社会福祉法人 昌和福祉会
認定
こども園

梅雨はまだまだ続きそうですが、少しづつ暑くなる
日々が夏の訪れを感じます。
夏といえば・・お祭りや花火・水遊びなど、子どもた
ちの喜ぶ遊びがいっぱいあります。この季節しか味わえ
ない経験を親子一緒にしていきたいですね。

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
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園庭開放
園庭開放・ホリデー保育

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

いくたす

うたのお姉さん「すなみん」が来るよ。
素敵な歌声に癒やされてください。

休館日

電話相談日（お休み） たなばたシアター(11:00・14:00・15:45)

0歳児 ♡親子ふれあいデー(ほんわかタイム)

★講座「くるみボタンを作ろう」
1歳児

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

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

電話相談日（お休み） 5・20日のどちらか参加でお願いします。

「すなみん」ミニコンサート・ 給食体験① ★０歳さんあつまれ(午後)
しゃぼんだまあそび
＜いくたす 講座時間＞
おでかけ保育 千田宝公園(１０：３０～１２：００）

２歳児
以上

親子３Ｂ体操
園庭開放
園庭開放・ホリデー保育
0歳児 しゃぼんだまあそび

(午前)10：30～11：10
(午後)13：30～14：10

七夕の集い（園行事に参加）

休館日

どちらか（プールあそび ｏｒ 給食体験）だ
けでも予約ができます。

プールあそび ・ 給食体験②

★誕生日会(午前)

★講座「手作り虫よけスプレー」 電話相談日（お休み）
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）

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
２歳児
以上

1歳児

しゃぼんだまあそび
園庭開放
園庭開放・ホリデー保育
園庭開放・ホリデー保育

電話相談日（お休み）

★講座「誕生日会＆簡単おやつ作り」

電話相談日（お休み）

大型プール・簡単おやつ

★パパと遊ぼう(午前)※9日より予約

休館日

プールあそびには、ぎょう虫検査が
必要です。担当者までご相談ください。

みずあそび
プールあそび ・ 給食体験③
おでかけ保育 千田宝公園(１０：３０～１２：００）

２歳児
以上

みずあそび/おもちゃサロン 誕生日会（園行事に参加）
「給食体験」の予約は、新規の方は担
園庭開放
当者がお話をさせていただき、２回目
園庭開放・ホリデー保育
からのご利用です。
0歳児 みずあそび
電話相談日（お休み）

０歳講座の参加は、5・20日のどちらかを
選んでください。動きやすいパンツスタイ
ルでお願いします。

★０歳さんあつまれ(午前・午後)
★発育相談(保健師)13：45～15：00

休館日

1歳児 ♡親子ふれあいデー(てがたあそび) 赤ちゃん広場「パラバルーン遊び」

ﾃｰﾏ「私の時間、子どもの時間」
忙しい毎日・・みんなはどんな時間の使い
方をしているんだろう・・・話をしましょう。

おでかけ保育 千田宝公園(１０：３０～１２：００）

★ママのおはなしタイム10：30～11：30

あい愛さーくる・おでかけ相談(フジグラン) カレンダーを作ろう・ おでかけ相談(フジグラン)

２歳児
以上

♡親子ふれあいデー(てがたあそび) 電話相談日（お休み）

園庭開放
園庭開放・ホリデー保育
0歳児 ♡親子ふれあいデー(てがたあそび) 電話相談日（お休み）

＜せんにしひろば＞

＜にこにこひろば＞

－せんだの森－
－せんにしの丘－
●毎週月～金曜 9:00～14:00
●毎週月～金曜 9:00～16:00
●♡は親子ふれあいデー(開放日)です。 ●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
お子様のペースで遊んでください。
③保護者氏名 ④電話番号(携帯)
●★は予約が必要な講座です。
記入の上、メール予約ください。
●木曜日は地域の公園で｢おでかけ
E-Mail：niko2@urban.ne.jp
保育｣をしています。

休館日
★１歳さんあつまれ(午前・午後)

－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。

●●疲れ目スッキリ！目の体操●●

これで目の奥すっきり！！目を温かいタオルなどで温めるのもいいね！
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＜いくたす＞

スマホやパソコンを使う現代人は目が疲れている？？

①ぎゅっと閉じる ②ぱっと開く ③左を見て、右を見て
⑤上を見る ⑥下を見る ⑦左にくるり 右にくるり
⑧ついでに肩も、ク～ルクル
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小風さち作
山口マオ絵

せんにしの丘＆せんだの森
「おでかけうんどうかい」

ワニのわにわには、おふろが大好き。
お湯につかり、おもちゃで遊び、
せっけんのあぶくをとばし、シャ
ワーをマイクに歌までうたいます。
木版画のわにわにが迫力満点！

これで目の奥すっきり！！目を温かいタオルなどで温めるのもいいね！

あじさいの花が少しずつ色づいてきました。今年の夏は暑くなると予
想されています。梅雨の晴れ間、また梅雨が明ける時は気温が上がり体
調管理には要注意です。この時期は急な気温の変化に体が慣れず、体の
中の水分や塩分のバランスが崩れがちです。
子どもは、地面の照り返しを強く感じます。時間や天気を見ながら出掛
けることはもちろん必ず帽子をかぶり、できるだけ涼しい木陰を選んで
歩きましょう。また、お茶などでこまめに水分補給をし、親子で熱中症

には気をつけましょう。

福山あゆみこども園（947-7281）
●こども園体験
10:00～11:00
・7月 7日(金) 「七夕の行事に参加しよう」
*参加される方は、７月５日(水)までに申し込みをお願いします。

●なかよし広場 10:00～11:00
・7月14日(金) 「どろんこあそび」
*着替えとタオル、お茶を持ってあそびに来てね。

・7月25日(火) 「誕生会に参加しよう」(要予約)
*７月生まれのお友だちは一緒にお祝いします！！

●育児講座
10:50～11:50
・7月20日(木) 「○○ちゃんがする！～自我の芽生えと親の思い～」
*参加される方は、7月18日(火)までに申し込みをお願いします。

●親子サークル 10:00～11:00
・7月21日(金) 「スライムあそび」
* 参加される方は、7月19日(水)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
・7月 ６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」
・7月13日(木) 10:00～12:00
「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・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。
・ 7月 3日(月) （10:30頃～ 材料費が必要です）
「アロマ体験をしましょう」 虫よけスプレーをつくります
・ 7月24日(月) （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」
・ 7月26日(水) （10:30頃～ 1時間ぐらいです。）
「3B体操」

たじりこども園（956-0811）
●げんきっこサークル
・7月11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。

・7月25日(火) 10:00～11:00 (要予約)
「発育計測」おおきくなったかな？
「水あそびを楽しもう！！」※雨天の場合は室内あそびです
こども園のプールであそびましょう❤
水あそびができるように水着、タオル、着替え等をご持参下さい
保護者の方も、遊べる服装で来て下さい。
★参加の際には、事前に予約のお電話を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
・6月28日(水)
｢製作 七夕飾りを作ろう」

・7月19日(水)
「プールあそび」（給食有）
☆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来て下さい。
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出来れば持って
来て下さい(１人150円)
☆予約期間：7月5日(水)～7月7日(金)
🌼毎週水曜日 9:30～12:30 まで支援室を開放しています。
詳しくはホームページを見て下さい♪

夏がきた！プールオープン！
ところ：フジグラン 神辺店
２Ｆキッズパーク
日にち：7月25日(火)
時 間：13:30～15:00
●子育てに関する悩みや疑問、成長の
喜びなど、みんなで一緒に話し合う
「ひろば」です。
●個別相談にて対応もできます。電話
でご予約ください。
予約ＴＥＬ： 084-955-5070
（せんにしの丘）

６月から順次、各施設でプールがオー
プンします。オープン日の無料開放など
楽しいイベントもあります。今年の夏も
みんなでプールに行ってみよう。

(福山市内の市営プール）
ローズアリーナ
丸之内水泳場
竹ヶ端運動公園水泳場
松永グリーンパーク水泳場
松永健康スポーツセンター
メモリアルパーク

927-9910
926-0642
956-2709
934-7005
934-7717
926-5518

詳しいことは各施設までお問い合わせく
ださい。

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。

・7月 3日(月) 10:30～(要予約)
「たなばた飾りをつくりましょう」
たなばた飾りをみんなでつくりましょう♪

・7月24日(月) 10:30～(要予約)
「水遊びをしましょう」
カップやジョウロを使って水遊びを楽しみましょう。
着替え・タオルを持ってきてくださいね☺

草戸保育所（921-1561）
●草戸にこにこ広場
・7月 6日(木)9:45～10:45 ＜受付:9:35～＞
「七夕まつりに参加しよう‼」(要予約) 7名様まで
7月7日は七夕です。
七夕の行事に参加したり、短冊を作って飾りましょう！

・7月14日(金)・24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。

・7月25日(火) 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
7月生まれのおともだちの誕生日会をします。
参加対象は、7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
・7月22日(土) 18:00～ (要予約)
「精霊まつり」
夏祭りがあるよ。夜店もあるので、遊びにきてね。

※水分補給のため、水筒を持参して下さい。
＜予約電話：927-3052＞
お気軽にお問い合わせください。

