
にこにこひろば(せんだの森） いくたす

1 木 1 木

2 金 ２歳児
以上 ♡親子ふれあいデー(ほんわかタイム) 春を待つ会（園行事に参加） 豆まきあそび(自由に鬼に豆まきしてね） 2 金

3 土 園庭開放 休館日 3 土

4 日 園庭開放・ホリデー保育 4 日

5 月 ０歳児 ♡親子ふれあいデー(ほんわかタイム) 赤ちゃん広場（0歳児対象） 5 月

6 火 電話相談日（お休み） 6 火

7 水 １歳児 ♡親子ふれあいデー(ほんわかタイム) 電話相談日（お休み） 7 水

8 木 ★0歳さんあつまれ(午前・午後) 8 木

9 金 ２歳児
以上 おおきくなったかな 給食体験①・発育計測 ◎開館時間変更　10:00～15:00まで 9 金

10 土 園庭開放 10 土

11 日 園庭開放・ホリデー保育 休館日 11 日

12 月 園庭開放・ホリデー保育 12 月

13 火 電話相談日（お休み） ★誕生日会(午前) 13 火

14 水 １歳児 おおきくなったかな 給食体験②・発育計測 ★1歳さんあつまれ(午前・午後) 14 水

15 木 15 木

16 金 ２歳児
以上

♡親子ふれあいデー(てがたあそび)/おもちゃサロン 電話相談日（お休み） ★発育相談(保健師) ※13：45～15：00 16 金

17 土 園庭開放 休館日 17 土

18 日 園庭開放・ホリデー保育 18 日

19 月 ０歳児 午前：親子3B体操/午後：うたあそび カレンダーを作ろう（3月） 19 月

20 火 電話相談日（お休み） ◎イトーヨーカドー棚卸のため、12時開館 20 火

21 水 １歳児 午後さーくる：♡親子ふれあいデー(てがたあそび) 絵本広場（2歳児クラスと一緒に） 21 水

22 木 ★ママタイム(対象：0.1歳) 　　※10:30～11:30 22 木

23 金 ２歳児
以上 パラバルーンあそび 電話相談日（お休み） ※2/14～予約受付　2/8.14講座参加以外の人 23 金

24 土 園庭開放 ★パパと遊ぼう(午前)※2/18～予約受付 24 土

25 日 園庭開放・ホリデー保育 休館日 25 日

26 月 ０歳児 おおきくなったかな 簡単おやつ『野菜クラッカー』 26 月

27 火 誕生日会   午後：おでかけ相談（フジグラン） 27 火

28 水 １歳児 午後さーくる：パラバルーンあそび 給食体験③・発育計測 28 水

あい愛さーくる/午後：おでかけ相談（フジグラン）

★講座「おひなさまを作ろう」

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

★講座「感染症について・症状や予防を学ぼう！」

★講座「誕生日会＆簡単クッキング」

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

ページをはさんで向かいあった２ひ

き。きんぎょさんときんぎょさん

が.…？

『くっついた』

くっつく場面を見るたびに幸せな気

持ちになります。

可愛くて優しい響きの言葉と絵のく

り返しの絵本です。

作者 三浦太郎

こぐま社

＜おもちゃサロンのお知らせ＞
地域の公民館で、親子一緒にたくさんのおもちゃで遊べるサロンです

いろいろな親子と交流でき、地域の子育て経験のあるボランティアなど

に育児の悩みなど相談をすることもできます。

★場所：地域の公民館 ・コミュニティーセンター等

★対象年齢：未就園児とその家族

当法人では、千田公民館にておもちゃサロンの時に子育て支援担当

者が育児相談に応じています。どうぞ誘い合わせておこしください。

●千田公民館：毎月 第3金曜日 10:00～11:30

＜いくたす 講座時間＞

(午前)10：30～11：10
(午後)13：30～14：10

節分の会です。豆まきもあります。

１０：００～（受付 ９：４５まで）

身体にやさしいおやつを親子で作って

みんなで食べましょう。

「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。

せんだの森

「たのしく♫ リトミック」

寒い日とあたたかい日が交互にやってくるこの頃です。散歩に
でかけると水たまりが凍っている時があれば、道端に小さな花が

咲いているのを見つける時もあります。すぐそこまで、春がやっ
てきているのかもしれませんね。親子で少し早い春を探しにでか
けてみませんか。

ﾃｰﾏ「絵本をひらいてみませんか」

おひざにだっこで絵本を読んでみましょう。



　　　　　　

大門未来園（943-9355）
●子育てサークルの日
・1月24日(水) 「クラスあそび(給食有)｣

※給食の予約期間は終了しました。ご了承ください。

0歳児⇒小麦粉粘土

1歳児⇒お絵かき、シール貼り

2歳児⇒手指あそび

・1月31日(水) 「製作（鬼のお面作り）」
2月3日は節分です

鬼のお面を作って楽しい節分になるといいですね☆
・2月 7日(水) 「リトミック」
・2月14日(水) 「ひな人形製作」

たじりこども園（956-0811）
●げんきっこサークル

・2月13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。

・2月20日(火) 10:00～11:00 (要予約)

「発育計測」おおきくなったかな？

「おひなさまをつくろう！！」
桃の節句に向けて製作をしましょう。

★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。

もうすぐ２月ですね。2月といえば｢節分｣。みなさんは、家族で
｢鬼は外、福は内｣威勢のいい声とともに、豆をまきますか？
昔から節分は、立春・立冬など新しい節目の日のことを言い、病気
や災難を追い払う伝統行事です。ぜひ豆まきをして、今年一年元気
に過ごせるよう願い、子ども達にも伝えていきたいですね。
寒さも本番となるこの時期、様々な流行性の感染症が出始めます。

子どもは体力がないため重症化しやすいです。いつもと違うな・・
と思ったら早めに受診をし、できるだけ家庭で療養しましょう。お
いしい好きなものを食べさせて、栄養をつけてあげてね。

福山あゆみこども園（947-7281）
●なかよし広場 10:00～11:00

・2月 9日(金) 「ままごとあそび」

・2月23日(金) 「誕生会に参加しよう」（要予約）

●こども園体験 10:00～11:00

・2月 ２日(金)「節分の行事に参加しよう」（要予約）

参加される方は、1月29日(月)までに申し込みをお願いします。

●親子サークル 10:00～11:00

・２月16日(金)「お雛様を作ろう」

参加される方は、2月13日(火)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

・2月 8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計測」

・2月23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」

※寒い場合は早めに終了します。

★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。
・ 2月13日(火) (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」
・ 2月28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

・2月16日(金)・19日(月) 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。

・2月21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
2月生まれのおともだちの誕生日会をします。

参加対象は、2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。

・2月27日(火) 9:45～10:45 〈受付9:35～〉

「ひな人形を作ろう！！」(要予約) 7名様まで
もうすぐひな祭。かわいいひな人形を作ってお家で飾りましょう！

※予約のTEL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

・1月25日(木) 10:00～11:00 (要予約)

「節分の鬼を作ろう」

お家の人と、おにのお面を製作して

豆まきごっこを楽しもう♪

・2月22日(木) 10:00～11:00 (要予約)

「園庭で遊ぼう」

外でたくさん身体を動かして遊ぼう♪

※水分補給のため、水筒を持参して下さい。

お気軽にお問い合わせください。

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。

・2月 5日(月) 10:30～ (要予約)

「ゆきだるま製作をしましょう」

ゆきだるまに絵を描いたり綿を貼ったりします。

・２月26日(月) 10:30～ (要予約)

「ひなかざりを作りましょう」

クレヨンで描いたりシールを貼ったりします。

★２月の予約電話は、1月30日以降(13:00～15:00)にお願いします。

～病児・病後児保育について～
児童が病気の状態にあり、集団保育等が

困難な時、下記の機関にて利用ができます。

事前登録が必要です。

●橘高クリニック(宮前町)

℡：084-934-8555

●いぶき小児科(城見町)

℡：070-1872-5502

●福山市民病院(蔵王町)

℡：084-941ー5151

●おひさまクリニック(御幸町)

℡：084-983-3220

【料金】日額2000円+診察費
※前日までの予約が必要です。各施設にお尋ねくだ

さい。

ところ：フジグラン 神辺店
２Ｆキッズパーク

日にち：2月 27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）


