
 

 

 

 

 

 

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ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰﾊﾟｰあそび 電話相談日 1 水 電話相談日  

おでかけ保育（千田宝公園） 2 木 園庭・ひろば開放  

②ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰﾊﾟｰあそび 砂場あそび・給食体験① 3 金 いっぱいあそぼ  

園庭開放  4 土  休館日 

園庭開放・ホリデー保育  5 日   

⓪親子ふれあいデー（午前・午後） ZOOMひろば NIKO「手袋シアター」 6 月 えほんひろば  

★誕生日会 電話相談日 7 火 電話相談日  

①親子ふれあいデー 電話相談日 8 水 ベビーとママのバランスあそび(０歳対象)  

おでかけ保育（千田宝公園） 9 木 電話相談日 電話相談日 

②親子ふれあいデー 電話相談日 10 金 カレンダー制作  

園庭開放  11 土   

園庭開放・ホリデー保育  12 日  休館日 

⓪てがたあそび（午前・午後） 電話相談日 13 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：リトミック（0歳児対象）/午後：フジグラン相談 14 火 園庭・ひろば開放  

①てがたあそび 誕生日会（園行事に参加） 15 水 電話相談日  

ほいくの園おでかけ保育（9：30～11：30） ほいくの園おでかけ保育（9：30～11：30） 16 木 誕生日会 ほいくの園おでかけ保育（9：30～11：30） 

②てがたあそび／おもちゃやサロン（公） 電話相談日 17 金 発育計測・シールあそび ★誕生日会（10：00～） 

園庭開放  18 土  休館日 

園庭開放  19 日   

⓪親子ふれあいデー（午前・午後） 発育計測・給食体験② 20 月 電話相談日  

園庭開放・ホリデー保育  21 火    

園庭開放 カレンダーを作ろう（4月） 22 水 カレンダー制作  

おでかけ保育（千田宝公園） 23 木 園庭・ひろば開放 ★ママのおはなしタイム（10：00～） 

②おおきくなったね！ 電話相談日 24 金 いっぱいあそぼ  

園庭開放  25 土   

園庭開放・ホリデー保育  26 日  休館日 

園庭開放 電話相談日 27 月 電話相談日  

園庭開放 電話相談日 28 火 電話相談日  

園庭開放  電話相談日 29 水 電話相談日  

園庭開放 電話相談日 30 木 電話相談日  

園庭開放 電話相談日 31 金 電話相談日 環境整備の為休館（電話相談可） 

  

 

 

 

 

＜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 

 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 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(ゆめタウン福山) 

 TEL：084-931-6606 

 Mail：ikutas@urban.ne.jp 

 

 

2023 

３ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木々や花が芽吹き始める様子に、春の訪れを感じる季節となりました。 

春は、出会いと別れの季節です。卒園や入園、進級、引っ越し等、変化があるご

家庭もあるのではないでしょうか。同時に、新生活に期待と不安を感じているこ

とと思います。そんな時は子育て支援センターを思い出してください。子どもた

ちの成長を一緒に喜びながら、いつでもお話しましょうね。 

 

  
ひろば参加予約時間は 1 週間前

の 9 時～13 時の間までとさせて

いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひろば参加予約時間は 1 週間前

の 9 時～13 時の間までとさせて

いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いくたす開館時間 

●10：00～16：00（30分程度） 
新型コロナ感染防止のための 

環境整備及び一斉消毒と換気の為 

下記の時間は一旦休館します。 

●12：00～13：00 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

地域子育て支援グループ「ほいくの

園」の『おでかけ保育』です。ゆめタ

ウン福山 1 階ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙで「ほいくの

園」の先生たちと遊びましょう。 

予約は不要です。 

いくたすは開館しているよ！ 

 

 

 

 

 
誕生月のお友だちには、ワッペンを 

プレゼントするよ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★は予約の講座です。 

＜いくたす子育て講座時間＞ 

 (午前)10:00～11:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひろば利用は

電話かメール

で予約をお願

いします。 

 

 

 

 

 

 

 

ﾃｰﾏ「買って！買って！！」 

対象：1歳以上 
お店で「買って」とダダをこねられた

らどうしますか？みんなで考えてみ

ましょう！ 

 

 

 

〈いくたす一時預かり予約〉 

4 月の予約は 4/2(日)から

受け付けます。 
 

 

 



     町全体がひな祭会場に！ 
 

日時：2023 年 2 月 16 日（木）～3 月 26 日（日） 

会場：福山市鞆の浦一帯 
江戸時代から大切に引き継がれてきた、雛人形や国や市の重

要文化財に指定される、鞆町内の商店や町家に代々伝わる雛人

形が約 100 ヶ所、鞆の浦の町中に展示されます。 

普段、なかなか見ることのない様々な種類の雛人形たち。家

族おそろいで鞆の浦の美しい町並みも散策してみてはいかが

ですか？ 

楽しいイベントも盛りだくさんですよ♪ 

  

○お問い合わせ 
鞆・町並ひな祭実行委員会  

℡：080-5614-2778 
 

 

 

【お問い合わせ先】084-932-7284（ふくやま子育て応援センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風船をいくつか膨らませます。 

●袋やカゴを用意して、一緒に風船集め競争をしよう！ 

風船が手に触れると、ふわぁ～っと動く風船に、興味

がわきます。ハイハイをして、風船を追いかけるのも

楽しいですよ。 

●月齢が小さいお子様には、風船を小さめに膨らませる

と触りやすくなります。 

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＞ 
 

 

 

 

 

 

 

「ちょうちょう ひらひら」 

まど・みちお 文 

にしまき かやこ 絵 

こぐま社 

 

そらひろばでは、毎月カレンダー

制作をしています。今月は、ひよ

この羽を手形で取りました。どこ

に貼ろうかな？と考え中です♪ 

周りの余白にシール貼りをした

り、おえかきをしたり、子どもた

ちはそれぞれ楽しんでいます！ 

 

２月３日の節分の日に、 

「春を迎える会」をしました。 

そらひろばにも、かわいらしい

鬼がやってきました！ 

「元気に過ごせますように」と

お友だちと一緒に願いを込め、

ボールを投げて、豆まきごっこ

を楽しみました♪ 

 

 

 

 

＜ゆうゆうひろばでのひとコマ＞ 
ひろばでよく一緒に遊んでいる 

なかよしの A くんと B ちゃん。 

すべりだいの下で 

A くん：（手を伸ばして）「どうぞ！」 

B ちゃん：ニコッ！ 

A くん：「順番なんだよね～」 

ママたちもみ～んなにっこり・・・ 

みんなが、ほっこりやさしい気持ちに 

つつまれました！ 

 

梅の花が咲きはじめました。 

春はもう、すぐそこ。 

 

ちょうちょうがヒラヒラ飛んで 

うさぎちゃんにとまって｢うふふ｣ 

ぞうさんにとまったら｢あはは｣ 

次は誰にとまるかな？ 

みんなのところにもちょうちょう

があそびにくるかも・・！？ 

 

晴れの日にはお散歩をしながら 

ちょうちょうを見つけてみません

か？笑顔いっぱいで、心あたたま

る絵本です。 

（対象：1 歳～） 

今日は、何をしてあそぼうかな♪ 

今年の広島の桜の開花予想は３月２２日だそうです。 

春がもう、すぐそこまで来ていますね！ 

でも、体調がすぐれない日や風の強い日の外あそびやお

散歩は、気がのらないこともありますよね。みなさんはお

子様と毎日、どのように過ごしていらっしゃいますか。 

 

体を動かすのが好きな子、絵本やおえかきが好きな子、

好きなことや興味があることはそれぞれですよね。 

そこで、こども園の子育てひろばのお友だちに人気の、

室内あそびをみなさんに紹介したいと思います。 

おうちの方も全力で楽しんで、時にオーバーリアク 

ションをしてみると、お子さまも、より一層楽しんでく

れると思いますよ。 

★鞆・町並ひな祭★ 

     みゆき  

<そらひろば> 

お子様はどんなあそびが好きですか？ 

 

☆風船集め☆ 

☆びりびりあそび☆ 

お家の人が一緒に遊んでくれたら、何をやっても楽しい

時間になるね。いつも遊んでくれてありがとう！！ 

☆折り紙や新聞紙を用意します。 

●指先を使って小さくビリビリちぎってみよう！ 

●♡や☆などの形を大きな紙に描いて、小さくちぎった 

折り紙を貼ってみよう！素敵な貼り絵の完成です。 

（のりをあらかじめ台紙に塗っておくと簡単です） 

●新聞紙を長くちぎってみましょう。 

それを頭に乗せたら・・・お化けに大変身！！細かくち

ぎって集めてみよう！上から降らせれば、雪にもなりま

すよ。 

それを握って丸めれば・・・ボールに！キャッチボール

も子どもたちは大好きです！！ 


