社会福祉法人 昌和福祉会
認定
こども園

ふりそそぐ柔らかな日差しに春を感じます。春は｢出会い｣の
季節です。せんにしの丘、せんだの森、いくたす、３つの子育
て支援センターでは、福山市での生活を新しくスタートした方
や子育て支援センターデビューの親子との出会いが楽しみです。
みんなで話をしながら、一緒に子育てについて考えてみません
か。素敵な出会いの場になりますように・・

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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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）
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

認定
こども園

給食体験は、新規の方は担当者がお
園庭開放
話をさせていただき、２回目からのご
園庭開放・ホリデー保育
利用です。
園庭開放
電話相談日（お休み）
園庭開放
おしゃべり広場・発育計測
園庭開放
給食体験①
おでかけ保育 千田宝公園(１０：３０～１２：００）

いくたす

1
2
＜いくたす 講座時間＞
3
(午前)10：30～11：10
4
(午後)13：30～14：10
★0歳さんあつまれ(午前・午後)
5
動きやすいパンツスタイルでおこしください。 6
親子で身体を動かします。
２歳児
ふれあいあそび
電話相談日（お休み）
7
以上
園庭開放
8
園庭開放・ホリデー保育
休館日
9
0歳児 ふれあいあそび
カレンダーを作ろう（5月）
★誕生日会(午前）
10
相談以外の方は、自由に遊べます
★講座「こんな時どうしてる？座談会」 電話相談日（お休み）
11
1歳児 ふれあいあそび
★発育相談(保健師)※13：45～15：00
給食体験②
12
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
13
２歳児
♡親子ふれあいデー(開放日) 電話相談日（お休み）
14
以上
園庭開放
休館日
15
園庭開放・ホリデー保育
16
0歳児 ♡親子ふれあいデー(開放日) 電話相談日（お休み）
17
動きやすいパンツスタイルでおこしください。
★講座「誕生日会&簡単おやつ作り」 赤ちゃん広場「絵本にふれてみよう」 親子で身体を動かします。
18
1歳児 ♡親子ふれあいデー(開放日) 電話相談日（お休み）
★1歳さんあつまれ(午前・午後) 19
おでかけ保育 千田宝公園(１０：３０～１２：００）
20
２歳児
おおきくなったかな/おもちゃサロン 給食体験③
★2歳さんあつまれ(午前)
21
以上
動きやすいパンツスタイルでおこしください。
園庭開放
22
親子で一緒に作りましょう。8組限定です。 親子で身体を動かします。
園庭開放・ホリデー保育
休館日
23
0歳児 おおきくなったかな
給食体験④
24
あい愛さーくる・おでかけ相談（フジグラン） 簡単おやつ「バナナケーキ」・おでかけ相談（フジグラン）
「おや！おや？」（対象:０歳）初めての子育て 25
で戸惑うことはありますか。親って何でしょうね。26
1歳児 おおきくなったかな
電話相談日（お休み）
★ママタイム(0歳対象)※10：30～11：30 27
おでかけ保育 千田宝公園(１０：３０～１２：００）
２歳児
♡親子ふれあいデー(開放日) 誕生日会（園行事に参加）
28
以上
園庭開放・ホリデー保育
休館日
29
★パパと遊ぼう(午前) ◎24日より予約 30
園庭開放・ホリデー保育

＜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
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＜いくたす＞
－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。

せんにしの丘(０歳さーくる)
～ボールであそぼ～

＊＊ほいくの園(その) おでかけ保育で待ってます＊＊

～リズミカルなおはなし～

当法人の３支援センターは、地域子育て支援グループ｢ほいくの園｣の
加盟施設として、月に一回『おでかけ保育』をしています。参加には予
約は必要ありません。誰でも参加できる子育て支援の場です。４部制で
行っております。詳細は裏面をご覧ください。お待ちしています。
日 時：４月13日(木) 10：00～15：50
場 所：イトーヨーカドー福山店 1階 エントランスホール

おべんとうの食べ物たちがお返事し
ながら次々とバスに乗ってきます。
食べるの大好き、乗り物大好き、お返
事大好きのこどもたちにぴったり！お
べんとうを作っておでかけしたくなり
ますね。

真珠まりこ作・絵
ひさかたチャイルド

場

所：イトーヨーカドー福山店 1階 エントランスホール

ますね。

春です！色とりどりの花が咲き、子どもたちそしてお家の方にとって
も新しい出会いが待っています。もうすぐ桜の美しい季節ですね。家族
やお友だちと一緒のお花見が楽しみです。
わが街『福山市』では、子育てしやすい街をめざして保育所や幼稚園
など、様々な子育て支援の場があります。
地域子育て支援グループ｢ほいくの園(その)｣も、みなさんとの出会いを
楽しみにしています。

福山あゆみこども園（947-7281）
●なかよし広場 10:00～11:00
・4月14日、28日(金)
「お外であそぼう」
滑り台やボール、砂場あそびなどをして元気にあそびましょう。

・4月21日(金)
「誕生会に参加しよう」（要予約）
４月生まれのお友だちのお誕生会に一緒に参加しませんか？
４月生まれのお友だちは一緒にお祝いしますので、お知らせ下さい
身体測定も行いますので、希望される方は受け付け時に
お知らせください。
★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（941-6076）
●ふれあいクラブ
・4月14日(金) 10:00～11:30
「アンパンマン園庭で遊びましょう」
・4月20日(木) 10:00～12:00（雨天：みんなのもり）
「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）
★毎週月曜日～水曜日 9:45～14:45 ★毎週木・金曜日 9:45～12:00
3月は、3月24日（金）で終了します。
★2017年度は、4月6日（木）からスタートします。
◎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。
・ 4月18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」
・ 4月26日(水)（10:30頃～ 1時間ぐらいです。）
「3B体操」

田尻こども園（956-0811）
●げんきっこサークル
・4月18日(火) 10:00～11:00 (要予約)
「発育計測」おおきくなったかな？
「かぶとのぼうしをつくろう！」
かわいいかぶとをつくりましょう❤

・4月25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。
★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
・4月12日(水) ｢リトミックあそび｣
音楽に合わせて体を動かしましょう！動きやすい服装で来てください

・4月19日(水) ｢シール遊び｣
季節の製作をします。シールを剥がして紙に貼ります！

・4月25日(火)
｢花まつり｣

10:00～花まつり
お釈迦さまの誕生日をみんなで祝いましょう。

・4月26日(水)
｢クラス遊び(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とおしぼりをできれば持って来て下さい(給食代:一人150円)
＊アレルギー・離乳食の方はお子さま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。

お得に健康づくり！
『ひろしまヘルスケアポイント』
歩数や健診受診などの個人の健康
づくりで、スーパーのポイントなど
様々な特典がもらえます。忙しい
●子育てに関する悩みや疑問、成長の 子育て世代の方でもインターネット
上で手軽に楽しく取り組めます。
喜びなど、みんなで一緒に話し合う
※参加無料
「ひろば」です。
対象：18歳以上の県民
●個別相談にて対応もできます。電話
でご予約ください。
問合せ）広島県地域包括ケア
予約ＴＥＬ： 084-955-5070
高齢者支援課
（せんにしの丘）
TEL：082-513-3214

ところ：フジグラン 神辺店
２Ｆちびっこひろば
日にち：4月25日(火)
時 間：13:30～15:00

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

・4月 3日(月) (要予約) 10:30～
「お話をききましょう」
“はらぺこあおむし”の大型絵本を曲に合わせて楽しみます。

・4月17日(月) (要予約) 10:30～
「製作をしましょう」
“こいのぼり”を作りましょう。指スタンプをして
カラフルなこいのぼりを作り、曲に合わせて泳がせましょう。
★４月の予約電話は、3月27日午後１時～３時にお願いします。

草戸保育所（921-1561）
●草戸にこにこ広場
・4月12日(水) 9:45～10:45 ＜受付：9:35～＞
「手作りおもちゃをつくろう!!」（要予約）7名様まで
楽しいおもちゃを作って遊びましょう♪
何を作るかはお楽しみに！

・4月 6日(木)・18日(火) 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。

・4月26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
4月生まれのお友だちの誕生日会をします。
参加対象は4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
・4月27日(木) 10:00～11:00 (要予約)
「手作りおもちゃをつくろう!!」
こどもの日に向けて、お空に泳ぐこいのぼりを
一緒に作ろう♪

＜予約電話：927-3052＞
※お気軽にお問い合わせください。

