社会福祉法人 昌和福祉会
認定
こども園

朝晩だけでなく日中の気温も下がり、秋が深まりつつあります。
もみじやいちょうの色づき、どんぐりやいろいろな木の実など、散歩にで
かけると秋ならではの素敵な発見がいっぱいです。子どもたちにとっては、
そのどれもがおもちゃになりますし、どんぐりは拾って集めるだけでも大
切な宝物です。ぜひ親子で歩いてみてください。日常の風景とは別の景色
が待っていますよ。

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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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
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

パラバルーンあそび
砂場で遊ぼう
おでかけ保育 千田宝公園(１０：３０～１２：００）

いくたす
まつりごっこ（一日中）※予約不要 1

2
園庭開放・ホリデー保育
3
１歳児クラスのお友だちと一緒に絵
園庭開放
4
本の読み聞かせに参加します。
園庭開放・ホリデー保育
休館日
5
０歳児 パラバルーンあそび
電話相談日（お休み）
6
講座参加の際には、動きやすい服装でお
こしください。電話予約時間：9：30～16：00
★講座「 運動あそび」
絵本広場（１歳児クラスと一緒に）
7
１歳児 ♡親子ふれあいデー(ほんわかタイム) 給食体験①・発育計測
8
０歳講座は、10日と29日のどちらかの参加
でお願いします。
おでかけ保育 千田宝公園(１０：３０～１２：００）
9
２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）
★０歳さんあつまれ（午後）
10
以上
親子で体を動かしましょう。
園庭開放
休館日
11
今回は、2歳児対象になります。
園庭開放・ホリデー保育
12
０歳児 親子3B体操
楽しくリトミック（2歳児対象）
★誕生日会（午前）
13
テーマ「父親の楽しみを持ち寄ろう」
★講座「ベビーマッサージ」 給食体験②・発育計測
14
お子さまと一緒におこしください。父親同士
１歳児 おりがみあそび
電話相談日（お休み）
15
語りましょう。※１１/１０(金)より予約可
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
16
２歳児
★発育相談（保健師）13：45～15：00 17
おりがみあそび/おもちゃサロン 簡単おやつ作り「ポップコーン」
以上
★パパのおはなしタイム10：30～11：30 18
園庭開放
ポップコーンがはねるのを見るのも楽しいで
すよ。何味のポップコーンを作ろうかな？・・・
園庭開放・ホリデー保育
休館日
19
０歳児 おりがみあそび
給食体験③・発育計測
20
★講座「誕生日会＆簡単クッキング」 電話相談日（お休み）
★１歳さんあつまれ（午前・午後） 21
１歳児 ♡親子ふれあいデー(てがたあそび) 赤ちゃん広場（0歳児対象）
22
園庭開放・ホリデー保育
23
２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（12月）
24
以上
給食体験は、新規の方は担当者が
園庭開放
休館日
25
お話をさせていただき、２回目からの
園庭開放・ホリデー保育
26
ご利用です。
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）
★２歳さんあつまれ（午前）
27
あい愛さーくる・おでかけ相談（フジグラン） 誕生日会・おでかけ相談（フジグラン）
28
１歳児 ボールあそび
給食体験④・発育計測
★０歳さんあつまれ（午前・午後） 29
おでかけ保育 千田宝公園(１０：３０～１２：００）
30

＜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。

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

せんだの森
「消防自動車 かっこいい！」

-2018年度 社会福祉法人昌和福祉会 1号認定入園募集のお知らせ＊社会福祉法人昌和福祉会 認定こども園せんにしの丘と、認定こども園せんだ
の森の1号認定の募集が始まります。
★要項配布期間：11月1日（水）～12月2日（金）
★募集受付
：11月1日（水）～12月2日（金）
★募集人数
：3歳児 3名程度（両施設共それぞれ）
※途中退園などで人数の変更の可能性あり
※応募多数の場合、12月３日（土）に抽選をします。
詳しくは、せんにしの丘、せんだの森のそれぞれの施設にお問い合わせください。

岸田衿子 文・長野博一 絵
佼成出版社

食いしん坊の白ブタくんが、果物をまるご
と食べていきます。
はじめはリンゴで体の一部が赤く染まり、
次はレモン。最後に石けんを食べると…？
2歳くらいになると「おかしいな」と思うこ
とが面白くなってきます。いろいろな色に染
まった白ブタくんのカラフルな体の色の変化
も楽しいです。

詳しくは、せんにしの丘、せんだの森のそれぞれの施設にお問い合わせください。

山々の紅葉が織りなすコントラストがとても美しい季節となりました。
この時期は各地で運動会やお祭りなどがあり、地域の人と触れ合えるい
い機会です。
秋は気候も安定し、外遊びを楽しむには絶好の季節です。子どもたち
は散歩の途中でいろいろなものを拾いますが、すべてが楽しい経験で大
きくなることに必要なものです。危険なものもありますがそれを見て聞
いて知ることが大切です。
親子の散歩道でのほんの少しの会話が、小さな子どもの心の中に大き
くふくらみ、積み重なることで大切な時間となるでしょうね。

福山あゆみこども園（947-7281）
●なかよし広場
10:00～11:00
・11月10日(金)
「誕生会に参加しよう」（要予約）
11月生まれのお友だちの誕生会に参加しませんか？
11月生まれのお友だちは一緒にお祝いしますので
お知らせください。

・11月24日(金)
「お外であそぼう」
砂場でお山を作ったり、すべり台やボールあそびを
して元気いっぱい遊びましょう！
水筒、帽子等は各自でご持参ください。

※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。
※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
・11月9日(木) 10:00～12:０0 （予約が必要です）
「ののはまこどもえんでの同年齢児交流と発育測定」
同じ年齢のクラスに入って、一緒に遊びましょう

・11月17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」

ところ：フジグラン 神辺店
２Ｆキッズパーク
日にち：１１月２８日(火)
時 間：13:30～15:00

インフルエンザ予防接種は
流行前に！！
福山市では、幼児のインフルエンザ予
防接種費用の一部を助成しています。流
行の前に早めに接種しましょう。

●子育てに関する悩みや疑問、成長の ●対象年齢：満1歳～小学6年生まで
（福山市に住民票がある児童の保護者）
喜びなど、みんなで一緒に話し合う
＊１回につき800円（1人2回まで）
「ひろば」です。
＊期間：2018年1月31日まで
●個別相談にて対応もできます。電話
＜お問い合わせ＞
でご予約ください。
福山市保健予防課
予約ＴＥＬ： 084-955-5070
℡：084-928-1127
（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

★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

・11月 8日(水) 10:30～(要予約)
「みのむしの体に紙をはりましょう」

◎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。
・ 11月14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」
・ 11月22日(水) （10:30頃～ 1時間ぐらいです。）
「3B体操」

・11月24日(金) 10:30～(要予約)
「散歩に出かけましょう」

たじりこども園（956-0811）
●げんきっこサークル
・11月14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。

・11月28日(火) 10:00～11:00 (要予約)
「発育計測」おおきくなったかな？
「クリスマスの飾りをつくろう！！」
雪だるまのスノードームを作りましょう～☆☆☆
★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
・10月25日(水) ｢リトミック(給食有)｣(※給食希望のみ要予約)
●給食の予約期間

10/12(木)～14(土)

・11月15日(水)「クラス遊び(給食有)｣(※給食希望のみ要予約)
●給食の予約期間 11/1(水)～4(土)
☆0歳児…新聞あそび ☆1歳児…どんぐり拾い

☆2歳児…戸外あそび

◎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(要実費：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。

みのむしの体にたくさん紙をちぎってはりましょう。

ペットボトルバケツを持ってどんぐりや落ち葉を見つけに
行きましょう。
★11月の予約電話は、10月25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
・11月14日(火) 9:45～10:45〈受付9:35～〉
「小麦粉粘土で遊ぼう！！」(要予約) 7名様まで
小麦粉粘土の感触を楽しんだり、いろいろな形をつくって
あそびましょう！

・11月2日(木)・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。
・11月16日(木) 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
11月生まれのおともだちの誕生日会をします。
参加対象は、11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。

※予約のTELは、13:00～15:00の間にお願いします。

明浄保育園（927-3052）
●めいじょうフレンドくらぶ
・11月9日(木) 10:00～11:00（要予約）
「小麦粉粘土で遊ぼう」
コネコネモミモミして小麦粉粘土の感触を
楽しみましょう♪

※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。

