

E-Mail：niko2@urban.ne.jp

＜せんにしひろば＞

－せんにしの丘－

●毎週月～金曜 9:00～16:00

●♡は親子ふれあいデー(開放日)です。

お子様のペースで遊んでください。

●★は予約が必要な講座です。

●木曜日は地域の公園で｢おでかけ保育｣を

しています。

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 (イトーヨーカドー福山店2階 北）

TEL：（084）931-6606 e-mail：ikutas@urban.ne.jp

せんだの森
福山市千田町3-16-2

TEL：（084）955-0078

e-mail：niko2@urban.ne.jp

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

e-mail：fureai@ho19.jp

認定

こども園

秋は虫たちの楽しいうたが聞ける

季節です。いろいろな鳴き声のたく

さんの虫友だちと出会えます。

ちょっと長いおはなしですが、き

れいな絵と、仕掛けから聞こえる、

すてきな虫の歌声を楽しんでみてく

ださい。

いくたす
「ママも私も こんにちは！」

エリック カール作

くどう なおこ訳

＜いくたす 講座時間＞

(午前)10：30～11：10
(午後)13：30～14：10

ﾃｰﾏ「出産は始めの一歩」（ﾏﾀﾆﾃｨﾏﾏ対象）

２人目、３人目の出産を控え、出産後の生

活をみんなで想像して話をしてみましょう。

０歳講座の参加は、7・25日のどちらかを

選んでください。動きやすいパンツスタイ

ルでお願いします。

偕成社

～９月９日は 救急の日～
小さな子どもは、急に発熱をしたり、機嫌が悪くてなぜ泣いているの

か、わからないこともよくあります。病院に行くべき？このままでも大丈

夫？迷ったときにどうしますか？相談できる人を見つけておきましょう。

○夜の急な発熱。機嫌はいいけど・・

→水分が取れれば次の日にかかりつけでもよいと思います。

○お腹痛いの？息が苦しそう！！

→＃8000で相談。呼吸が乱れていれば救急車！

「給食体験」の予約は、新規の方は担

当者がお話をさせていただき、２回目

からのご利用です。

離乳食の試食ができます。食に関する相

談もお受けいたします（６組限定）

＊予約期間：11日(月)～19日(火)まで

＊メールで予約をお願いします。

お誕生日プレゼントがあります。



　　　　　　

大門未来園（943-9355）
●子育てサークルの日

・9月6日 (水 )「クッキング (月見団子づくり )」
予約は要りません。エプロン・三角巾を持って来て
ください（保護者の方も）
クッキングの後はみんなで食べます。※実費：1家庭15 0円

・9月20日 (水 )「クラスあそび」（給食有）
・0歳児…ビニールプール ・1歳児…手作りおもちゃ
・2歳児…米粉粘土

給食の予約期間は9/6(水 )～8日 (金 )です。※実費：１人15 0円
申し込みは電話予約とし、先着2 0組家族のみとさせていただきます
また、ご家庭で使っておられるお子様の食事セット(スプーン・箸・
フォーク・エプロン )とおしぼりの用意が出来れば持って来て下さい。
保護者の方は箸を持って来て下さい。
アレルギー・離乳食の方は、お子さまに応じて園で対応しています
ので、予約受付時にお伝えくださいね。

🌼毎週水曜日 9 :30～12 :30 まで支援室を開放しています。
詳しくはホームページを見て下さい♪

たじりこども園（956-0811）
●げんきっこサークル

・9月12日(火)  10:00～11:00 (要予約)

「ベビー＆キッズマッサージ」
専門の講師と一緒にリラックスしましょう。

ママ向けの足裏マッサージも教えてくださいます。

バスタオルをご持参ください。

・9月26日(火) 10:00～11:00 (要予約)

「発育計測」おおきくなったかな？

「かざぐるまをつくろう！！」
かざぐるまを作ってあそんでみましょう。

クルクルまわるかな～～❤

★参加の際には、事前に予約のお電話をいただきますよう

よろしくお願いいたします。

ギラギラ照り付ける太陽と、にぎやかな蝉の声。残暑厳しい日が続き

ます。日中だけでなく、夜も寝苦しいため、ぐっすりと眠れず夏バテ気

味ではありませんか。夏バテに負けないためには、肉・魚・緑黄色野菜

など、バランスの良い食事を心がけてくださいね。食事の時に、牛乳や

スープを飲むことも水分補給の方法のひとつになるのでお勧めです。清

涼飲料水は必要最低限にし、麦茶やお茶などをのむようにしましょうね。

「ほいくの園」グループのおでかけ保育は、大型商業施設イトーヨー

カドー福山店で行っています。室内なので、暑さを気にせず安心して遊

べますよ。どうぞ、お気軽におこしください。

福山あゆみこども園（947-7281）
●こども園体験 10:00～11:00

・9月 1日(金) 「どろんこあそび」
汚れても良い服で来てください。

着替えと帽子、お茶を忘れずに持って来てね！

・9月15日(金) 「スライムあそび」

・9月22日(金) 「誕生会に参加しよう」（要予約）
●親子サークル 10:00～11:00

・9月 ８日(金) 「リズムあそび・小麦粉粘土であそぼう」
参加される方は、９月６日(水)までに申し込みをお願いします。

●こども園体験 ９月30日(土) 「秋まつりに参加しよう」
こども園の行事に参加しませんか？（要予約）
参加される方は、９月15日(金)までに申し込みをお願いします。

※自家用車で参加される方は、駐車場の予約をお願いします。
※問い合わせ、予約は13:00～15:00の間にお願いします。

ののはまこどもえん（941-6076）
●ふれあいクラブ

・9月14日(木) 10:00～12:00 （雨天：こどもえん）

「ののはまこどもえんでの園庭開放と発育測定」

・9月22日(金) 10:00～11:30  （雨天：みんなのもり）

「アンパンマン園庭で遊びましょう」

★上記以外の日は。子育て支援施設「みんなのもり」で、ふれあいクラブを
行なっていますので、遊びに来てくださいね(専用駐車場もあります）

★毎週月～水曜日 9:45～14:45  ★毎週木・金曜日 9:45～12:00

◎下記の日は予約が必要です。その他の日は自由に遊びに来てください。
・ 9月6日(水) （10:00頃～ エプロン・材料費が必要です）

「クッキングをしましょう」
・ 9月25日(月) （10:30頃～ 材料費が必要です。）

「アロマ体験」ハンドクリームを作ります。
・ 9月27日(水) （10:30頃～ 1時間ぐらいです。）

「3B体操」

草戸保育所（921-1561）
●草戸にこにこ広場

・9月 5日(火) 10:00～11:30 ＜雨天中止＞
「園庭開放」

ご自由に園庭の遊具で遊んでください。
※帽子・タオル・水筒等各自で持参してください。

・9月 8日(金) 9:45～10:45
「製作あそびをしよう！！」※要予約 7名様まで

室内であそんだり 製作をしましょう！

・9月27日(水) 9:45～10:45 ＜受付:9:35～＞
「誕生日会に参加しよう」※要予約 5名様まで

9月生まれのおともだちの誕生日会をします。
参加対象は、9月生まれのお友だちです。
誕生児は手型を取り発育計測をしますので早めにおこしください。

※予約の電話は、13:00～15:00の間にお願いします。

明浄保育園（927-3052）
●めいじょうフレンドくらぶ

・8月31日(木) 10:00～11:00 (要予約)

「水遊びをしよう」

夏ならではの遊びを一緒に楽しもう。

・9月30日(土) 9:00～12:00 (要予約)

「運動会」

未就園児さんは、11:30頃「おみやげなぁに」という競技が

あります！その時間だけの参加でもＯＫです。

是非、ご参加ください♪

※水分補給のため、水筒を持参してください。

大津野こども園（943-6030）
●アップルクラブ

毎週月～水曜日、運動場・支援室を開放しています。

月曜日は8:30～13:30まで、火曜日・水曜日は9:00～14:00までです。

活動は10:30から行います。園行事等で変更する時があります。

＜午前中は完全予約制です。電話でのご予約をお願いします＞

12:00～の参加は予約がいりません。午後からですが遊びに来てください。

・9月 7日(木) 10:30～(要予約)

「飛び出すカードづくり」

おじいちゃん、おばあちゃんへのプレゼントを一緒に作り

ませんか。横向きの写真(Ｌ版)を一枚持ってきてくださいね

・9月12日(火) 10:30～(要予約)

「製作をしましょう」

紙を丸めて、美味しそうなブドウを作りましょう。

９月１日は 防災の日！

突然の豪雨での被害が各地で起こって

いますが、みなさんは「もしも」の時の

備えはしていますか？

先日は、ミサイル発射に備えた情報伝

達訓練も行われました。不安はあります

が、子どもたちの未来は、安心・安全で

あり平和であるよう祈らずにはおられま

せん。

自然災害はいつ来るかわかりません。

自宅周辺の緊急避難場所を確認し、背の

高い避難できそうな頑丈な建物の場所を

知っておきましょう。また、非常時に備

え防災用品を確認しておきましょう。

ところ：フジグラン 神辺店
２Ｆキッズパーク

日にち：9月 26日(火)
時 間：13:30～15:00

●子育てに関する悩みや疑問、成長の

喜びなど、みんなで一緒に話し合う

「ひろば」です。

●個別相談にて対応もできます。電話

でご予約ください。

予約ＴＥＬ： 084-955-5070

（せんにしの丘）

→＃8000で相談。呼吸が乱れていれば救急車！


