
 

 

 

 

 

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 

①親子ふれあいデー zoom@niko（10:30～）「エプロンシアター」 1 水 zoom@sora(10:30～）「うたってあそぼ」  

おでかけ保育（千田宝公園） 2 木 園庭・ひろば開放  

②親子ふれあいデー 電話相談日 3 金 電話相談日  

園庭開放  4 土   

園庭開放・ホリデー保育  5 日  休館日 

⓪てがたあそび (午前・午後)                電話相談日 6 月 カレンダー制作  

★製作「はみがきだいすき」 リトミック（２歳児） 7 火 電話相談日  

①てがたあそび 電話相談日 8 水 園庭・ひろば開放  

おでかけ保育(千田宝公園) 9 木 ベビーとママのバランスあそび(0歳対象)  

②てがたあそび 園庭・砂場あそび 10 金 電話相談日  

園庭開放  11 土  休館日 

園庭開放・ホリデー保育  12 日    

⓪親子ふれあいデー (午前・午後) 給食体験 13 月 電話相談日 ★誕生日会（10：00～） 

★製作「かえるのとけい」 電話相談日 14 火 zoom@sora(10:30～)「おはなしなぁに」  

①親子ふれあいデー お絵かき・シールあそび 15 水 電話相談日  

★ほいくの園 おでかけ運動会 ほいくの園 おでかけ運動会 16 木 ほいくの園 おでかけ運動会 ★ほいくの園 おでかけ運動会 

②親子ふれあいデー 電話相談日 17 金 寒天あそび  

園庭開放  18 土   

園庭開放・ホリデー保育  19 日  休館日 

⓪おおきくなったかな (午前・午後) カレンダーを作ろう（７月） 20 月 電話相談日  

★6月誕生日会 電話相談日 21 火 うちわをつくろう  

①おおきくなったかな 電話相談日 22 水 電話相談日  

おでかけ保育（千田宝公園） 23 木 誕生日会                           ★ママのおはなしタイム(10：00～)                           

②おおきくなったかな 発育計測・自由あそび 24 金 給食体験  

園庭開放  25 土  休館日 

園庭開放・ホリデー保育  26 日   

⓪ささかざりをつくろう (午前・午後) 電話相談日 27 月 つくってあそぼ  

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 28 火 発育計測・シールあそび  

①ささかざりをつくろう 赤ちゃん広場（ベビーヨガ） 29 水 電話相談日 ★誕生日会(10:00～) 

zoom@You(10:00～)「６月のおはなしなあに」   おでかけ保育(千田宝公園) 30 木 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 

●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（有料） 

 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 

いろとりどりのアジサイに、梅雨の訪れを感じる季節となりました。 

雨が降ると、屋外に遊びに行きたくても行けないという声もききますが、そんな

時は傘をさしたり、雨カッパを着たりして屋外を少しお散歩するのもいいですね。

カタツムリやカエルに出会えるかもしれませんよ。雨の日ならではの小さな発見を

親子で一緒に楽しんでいきたいですね。体調には十分に気を付けていきましょう。 

 

 

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 

６ 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援グループ「ほいくの園」の

「おでかけ運動会」をします。 

場所：ポートモール 

●10：00～：1歳以上  

●11：00～：0歳のみ 
からだを動かして遊びましょう。 

いくたすは、通常通り開館します。 

 

 

 

 

 

 

 
ひろばは引き

続き予約制で

行います。 

 

 

 

 

 

 

 
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「おひざにだっこでお話しましょう 

～絵本を開いてみませんか～」 

対象：0歳 
初めての絵本、どんな絵本がいいのか

な・・みんなで話してみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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。 

 

 

 

 

 

 

 
中期食以降を対象とした 

給食体験となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
誕生月のお友だちには、ワッペ

ンのプレゼントがあるよ。 

 

 

 

 

 

 

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。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

ほいくの園「おでかけ運動会」の

ご予約は、６月１日から いくたす

とせんにしの丘のみで受付ます 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。

 

 

 

 

 
 

＜子育て最前線＞ 子育てサポートステーション 

いくたす 

 いくたすでは、毎月お誕生日会

をひらいています。 

今年は「ぐりとぐら」が、お誕生

日のケーキを焼いてくれたよ。 

みんなでトッピングの果物を 

お店屋さんに買いに行きました。 

「いらっしゃいませ」 

「どれにしようかな」 

楽しい気持ちが膨らみます。 

♪Happy birthday to you♪ 

みんなでうたをうたうと、親も子も

にっこり笑顔になります。 

毎日の子育ては、大変なこともあ

ると思いますが、子どもならではの

かわいい発見も楽しみです。 

どうぞ買い物のついでに、いくた

すでホッと一息してはいかかです

か。ご利用お待ちしております。 

「てるてるぼうず」 

おぐま こうじ：作 

 

(くもん出版) 

 

 

 

一日の天気の移り変わりと

共に、愛らしいてるてるぼうず

の表情も変化していきます。

「そよそよ」「もくもく」「ぽつ

ぽつ」など、子どもの大好きな

擬音語の絵本です。 

てるてるぼうずを見ながら

イメージを自由にふくらませ

たりすることも・・・ 

親子で楽しめる 1 冊です。 

 

（対象） 2 歳以上 

子どものアルコール消毒液の誤飲 

 
コロナ禍の影響で、アルコール消毒液は家庭でも準備

されており、大変身近な物になってきました。 

最近、子どもが手についた消毒液を舐めたことで 

ひどいアルコール中毒症状となり、緊急搬送されるなど

の事例が起きています。 

◯ご家庭では、消毒液や除菌剤は子どもの手の届かな

い場所に保管しましょう。 

◯お店などで、設置型の消毒液ディスペンサーを使用

する際は、近くに人がいないことを確かめ、噴射方

向を確認してから使用しましょう。 

＜千田宝公園おでかけ保育での ひとコマ＞ 

砂場で、せっせと料理している A ちゃん。 

A「では、これからつくっていきましょう！」 

「おいしそうですね～」 

話す言葉がしっかりしていることに感心していると 

母「YouTube の影響なんです・・・。 

見せるのも良し悪しですね・・・」 

なるほど・・・ 

今の時代ならではの悩みなのだと気づいたひととき 

でした。 

 

赤ちゃんと紫外線 
 最近は温暖化の影響で陽ざしがどんどん強くなり、紫外線

対策が欠かせません。まだ梅雨時期だし、紫外線対策なんて

早いと思っていると、あっという間に一気に夏日！！ 

子どもは皮膚が薄く、紫外線を反射する力が弱いため、大人

よりもダメージを受けやすいそうです。 

紫外線をたくさん浴びすぎると、皮膚老化を早めたり皮膚

がんや目の病気を、将来起こしやすくなったりすると言われ

ています。 

 赤ちゃんの頃から、日焼けをしすぎないように注意してあ

げることは、とても大切なことですね。 

  

日差しが最も強い時間帯は？ 
６～８月の１０～１４時の間がもっとも紫外線が強いとい

われています。この時間は、日陰のある場所を選ぶか室内であ

そぶなど、できるだけ紫外線を避ける工夫が必要ですね。 

曇りの日は油断しがちですが、紫外線は雲を通して降り注

ぎます。晴れた日と同じように対策をしましょう。 

 

紫外線対策をしよう！ 

★日焼け止め★ 

 日焼け止めは、ベビー用や子ども用として販売

されているものを選んでください。お散歩や買い

物程度であれば SPF20 もあれば十分です。 

「無香料」「無着色」「低刺激性」のものを選び、 

外から帰ったら必ず洗い落とすことが、赤ちゃん

のスキンケアには重要です。 

 

★帽子や衣類の選び方★ 

 ●つばの広い帽子をかぶせましょう。 
紫外線だけでなく、熱中症予防にも有効です。 

●衣類は、肌の露出が少なく目の詰まった布で

できているものを着せましょう。 
紫外線を反射しやすい、白か淡い色のものがいいです。 

 

帽子を被ることや日焼け止めを塗ることを嫌が

る子もあると思います。特に日焼け止めについて

は、小さい時から、こどもに大切なことであると根

気よく繰り返し伝え、服を着替えている間にさっ

と塗るなど、タイミングを工夫してみましょう。 

毎日の習慣になれば、親子で楽しいスキンシップ

の時間に変わるかも・・・ 

これからの季節、親子共に紫外線対策をしっか

りして、元気に外あそびを楽しみましょう！！！                

 

 

 


