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認定こども園

認定こども園

青葉まぶしく初夏のようです。園の子どもたちは新学期になり、時折
泣き声も聞こえていましたが、もうすっかり慣れて友だちとのあそびを
楽しんでいるようです。
３所の子育て支援ルームにも新しいおともだちが増え、子育ての話や
子どもの面白エピソードがあふれ、笑いがたえません。みなさんにとっ
てひらかれたひろばになるよう、スタッフも笑顔でお待ちしています。

せんにしひろば（せんにしの丘） にこにこひろば(せんだの森）
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水
園庭開放・ホリデー保育
木
園庭開放・ホリデー保育
４月から、参加予約メールは１週間前からの
受付となりました。大変ご迷惑とご面倒をお
金
園庭開放・ホリデー保育
かけします。ご理解とご協力をお願いいたし
土
園庭開放・ホリデー保育
ます。
日
園庭開放・ホリデー保育
10時から始まります。園行事に参加して、
歌やお話しを楽しみましょう！
月
園庭開放・ホリデー保育
★こいのぼりをくぐって遊ぼう 電話相談日（お休み）
火
１歳児
こどもの日の集い（園行事に参加）
水
うたあそび
おでかけ保育
千田宝公園(１０：３０～１２：００）
木
金 ２歳児
うたあそび
給食体験① 発育計測
以上
千田宝公園には駐車場はありません。車
土
園庭開放
でお越しの方はせんだの森の駐車場をご
日
園庭開放・ホリデー保育
利用ください。
０歳児
月
うたあそび
リトミック（２歳児対象）
★講座「5月誕生日会&簡単クッキング」
火
給食体験② 発育計測
１歳児
水
♡親子ふれあいデー(開放日) カレンダーを作ろう（６月）
木
★バスごっこをしよう（要予約） おでかけ保育 千田宝公園（１０：３０～１２：００）
２歳児
金 以上 ♡親子ふれあいデー(開放日)/おもちゃサロン 電話相談日（お休み）
千田公民館にて
土
園庭開放
ちゃぷちゃぷらんどで思いっきり体を動か
10：00～11：30
してあそぼう！(現地集合・現地解散）
日
園庭開放・ホリデー保育
月 ０歳児 〈午前〉親子３B体操〈午後〉ハンカチあそび 給食体験③ 発育計測
火 ★ふれあいおでかけ運動会(１０：３０～１１：３０） 場所：ちゃぷちゃぷらんど
水 １歳児 新聞紙あそび
簡単おやつ「ポップコーン」
木 おでかけ保育 千田宝公園（１０：３０～１２：００） バスごっこをしよう
金 ２歳児
新聞紙あそび
電話相談日（お休み）
以上
土
園庭開放
日
園庭開放・ホリデー保育
月 ０歳児 パラバルーンあそび
給食体験④ 発育計測
あい愛さーくる・おでかけ相談（場所：フジグラン） 赤ちゃん広場（ベビーヨガ） 〈午後〉おでかけ相談(場所：フジグラン)
火
水 １歳児 ♡親子ふれあいデー(開放日) 誕生日会（園行事に参加）
おでかけ保育 千田宝公園(１０：３０～１２：００）
木
２歳児
金 以上 ♡親子ふれあいデー(開放日) 電話相談日（お休み）

＜せんにしひろば＞

＜にこにこひろば＞

－せんにしの丘－

－せんだの森－

●毎週月～金曜 9:00～16:00
●♡は、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
(1週間前～予約可)
●木曜日は地域の公園にでかけます。

み
ゆ
き
保
育
所

●毎週月～金曜 9:00～14:00
●毎回8～10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)
メール予約です(１週間前～予約可)
E-Mail：niko2@urban.ne.jp

そらひろばでボールプールをしました。
たくさんのボールに囲まれて、ボールを投げたり
ボールの上で転がったり・・。くまさんの大きなお
口にボールを入れてあげると・・お腹いっぱいに
なったよ！
最後は、パラバルーンをしていい気持ち～。
リズムに合わせてみんなでフリフリ！パタパタ！
とっても楽しいね♪

そらひろば(みゆき保育所）

5/7(火)、8(水)、9(木)につきましては
４/25(木）からご予約受け付けます。

子どもの日の集い（園行事に参加）
園庭あそび

バスごっこをしよう（1.2歳対象）
電話相談日（お休み）
給食体験は、新規の方は担当者が食事内容や
アレルギー除去などの詳しいお話をさせてい
ただき、２回目からのご利用となります。

足型アート（０歳児対象）

電話相談日（お休み）
給食・離乳食体験①
電話相談日（お休み）

バスごっこをしよう（1.2歳対象）
ふれあいあそびやベビーマッサージをします。

園庭あそび
電話相談日（お休み）
ベビーとママのバランスあそび（０歳対象）

給食・離乳食体験②
電話相談日（お休み）
誕生児以外のお友だちもあそびに来てね。
一緒にお祝いしましょう♪

電話相談日（お休み）

誕生日会（園行事に参加）
電話相談日（お休み）

発育計測
給食・離乳食体験③

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金

＜そらひろば＞
－みゆき保育所－
●毎週月～金曜 9:00～14:00
●毎回8～10組までの予約制です
①参加日時 ②子どもの年齢
③子ども･保護者名 ④電話番号
メール予約です(１週間前～予約可)
E-Mail：sora2@urban.ne.jp
大人気の「ももんちゃんシリー
ズ」の1冊です。お友だちのラ
イオンと一緒にお食事をしまし
た、ライオンさん「ガツガツ」
ももんちゃんは「もぐもぐ」
あらあらライオンちゃん全部食
べちゃった！すると「あーん」
さぁ！ももんちゃんどうする？

総合相談窓口「あのね」は
福山市内に12か所
ネウボラとは、フィンランド語で「ア
ドバイスの場」を意味する総合的子育て
支援制度のことです。
総合相談窓口「あのね」は、市内に12か
所あり、妊娠期から学童期までの子育て
に関するすべての相談に応じてくれます。
半分は保育所に設置してあるので、一度
遊びに行ってみてはいかがですか
・受付時間：８：30～17：00
（施設によって時間が違います）
・対象：0歳～小学生を育てる家庭
※妊娠期の母子健康手帳交付も可
・相談内容：
○子どもの発育について全般
○保育園、幼稚園について
○保護者の就労について・・等

地域子育て支援グループ

今年は花冷えと言われ、４月中旬でも桜の花は例年より長く楽しむことができ
ました。しかし、肌寒く感じる日が多く気温差の大きさから体調を崩さないよう
気をつけて下さいね。
５月1日には平成から｢令和｣に年号も変わり、いつもより長めのゴールデン
ウィークもやってきます。ぽかぽか陽気が心地よくなる気持ちのいい季節ですが、
眠ったままの子どもを「少しだけ」と子どもを車内に残して、停車中の車の中で
熱中症になる事故が起きやすい時期でもあります。
春でも車内気温は真夏と同じくらい上がります。外は涼しくても子どもの安全
に気をつけて、おでかけを楽しみましょう。

ところ：フジグラン神辺店
日にち：5月28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。
＜問い合わせ＞ TEL 084-955-5070（せんにしの丘）

福山あゆみこども園（084-947-7281）
●こども園体験
10:00～11:00
・5月 9日（木） 先着5組まで
☆離乳食体験（1歳半まで） ☆クラス体験（1歳半以上）
参加希望の方は、4月26日(金)までに申し込みをお願いします。
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●なかよし広場
10:00～11:00
・５月10日（金） 「砂場であそぼう」
・５月17日（金） 「シャボン玉であそぼう」
・５月23日（木） 「誕生会に参加しよう」
参加希望の方は、5月21日(火)までに申し込みをお願いします。
・５月31日（金） 「園庭であそぼう」
★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。

ののはまこどもえん（084-941-6076）
●ふれあいクラブ
・5月 9日（木） 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」
・5月16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測定」
★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 ★毎週木曜日・金曜日 9:45～12:00

◎下記の日は予約が必要です。その他は自由に遊びに来てください。
・5月21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」
・5月24日（金）（10:30頃～ 材料費が必要です）
「アロマ体験をしましょう」 洗顔ソープを作ります。

たじりこども園（084-956-0811）
●げんきっこサークル
・5月21日(火) 10:.00～11:00(予約受付5/7先着10名)
「発育計測」大きくなったかな？
「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。
・5月28日(火) 10:00～11:00(予約受付5/14先着10名)
「発育計測」大きくなったかな？
「園庭であそぼう！」
こども園の園庭で思いきりあそびましょう。

せんだの森は福山市の中心部より少し北寄り
の千田町にあります。
にこにこ広場には、おうちのようにソファー
があり、親子共に自分の家のようにゆったりく
つろいでいただけます。
毎月、給食体験や簡単クッキング 、カレン
ダー作りなど楽しい活動をしています。
14時まで開放していますので、親子でお弁当を
持ってお越しください。
(住 所) 福山市千田町3-16-2
(電 話) 084-955-0078
(メール) niko2@urban.ne.jp

大津野こども園（084-943-6030）
●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。保育所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.

・５月13日（月）
「園庭であそびましょう」
元気いっぱいに遊具や砂場であそびましょう。
・５月28日（火）
「誕生日会（発育測定）」
5月生まれの友だちをお祝いしたり、発育測定をしたりします
★5月の予約電話は4月23日(火)以降、13～15時でお願いします。

草戸こども園（084-921-1561）
●げんきニコニコ草戸っ子
・５月 9日（木） 9:45～10:45 ＜受付9:35～＞
「しゃぼん玉であそぼう！」(要予約) 7名様まで
お外で遊ぶのが気持ちいい季節になりました。園庭でいつも
とは違う道具を使ってしゃぼん玉遊びをしましょう。
・5月14日（火）・20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。
・5月22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
5月生まれのお友だちの誕生日会をします。
参加対象は5月生まれのお友だちです。
★予約のTEＬは、13：00～15：00の間にお願いします。

大門未来園（084-943-9355）
●子育てサークルの日 ＜9:30～ 受付＞
・5月15日（水） 「リトミック」
動きやすい服装で参加してくださいね！
体を動かすので、水分補給のできるものをお持ちください。
・5月29日（水） 「クラスあそび（給食有）」
0歳児・・触れ合い遊び 1歳児・・コーナーあそび
2歳児・・新聞あそび
※給食の予約期間は、5/15(水)～17(金)です。
◎給食の申し込みは電話予約とし、先着20組家族のみとさせていただきます。
保護者の方は箸を持ってきてください。また、ご家庭で使っておられるお子様
の食事セット（スプーン・箸・フォーク・エプロン）とおしぼりの用意ができ
れば持って来てください（1人150円）
アレルギー・離乳食の方は、お子様に応じて園で対応しています。

明浄保育園（084-927-3052）
●めいじょうフレンドくらぶ
現在のところ、活動の予定はありません。
入園についてや今後の活動についてのお問い合わせは、
明浄保育園に、直接お問い合わせください。

