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(認)福山あゆみこども園

「ほいくの園」は、市内の法人 10 保育施設と子育て支援施設
｢いくたす｣が、ネットワークを組んで安心して子育てができる
環境を支援するため、遊びの場、ふれあいの場、学びの場づく
りの支援活動「おでかけ保育・相談」は大きな輪を広げ喜ばれ
ています。また子育て・子育ちの情報通信や育児・子育て相談
等の支援活動も市民の声に耳を傾けて毎月発信しています。
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(認)大津野こども園

(宗)明浄保育園

色とりどりの紫陽花に、梅雨の訪れを感じる季節となりました。
全国的な感染拡大により、広島県に「緊急事態宣言」が発令され、
感染防止対策として、子育てひろばも人数制限や短時間の利用な
ど、どこも活動には感染予防に最大限配慮しています。
市内の大型遊具の公園の使用禁止など多くの親子が行きたい場
所に思うように出掛けられなくなり、小さなお子様との一日の過
ごし方にお困りではありませんか。この状況がいつまで続くのか
不安を抱える方もあると思いますが、自分自身と大切な人を守る
ため、今できることをみんなで気を付けて乗り越えましょう。

＜〝コロナ疲れ“を解消するヒント＞
慣れない状況に親も子もストレスがたまってしまいます。そん
な時に簡単にできる対処法をご紹介します。
★親自身のイライラに対処する方法
・子どもの安全を確認して、隣の部屋で一呼吸。
・窓を開けて外の空気を吸う。深呼吸する。
・好きな香りを楽しむことは即効性があるそうですよ。
★子どものイライラに対処する方法
・子どもの一人で安心できる場所（陣地）をつくる。
小さな一工夫ですが、いろいろな時に役立つ方法ですよ。
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(認)草戸こども園
その

｢ほいくの園 ｣子育て支援グループです

★6 月の ZOOM ｄe ほいくの園 ご案内★
地域子育て支援グループ「ほいくの園」は、どんな時でも繋
がれるよう、オンラインアプリ「ZOOM(ズーム)」を使って WEB
上での「おでかけ保育」をはじめました。

日時：６月 17 日(木)11:00～11:30
内容：ふれあいあそび・ママトーク
動物あてっこクイズ
グル―プ 11 保育施設のうち、２施設ずつが担当します。
６月は、せんにしの丘と明浄保育園が行います。親子で楽しめる内
容をいっぱい考えていますよ。前回はふれあいあそびを楽しみまし
た。小さな赤ちゃんも画面を見ながら体を動かしていましたよ。
ママ同士の情報交換や子育て相談にも応じます。ぜひ参加してね。
＊詳しくは「ほいくの園」で検索してみてね♫

(*^-^*)
―歯磨き上手かな？―

６月４日は「虫歯予防デー」です。虫歯を予防するには、歯みがきがとても大切です。
毎日の歯みがき、できていますか？「歯みがきが嫌い！」というお子さんや、仕上げ磨
きに苦戦しているという方もいるのでは？
そんな時は、絵本「ノンタン はみがき はーみー」がおすすめです！子どもが大好きな
ノンタンやいろいろな動物が登場し、
「イイイのイーして」と歯みがきの時の口の形を示
したり、
「シュコシュコシュッシュッ」と磨く音をリズミカルに表現したりと、歯みがき
の楽しさがイラストや音で描かれています。
ノンタンの真似をしながら、仕上げ磨きの時にも「イイイのイー」「シュコシュコシュッ
シュッ」と親子での触れ合いも楽しみながら歯磨きの習慣をつけていきましょう！
（記事担当）福山あゆみこども園

「ほいくの園」グループ保育施設の子育て支援活動については、裏面をご覧ください。

ところ：フジグラン神辺店
日にち：6 月 29 日（火）
時 間：13:30～15:00

２階キッズパーク

●子育てに関する悩みや疑問、成長の喜びなどをみんなで一緒に話し合
う「ひろば」です
●ゆっくり個別相談にて対応することもできます。
その場合、必ず電話での予約をお願いします。

（問合せ）TEL：084-955-5070（せんにしの丘）

＜保育体験してみませんか＞
市民の方や学生の方など、保育や子育てに
興味のある方を待っています。

(問合せ) 事務局：せんにしの丘
T E L ：084-955-5070
E-Mail：fureai@ho19.jp

認定
こども園

認定
こども園

せんにしの丘（084-955-5070）

●ゆうゆうひろば(年齢別さーくる)

せんだの森（084-955-0078）

●にこにこひろば 毎週月～金曜日 9:00～14:00(毎回８～10 組までの予約制)
・6 月 25 日（金）
「リトミック(1 歳児対象)」
音楽に合わせて、楽しく体を動かそう♪
・6 月 29 日（火）「誕生日会」

★月曜日：0 歳児(午前・午後) ★水曜日：1 歳児 ★金曜日：2 歳児
★隔週火曜日：マタニティさーくる
●おやっこさーくる（子育て講座） 火曜日 9:30～11:30
・６月

８日（火）＜要予約：6 月 1 日(火)予約受付 10 時～＞
「食中毒についての話し」（要予約）

6 月生まれのお友だちと一緒にお祝いしましょう。
お誕生月のお友だちにはワッペンのプレゼントがあるよ！

気温も湿度も高くなるこの時期、予防方法を聞きましょう。

●あい愛さーくる（月一回火曜日）
・６月 29 日（火）10:00～11:30
ことばや発達が気になる、お友だちとの遊びができにくい、子育てしにくいと感じ
ている保護者の方を対象にしたさーくるです。お子様と一緒にご参加ください。
認定
こども園

み ゆ き （084-955-0049）

●そらひろば 9:00～14:00 〈毎回 8～10 組までの予約制〉
・6 月 23 日（水）
「ベビーとママのバランスあそび（０歳対象）」
ふれあいあそびや、ベビーマッサージをします♪ そらひろばの利用が
２回目以降から予約ができます。 バスタオル１枚と水分補給できるもの
をお持ちになり 動きやすい服装でご参加ください。

＜参加予約方法＞

ｅ-mail：sora2@urban.ne.jp

ひろば参加は、メールでご予約をお願いします。
①参加する日にち ②登録番号③子どもの名前・年齢 ④電話番号（携帯電話）
★予約は 1 週間前からの受付いたします。（予約時間 9～13 時）
認定
こども園

福山あゆみこども園（084-947-7281）

●なかよし広場
・6 月 14 日（月）・21 日（月）
・28 日（月）
10:00～11:00（雨天中止）
「園庭で遊ぼう！」
園庭の遊具や砂場で遊びましょう。水筒、帽子等準備して来てね。

★新型コロナウイルスの影響で変更、中止になる場合があります。
★参加希望の方は、予約の電話をお願いします（13:00～15:00）

認定
こども園

たじりこども園（084-956-0811）

●げんきっこサークル
・6 月 17 日（木）10:00～11:00（予約受付 6/3～先着 5 名）
「発育計測」「ベビー＆キッズマッサージ」
専門の講師と一緒にオイルマッサージでリラックスしましょう。
ママには、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。

・6 月 24 日（木）10:00～11:00（予約受付 6/10～先着 5 名）
「発育計測」「七夕飾りづくり」
かわいい七夕飾りをつくりましょう！

★参加の際には、事前にご予約の電話をお願いします。
各回の 2 週間前から受け付けています。
認定
こども園

大津野こども園（084-943-6030）

●アップルクラブ（10:00～11:00）感染症対策のため 1 時間の利用
毎週火・水・木曜日、運動場・支援室を開放しています。
活動は園行事等で変更する時があります。
＜毎回５組の完全予約制です。電話でのご予約をお願いします＞
アップルクラブを行っている日の午後（14:00 まで）育児相談は受け付けて
います。感染症対策のため事前に予約をお願い します。

・6 月 2 日（水）「戸外あそびをしましょう」（要予約）
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好きな遊具で元気いっぱいあそびましょう

＜参加予約方法＞

ｅ-mail：niko2@urban.ne.jp

ひろば参加はメールにてご予約をお願いします。
①参加する日にち ②登録番号③子どもの名前・年齢 ④電話番号（携帯電話）
★予約は 1 週間前からの受付いたします。
（予約時間 9～13 時）

子育てサポートステーション

いくたす（084-931-6606）

●子育て講座 （1 週間前から予約可）
・6 月 24 日（木）
｢ママのおはなしタイム｣(対象：1.2 歳児とママ)
ﾃｰﾏ「◯◯ちゃんがする！」
自我の強くなる年齢です。どの様に対応したらよいかみんなで考えよう
●ZOOM ひろば IKTS ※並行してひろばでは自由あそびをしています

・6 月 7 日（月）｢おはなし読み聞かせ」11:00～11:30
オンラインアプリ ZOOM を使っての講座です。お楽しみに。

★ゆめタウン福山 2 階北エレベーター前にあります。
★土・日曜日は、隔週で開館しております。
★一時預かりも行っています。お気軽にお問い合わせください。
認定
こども園

大門未来園（084-943-9355）

●子育てサークル みらいっこ ＜9:40～受付 10:15～活動 ＞
・６月 9 日（水） 「新聞紙あそび」
・６月 16 日（水） 「小麦粉粘土」
・６月 23 日（水） 「リトミック」（予約制）
・６月 30 日（水） 「製作 七夕飾り」
※6/9 以降の活動は新型コロナウイルスの影響で変更になる場合が
あります。

☆その他の日程はＨＰをご覧ください。☆
認定
こども園

ののはまこどもえん（084-941-6076）

●ふれあいクラブ（発熱・呼吸器症状がある場合は、参加をご遠慮ください）
・6 月 18 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」
・6 月 24 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」
★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（昼食は取れません）
★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。
・6 月 15 日(火)（10:45 頃～ バスタオルが必要です）

「ベビーマッサージ」
認定
こども園

草戸こども園（084-921-1561）

●草戸にこにこ広場
・6 月 25 日（金）10：00～11：30
「園庭開放」

(雨天中止)

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。
※新型コロナウイルスの影響で変更になる場合があります。
※予約の電話は、13：00～15：00 の間にお願いします。

・6 月 16 日（水）
「ベビーヨガ」
（要予約）
講師による活動です。（持参物）バスタオル・水筒
6 月の予約は 5 月 25 日(火)以降、13～15 時にお電話で受け付けています。

宗教法人實相寺

明浄保育園（084-927-3052）

２月の予約電話は１月 26 日(火)以降、13～15 時の間でお願いします。

●ふれあいクラブ
・６月７日（月）10：00～11：00

「室内あそび」遊戯室でたくさん体を動かして遊ぼう！
◎水分補給用の水筒をご持参ください。
＊参加希望者は事前に電話にてご予約下さい。
＊新型コロナウイルスの状況で変更・中止になる場合があります。

☆当園での子ども達の様子は、ホームページ内『園日記』でも紹介
しています。http://meijyou.net
※園の見学等につきましては、気軽にお問い合わせください。
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御幸町中津原後平 54-4
千田町 3 丁目 16-2
御幸町森脇 535
ゆめタウン福山店 2 階
青葉台 1 丁目 7-3
大門町大門 60-2
田尻町 984-2
大門町 4 丁目 24-24
大門町 3 丁目 10-11
草戸町 2 丁目 3-1
北吉津町 5 丁目 5-32

