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4月

社会福祉法人昌和福祉会

地域の子育て支援通信

であい ふれあい
めぐりあい

認定こども園

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

そらひろば（みゆき）

園庭開放

電話相談日(お休み)

1

木 ひろば・園庭開放の日は、予約は

園庭開放

電話相談日(お休み)

2

金 必要ありません。

園庭開放

3

土

園庭開放

ひろば参加予約時間を一週間前
ひな飾りをつくろう
の 9 時～13 時の間までとさせて
おでかけ保育(千田宝公園)
いただきます。

4

日

園庭開放

電話相談日(お休み)

5

月

★春をみつけにいこう（要予約）

電話相談日(お休み)

6

火

⓵♡親子ふれあいデー

給食体験①・発育計測

7

水

電話相談日

8

木

電話相談日

9

金

10

土

11

日

⓶♡親子ふれあいデー

園庭開放
園庭開放・ホリデー保育

砂場であそぼう
給食体験は、一度ひろばを利用して
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
いただいた際に食事についてお聞き
し、2
し、2 回目からのご利用となります。
回目からのご利用となります。

ひろば・園庭開放

TEL：084-931-6606
Mail：ikutas@urban.ne.jp
子育てサポートステーションいくたす

休館日

月

ひろば・園庭開放

★４月誕生日会（要予約）

給食体験②・発育計測

13

火

電話相談日

14

水

15

木

★は予約の講座です。
＜いくたす 講座時間＞
(午前)10:00～11：00
(午後)14:00～15:00
＜ZOOM＠IKTS＞30 分間
(午前)10:30～(午後)14:00～

給食体験は、今月はありません。
給食体験は、今月はありません。
来月より再開いたします。
来月より再開いたします。

12

おでかけ保育（千田宝公園）

福山市入船町 3-1-60

休館日

カレンダーを作ろう(1，2 歳児対象)

電話相談日(お休み)

子育てサポートステーションいくたす

10 時～12 時までの開放です。

⓪てがたあそび(午前・午後)

⓵てがたあそび

せんだの森

福山市千田町 3-16-2
@

にこにこひろば（せんだの森）

おでかけ保育（千田宝公園）

認定こども園

TEL：084-955-5070
Mail：fureai@ho19.jp

桜の花が咲き誇り、いよいよ新緑ゆたかな春がやってきました。
春は出会いのたくさんある季節です。新しい洋服、新しい友だち、新しい生活。い
ろいろな新しいことにワクワクしますね。ご近所に新しくお引越しをしてきたご
家族はいらっしゃいませんか。きっと子どもと遊ぶ場所を探しているはず。どうぞ
4 つの子育て支援センターを教えてあげてくださいね。

ゆうゆうひろば（せんにしの丘）

せんにしの丘

福山市御幸町中津原後平 54-4

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

電話相談日

★ZOOMde ほいくの園(11：00～)

⓶てがたあそび/おもちゃサロン(公)

電話相談日（お休み）

16

金

園庭開放

17

土

園庭開放・ホリデー保育

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。

18

日

⓪♡親子ふれあいデー（午前・午後）

園庭あそび・給食体験③

19

月

★こいのぼり製作（要予約）

電話相談日（お休み）

20

火

⓵♡親子ふれあいデー

カレンダーを作ろう(0 歳児対象)

21

水

電話相談日

★ZOOM＠YOU(10:30～)「おはなし始まるよ」

おでかけ保育(千田宝公園)

22

木

ベビーとママのバランス遊び(0 歳対象）

⓶♡親子ふれあいデー

電話相談日（お休み）

23

金

電話相談日

園庭開放

24

土

園庭開放・ホリデー保育

園行事に参加します。誕生月のおと
もだちにはワッペンのプレゼントが
あるよ。（10 時～）

25

日

⓪おおきくなったね（午前・午後）

ZOOM@NIKO（10：30～）｢絵本よみきかせ｣

26

月

ひろば・園庭開放

★いくたすでお試し ZOOM（午前）

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

27

火

電話相談日

⓵おおきくなったね

電話相談日（お休み）

28

水

電話相談日

いくたす内でオンラインアプリ
「ZOOM」を体験してみませんか。スマ
ホやパッドをもってご参加ください

29

木

30

金

園庭開放・ホリデー保育
⓶おおきくなったね

＜ゆうゆうひろば＞
―せんにしの丘―
●毎週月～金曜 ９:00～16:00
●♡は「親子ふれあいデー」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
１週間前から電話でお願いします
●木曜日は地域の公園でおでかけ
保育をしています
●ホリデー保育をしています
園庭は開放しています

給食体験④・発育計測

＜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
受け付けます。
（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

★誕生日会
休館日

ひろば・園庭開放

ﾃｰﾏ「出産は始めの一歩」対象:マタニティ
第 2 子第 3 子を出産予定のママ同士
で、きょうだいの子育てについて語り
ませんか？

★ママのおはなしタイム(午前）

休館日

＜そらひろば＞
―み

＜いくたす＞

ゆ き―

―ゆめタウン福山 2 階―

●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
受け付けます。
（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

●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
受け付けます
（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

＜子育て最前線＞

せんだの森
<にこにこひろば>

子育て支援グループ「ほいくの園」でも活動中
社会福祉法人昌和福祉会の４施設（せんにしの丘・
せんだの森・みゆき・いくたす）は、自施設内の子育
て支援センターで子育て支援活動するとともに、福山
市内の７保育施設とグループを組み、地域子育て支援
グループ「ほいくの園（その）」として、月に一回のグ
ループでの子育て支援活動を 20 年続けてきました。
今年度は、安心安全なオンラインアプリを使った
「ZOOMde ほいくの園」として WEB 上でのおでかけ
保育を始めました。
また、感染症を気にしなくてもよいように、大きな
お部屋や屋外での「おでかけ保育」を計画しています。
予定が決定し次第、順次ご案内させていただきます。
楽しみにお待ちくださいね。

ひろばのひとこま
にこにこひろばは、小さなお部
屋ですがソファーとテーブルがあ
り、おうちの方にゆったり過ごせ
ていただけるようにしています。
木のおもちゃもたくさんあり、帰
る時は、ガチャガチャのおみやげ
もありますよ。
ぜひ一度、あそびに来てくださ
い。楽しみにお待ちしています！

＜ゆうゆうひろばでのひとコマ＞

絵本をよんで欲しい男の子。
誰かに絵本をよんで欲しくて
動物たちに頼みます。
動物たちの絵本の読み方が
リズミカルで面白く、読んでい
るこちらも“クスッ” と笑って
しまいます。
読み方やリズムを変えるだけ
で何回でも楽しんで読める絵
本ですので、創作しながら読む
のも楽しいかもしれません♪

「おかたづけだよ」
「まだぁ」と首を振るＡくん。
「そろそろ帰ろうよ」
「まだまだ」
棚のはしから順番に玩具をだして、急いで遊んでい
きます
Ａくんは４月から入園が決まっています
ひろばで遊ぶのが、今日が最後だとわかっているよう
で、おもちゃたちにあいさつをしているようでした
たくさん遊びにきてくれてありがとう！
これからも園で元気に、たくさんあそんでね！

せんだの森の園庭には、いろいろ
な花が咲き始め、春のかおりと子ど
もたちの元気な声でいっぱいです。
にこにこひろばも、天気のいい日
は園庭を開放し、遊具や砂場で思い
っきりあそびます。
季節のカレンダー作り、給食体験
も毎月大人気です。

「よんでよんで」
ときわ ひろみ：作
さとう あや：絵

（対象：0 歳から）

(教育画劇)

子育て支援センターの役割
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と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。

子育て支援センターって なに？
社会福祉法人昌和福祉会は、3 つの認定こども園と 1 つの子
育て支援施設を運営しており、各施設に子育て支援センターが
あります。
●認定こども園 せんにしの丘 → ゆうゆうひろば
●認定こども園 せんだの森
→ にこにこひろば
●認定こども園 み ゆ き
→ そらひろば
●子育てサポートステーションいくたす（ゆめタウン福山内）
子育て支援センターとは、就学前のこどもと保護者を対象
に、子育てサ―クルや遊び場の提供、子育てに関する相談や情
報提供をする場所です。
福山市には、公私立合わせて多くの子育て支援センターがあ
り、そのほとんどが保育施設（保育所・認定こども園）併設型
です。福山市に居住のご家族が利用できます。
対象児は未就学児ですが、施設によっては未就園児（幼稚園
にも保育園にも通っていないお子様）を対象とされている施設
もありますので、確認の上ご利用ください。

★遊びのひろばの提供
子育て支援センターの利用は無料です。
利用には予約の必要な施設もあります。また、コロナ
対策として利用時間を設定したり、屋外での活動を
積極的に取り入れる場合もあります。

★子育て相談に応じます
子どもの発達や食事、生活一般の分からないことに
対してのご相談に応じます。
当法人では電話やメールのほか、ＺＯＯＭを使って
ご自宅からのリモート対応も行っています。

★子育てに関わる情報提供
子どもの発育や保健情報、福山市内の保育園や認定
こども園・幼稚園についてなど、子育て家庭のみなさ
まが欲しい情報を様々な形でお届けします。

★子育て講座の実施
子育てに役立つ講座を、月に数回行います。

＜ホット情報＞
ふくやま子育て応援センターの場所が変わります。

天満屋福山店(福山市元町)5 月新設予定
お楽しみに・・・

