社会福祉法人 昌和福祉会
認定
こども園

街を彩るイルミネーションに、寒さを忘れて大人も子どももな
んだかわくわくする季節ですね。新年を迎え、子どもたちの新し
い一年が始まります。健康で、幸せの多い一年でありますように。
インフルエンザ、伝染性胃腸炎の流行が始まりました。体調を
見ながらお出かけを楽しんでくださいね。

せんにしの丘

福山市御幸町中津原後平54-4
TEL：（084）955-5070
e-mail：fureai@ho19.jp

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
土
日
月
火
水

園庭開放・ホリデー保育
園庭開放・ホリデー保育
園庭開放・ホリデー保育
園庭開放

せんだの森

福山市千田町3-16-2
TEL：（084）955-0078
e-mail：niko2@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 （イトーヨーカドー福山店2階 北）

TEL：（084）931-6606 e-mail：ikutas@urban.ne.jp

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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認定
こども園

いくたす
休館日
休館日
休館日

1
2
3
＜いくたす
講座時間＞
電話相談日（お休み）
4
(午前)10：30～11：10
２歳児
♡親子ふれあいデー(ほんわかタイム) 園庭あそび『凧あげであそぼう』
5
以上
(午後)13：30～14：10
初期食（ごっくん期）
園庭開放
休館日
6
から注文ができます。
寒さに負けずに
園庭開放・ホリデー保育
7
*300円が必要
凧あげで楽しみま
*6組限定
講座参加の際には、動きやすい服装でお
しょう。
園庭開放・ホリデー保育
8
こしください。(電話予約：9：30～16：00)
赤ちゃん広場（0歳児対象）『離乳食体験』
★講座「伝承あそび」
9
１歳児 ♡親子ふれあいデー(ほんわかタイム) 電話相談日（お休み）
10
ほいくの園 おでかけ保育（イトーヨーカドー １階エントランスホール）
※詳しい時間は裏面
11
２歳児
★発育相談(保健師)※13：45～15：00 12
かるたあそび
給食体験①・発育計測
以上
園庭開放
13
講師の先生と一緒に、リズムに合わせて楽
しく体を動かしましょう！10時～始まります。
園庭開放・ホリデー保育
休館日
14
たのしく🎶リトミック（1歳児クラスと一緒に）
０歳児 かるたあそび
15
電話相談日（お休み）
園庭開放
★誕生日会(午前）
16
１歳児 かるたあそび
給食体験②・発育計測
★0歳さんあつまれ(午前・午後) 17
おでかけ保育 千田宝公園(１０：３０～１２：００）
18
２歳児
親子3B体操/おもちゃサロン 簡単おやつ『あったか💛肉まん』
19
以上
園庭開放
休館日
20
心も体もあったまる美味しい肉まんが
簡単につくれます。
園庭開放・ホリデー保育
21
ﾃｰﾏ「もうすぐ幼稚園！～これまでの子育て 22
０歳児 ♡親子ふれあいデー(てがたあそび) カレンダーを作ろう（2月）
を振りかえって～」入園を控え、どんなこと
★講座「誕生日会＆簡単クッキング」 電話相談日（お休み）
23
が楽しみでどんなことが不安ですか？みん
なで話してみましょう
１歳児 ♡親子ふれあいデー(てがたあそび) 電話相談日（お休み）
24
★ママのおはなしタイム※10：30～11：30 25
おでかけ保育 千田宝公園(１０：３０～１２：００）
２歳児
鬼のお面製作
給食体験③・発育計測
26
以上
★パパと遊ぼう(午前)※19日～予約受付 27
午後からは、フジグラン神
園庭開放
辺でおでかけ相談をします。
園庭開放・ホリデー保育
休館日
28
０歳児 鬼のお面製作
電話相談日（お休み）
29
あい愛さーくる/午後：おでかけ相談（フジグラン） 誕生日会/午後：おでかけ相談（フジグラン） ★1歳さんあつまれ(午前・午後)
30
１歳児 鬼のお面製作
赤ちゃん広場（0歳児対象）
31
給食体験は、新規の方は担当者がお
話をさせていただき、2回目からのご利
用となります。

＜せんにしひろば＞

＜にこにこひろば＞

＜いくたす＞

－せんにしの丘－
●毎週月～金曜 9:00～16:00
●♡は親子ふれあいデー(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
●木曜日は地域の公園で｢おでかけ
保育｣をしています

－せんだの森－
●毎週月～金曜 9:00～14:00
●毎回8～12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)
記入の上、メール予約ください
E-Mail：niko2@urban.ne.jp

－イト―ヨーカドー 2階－
●開館時間10:00～16:00
●★印は予約制の講座です 予約は
1週間前から電話で受付けます
(受付時間：9:30～16:00)
●｢ほいくの園｣おでかけ保育の日は
1階ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙで活動します
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せんにしの丘
「おおきくなったかな」

－ 2018年度

保育園(所)等 入園申し込み書受付始まります ―

来年４月から、保育園(所)や認定こども園(保育部分)への入園を希望する人は申し込み手続きが
必要です。申し込みの受付日時や場所等は、申込書をお渡しするときにお知らせいたします。

＜申込用紙配布＞2017年12月８日(金)～
＜配布場所＞
各保育園(所)・各認定こども園・各地域型保育事業所
福山市児童部庶務課
＜第1次申込期間＞2018年1月9日(火)～24日(水)
※お早めにご準備ください
仕事や家庭の都合に合わせて福山市内の施設を選ぶことができます。手続きには様々な証明書
類が必要になりますので、早めに手続きの準備をしましょう。

中川ひろたか 文
村上康成 絵
童心社

今日はお正月、一年のはじまりの日。初詣
に出かけて、いい年でありますようにとお願
いしたよ！
子どもたちの感じるお正月がとてもよく描
かれています。｢～だからあけましておめで
とう｣｢～でもおめでとう｣ リズミカルな言
葉と絵にお正月が楽しくなりますね。

新しい年がやってきました。子育て期は毎日が忙しく、一日があっと言う間に過
ぎてしまいます。その忙しさの中でも子どもたちは確実に大きくなっており、昨日ま
で出来なかったことが次の日には出来るようなるなど、小さな成長を感じる喜びがい
くつもあったのではないかと思います。少しずつ大きくなっていく姿をみんなで認め
合い、たくさんの人と喜び合いたいですね。
冬の寒さが本格化してきました。寒い毎日ですが天気の良い日に少しの時間、屋外
で冷たい風にあたることも体つくりの一つです。衣服の調整をしながら親子で楽しみ
ましょう。
今年も事故に気をつけて家族みんなで楽しくすごしましょう。新しい年がみなさま
にとって幸せな一年でありますように。

福山あゆみこども園（947-7281）
●なかよし広場
・1月 5日(金)
・1月26日(金)
●こども園体験
・1月12日(金)

10:00～11:00
「たこあげをしよう」
「誕生会に参加しよう」（要予約）

「もちつきに参加しよう」

参加される方は、1月10日(水)までに申し込みをお願いします。

●親子サークル 10:00～11:00
・1月19日(金) 「手作りおもちゃを作ろう」
参加される方は、1月12日(金)までに申し込みをお願いします。
※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。
※問い合わせ、予約は13:00～15:00の間にお願いします。

ののはまこどもえん（941-6076）
●ふれあいクラブ
・1月11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」
※寒い場合は早めに終了します。

・1月18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 ★毎週木・金曜日 9:45～12:00
※12月28日(木)～1月8日(月)は、休館させていただきます。
◎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。
・1月16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」
・1月24日(水) （10:30頃～ 1時間ぐらいです）
「3B体操」
・1月25日(木) （10:45頃～ バスタオルが必要です）
「ベビー・キッズマッサージ」

たじりこども園（956-0811）
●げんきっこサークル
・1月23日(火) 10:00～11:00 (要予約)
「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。

・1月30日(火) 10:00～11:00 (要予約)
「発育計測」おおきくなったかな？
「鬼の面と豆入れをつくろう！！」
2月3日の節分に向けて製作をしましょう。
★参加の際には、事前に予約のお電話をいただきますよう
よろしくお願いいたします。

大門未来園（943-9355）
●子育てサークルの日
・12月20日(水) 「クリスマス製作」
・1月10日(水) 「正月あそび」
カルタ・コマ回し・凧揚げなどお正月のあそびをします！

・1月17日(水) 「リトミック」
音楽に合わせて身体を動かしましょう♪
動きやすい服装で来てくださいね！

～知っていますか？～

ところ：フジグラン 神辺店
２Ｆキッズパーク
日にち：1月30日(火)
時 間：13:30～15:00

＜日曜育児総合相談＞

日時 1月21日(日)
10:00～18:00
※受付は17:00まで
●子育てに関する悩みや疑問、成長の
(毎月第3日曜日に実施)
喜びなど、みんなで一緒に話し合う
場所 エフピコRiM7階
「ひろば」です。
内容 保育士・幼稚園教諭・保健師
●個別相談にて対応もできます。電話
栄養士などによる育児相談
でご予約ください。
問合 ふくやま子育て応援センター
予約ＴＥＬ： 084-955-5070
℡084-932-7284
（せんにしの丘）

大津野こども園（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。園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

・1月16日(火)
10:30～ (要予約)
「羽子板つくり」
羽子板に絵を描いて、外であそびましょう。

・1月30日(火)
10:30～ (要予約)
「誕生日会 (身体測定)」
一月生まれのお友だちをみんなでお祝いしましょう。
身体測定の後は園庭であそびます。
★１月の予約電話は、12月26日以降(13:00～15:00)にお願いします。

草戸保育所（921-1561）
●草戸にこにこ広場
・1月10日(水) 9:45～10:45 〈受付9:40～〉
「もちつき大会に参加しょう！」(要予約) 7名様まで
きねを使っておもちつきを体験してみましょう！！

★持ってくるもの：エプロン・三角巾・マスク・手拭きタオル
※お子さんも保護者の方もご用意ください。

・1月19日(金)・29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。

・1月24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
1月生まれのおともだちの誕生日会をします。
参加対象は、1月生まれのお友だちです。
誕生児は手型を取り発育計測をしますので早めにおこしください。

明浄保育園（927-3052）
●めいじょうフレンドくらぶ
・1月25日(木) 10:00～11:00 (要予約)
「節分の鬼を作ろう」
お家の人と、おにのお面を製作して
豆まきごっこを楽しもう♪

・1月24日(水) 「クラスあそび(給食有)｣※給食希望のみ要予約
※予約受付期間：1月10日(水)～1月12日(金)
◎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ので、
受付時にお伝えください。

＜予約電話：927-3052＞
お気軽にお問い合わせください。

