社会福祉法人 昌和福祉会
認定
こども園

いよいよ梅雨の時期に突入です。福山市、昨年豪雨に
伴う水害が発生しました。見慣れた景色がすっかり姿を
変えてしまい、自然の怖さを痛感しました。これを機に、
家周りの点検と避難場所や防災用品等の確認をしておき
ましょう。

せんにしの丘

認定
こども園

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

おでかけ保育 千田宝公園(１０：３０～１２：００）
２歳児
以上

♡親子ふれあいデー(開放日)〈午後さーくる〉

＜いくたす 講座時間＞
(午前)10：30～11：10
(午後)13：30～14：10

電話相談日（お休み）

園庭開放
園庭開放・ホリデー保育

講師の先生に教え
てもらいましょう。
＊８組限定
0歳児 〈午前・午後〉パラバルーンあそび 電話相談日（お休み） ＊材料費：１００円

休館日

★講座「歯についてのおはなし」 給食体験①

8.30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こしください。

1歳児 パラバルーンあそび〈午後さーくる〉 プラ板で「てるてる坊主」を作ろう

おでかけ保育 千田宝公園(１０：３０～１２：００）
２歳児
以上

★講座「おひざにだっこでおはなししましょう」

園庭開放
園庭開放・ホリデー保育

せんだの森

福山市千田町3-16-2
TEL：（084）955-0078
e-mail：niko2@urban.ne.jp

★0歳さんあつまれ(午後)

絵本広場（絵本の読み聞かせ）
休館日

講師の先生に読んでもらいます。
この日は４歳児クラスのお友だちと一緒です

電話相談日（お休み）
★誕生日会(午前)
簡単おやつ「型抜きクッキー」
1歳児 ♡親子ふれあいデー(開放日) 給食体験②
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
0歳児 〈午前〉親子３Ｂ体操 〈午後〉手遊び
★講座「誕生日会&簡単おやつ作り」

２歳児
以上

♡親子ふれあいデー(開放日)/おもちゃサロン

園庭開放
園庭開放・ホリデー保育

電話相談日（お休み）
「給食体験」の予約は、新規の方は担
当者がお話をさせていただき、２回目
からのご利用です。

電話相談日（お休み）
★講座「七夕飾りを作ろう」 給食体験③
1歳児 おおきくなったかな
電話相談日（お休み）
おでかけ保育 千田宝公園(１０：３０～１２：００）

★発育相談(保健師)※13:45～15:00
相談以外の方も、自由に遊べます。

休館日

0歳児 〈午前・午後〉♡親子ふれあいデー(開放日)

２歳児
以上

おおきくなったかな
園庭開放
園庭開放・ホリデー保育

0歳児 〈午前・午後〉おおきくなったかな
あい愛さーくる・おでかけ相談（フジグラン）

赤ちゃん広場「運動あそび」

カレンダーを作ろう（７月）
誕生日会・おでかけ相談（フジグラン） ★先輩ママ!幼稚園聞きたい!(午前)

♡親子ふれあいデー(開放日) 電話相談日（お休み）

＜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。

＊御幸保育所

絵本について考えよう ※16日～受付

★パパと遊ぼう(午前)※19日～受付

電話相談日（お休み）
おでかけ保育 千田宝公園(１０：３０～１２：００）

＜せんにしひろば＞

★ママタイム(1歳対象) 10：30～11：30

休館日

1歳児 ♡親子ふれあいデー(開放日)
２歳児
以上

★１歳さんあつまれ(午前・午後)

対象：2018年度 幼稚園入園検討中の方
先輩ママはどうやって幼稚園を決めたのか
な？経験をもとに教えていただきます。

★０歳さんあつまれ(午前・午後)
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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
いくたす「パパ講座」
1階ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙで活動します。
～パパとの あたたかい時間～

運営開始＊

当社会福祉法人昌和福祉会は、2017年4月1日より福山市御幸町の
「御幸保育所」の運営を始めました。現在新園舎建設を計画しており、
地域の子育て支援にも力を入れてまいります。
せんにしの丘、せんだの森、いくたすとともに、福山市民に愛され、
必要とされる施設を目指してまいります。
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筒井頼子 作
林 明子 絵
福音館書店

みいちゃんは、お母さんに頼まれて初
めての「おつかい」にでかけます。
ドキドキ・・・みいちゃんの心臓の音が聞
こえてくるようです。
1976年初版以来、大人気の一冊です。
おはなしの中に‶おとうさん”がでてくる
よ。わかるかな？ちょっと難しいけど探し
てね。

てね。

雨の季節がやってきました。しかし、天気のいい日には夏の
ような強い陽ざしが降り注ぐ季節です。親子で必ず帽子をかぶ
るようにしましょう。また、こまめに水分補給をするよう心が
けましょう。
雨が降ると出かけるのがおっくうになりがちですが、子ども
は部屋の中でも動き回ります。こんな時だから子育て支援の場
にお出かけがおすすめ。「福山市HP」「福山市私立認可保育施
設協会HP」でそれぞれ子育て支援情報をチェック！！

福山あゆみこども園（947-7281）
●なかよし広場 10:00～11:00
・6月 2日(金) 「リトミックあそび・時計制作」
身体測定も行います。ご希望の方は、受付時にお知らせ下さい。

・6月16日(金) 「運動あそび」
・6月23日(金) 「誕生会に参加しよう」(要予約)
６月生まれのお友だちは一緒にお祝いします！！

●こども園体験

６月10日(土) 「運動会に参加しよう」

参加される方は、6月3日(土)までに申し込みをお願いします。

●親子サークル 10:00～11:00
・6月30日(金)「七夕飾りを作ろう」
参加される方は、6月26日(月)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
・6月 9日(金) 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」
・6月15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。
・ 6月20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」
・ 6月28日(水) （10:30頃～ 1時間ぐらいです。）
「3B体操」

～子どもの日焼け止め～

ところ：フジグラン 神辺店
２Ｆ キッズパーク
日にち：6月27日(火)
時 間：13:30～15:00

これから日ざしが強くなり、大人は日
焼けに敏感になります。最近は紫外線が
強く、子どもにも日焼け止めが必要です。

①ちょっとお出かけとがっつりおで
かけの使い分け。お買い物くらいな
●子育てに関する悩みや疑問、成長の らSPF20くらいでOK！
喜びなど、みんなで一緒に話し合う
②子どもの肌は敏感。外から帰った
「ひろば」です。
ら日焼け止めを塗った部分を必ず洗
●個別相談にて対応もできます。電話
い流す。
でご予約ください。
③長時間になるときはこまめに塗り
予約ＴＥＬ： 084-955-5070
直し。塗りやすいタイプがおすすめ
（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。

・6月 5日(月) 10:30～ (要予約)
「シャボン玉あそびをしましょう」
園庭でみんなでシャボン玉を飛ばしてあそびましょう。

・6月22日(木) 10:30～ (要予約)
「シールはりをしましょう」
かたつむりにシールや模様を描いてあそびましょう。
★６月の予約電話は、５月29日以降（13:00～15:00）にお願いします

たじりこども園（956-0811）
●げんきっこサークル
・6月13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。

・6月27日(火) 10:00～11:00 (要予約)
「発育計測」おおきくなったかな？
「七夕飾りをつくりましょう」
笹飾りを作って願い事をしましょう❤
★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
・6月 7日(水)
｢リトミック」
リズムに合わせて体を動かしましょう。

・6月14日(水)
｢戸外あそび｣

草戸保育所（921-1561）
●草戸にこにこ広場
・6月13日(火) 9:45～10:45 ＜受付:9:35～＞
「室内あそびをたのしもう‼」(要予約) 7名様まで
マットやすべり台など室内で遊んだり、
親子でふれあい遊びをしましょう。

・6月 5日(月)・22日(木) 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。
親※帽子・タオル・水筒等各自で持参してください

・6月28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
6月生まれのお友だちの誕生日会をします。
参加対象は6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
・6月15日(木) 10:00～11:00（要予約）
「七夕飾りを作ろう」
みんなのお願い事が６叶いますように・・・

※水分補給のため、水筒を持参してください。

外でしっかり体を動かしましょう。

＜予約電話：927-3052＞
※お気軽にお問い合わせください。

