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(認)福山あゆみこども園
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ほいくの園は、市内の法人立 10 保育施設と 1 つの子育て支援
施設がグループを組んで安心して子育てできる環境を考え、地域
の方と共に子育てネットワークを広げる活動をしています。
「ここに来れば誰かに会える」「話ができる」
「楽しい気持ちに
なれる」親と子が一緒に安らげる「ひろば」を作り育てています。
みなさんの『おでかけ』を待っています！！

(認)ののはまこどもえん

(認)せんにしの丘
(支) いくたす

(認)みゆき

(認)せんだの森
(認)大津野こども園

(宗)明浄保育園 (認)草戸こども園

まだまだ暑い日が続いています。家にいる時は一日中エアコンをか
け、熱中症にならないよう気をつけてください。小さな子どもは自分
から水分補給ができません。周りの大人が気をつけてあげましょう。
また、子どもの事ばかり考えて大人は後回しになりがちです。子ども
と同じように動くと、間違いはありませんね。
今年の今頃は、日本は「東京オリンピック」で沸いていたことでし
ょうが、残念ながら今も新型コロナウィルス感染拡大についての報道
が落ち着くことを知りません。暑いなかでのマスクはとても苦しいで
すが、感染防止に努めましょう。
「マスクをする」
「こまめな手洗い」
「三密を避ける」この 3 つを確実
に心がけていきましょう。来年の今頃、オリンピックで活躍する多く
の人を応援できますように・・・
その

ほいくの園です

とぴっくす
★ほいくの園

日

時：2020 年

15 日（木）
16 日（金）
（午前）10：00～12：00
（午後）13：00～15：00

場

所：ポートモール
（ゆめタウン福山と天満屋ハピーマートの間）

内

容：①地域子育て支援グループ「ほいくの園」
参加園の紹介パネル展示（写真パネル）
②入園についての相談、および子育て相談
③様々な子育て情報提供

ほいくの園は子育て支援グループです
地域子育て支援グループ「ほいくの園」は、福山市内の
私立保育施設 10 施設と 1 つの子育て支援施設がグルー
プを組んで、様々な場所でひろばつくりをしています。
新型ウィルス感染防止の観点から、多数の集まるイベン
ト等が難しい現状があります。そこで今年度は、グループ
の各施設の子育て支援活動とともに、丁寧な相談対応に
力を入れていくことといたしました。
「ほいくの園」は 市民の見える場で「遊びの場」
「相談の
場」
「学びの場」を作るなかで、今後も精力的に子育て支援
活動を続けてまいります。

おでかけ相談会のお知らせ★

今は保育園を初め、認定こども園や幼稚園でも積極的に子育て支援
活動をしており、園の様子や子どもたちの遊びの姿を見ることができ
るようになりました。
しかし今年は新型コロナウィルス感染拡大のために、いつものよう
な活動ができず、お届けする情報が不十分だと感じています。
そこで、地域子育て支援グループ「ほいくの園」では、10 月から
の 1 号認定および幼稚園入園願書提出を前に「おでかけ相談会」を開
くこととなりました。各施設の保育や教育の様子について、写真を通
してお伝えし、入園に向けての相談会も実施いたします。
グループに所属する 10 保育施設の先生方と直接話ができる貴重な
機会です。どうぞご都合のいい時間にお立ち寄りください。

10 月

感染症拡大防止のため、あそびのひろば「こども秋まつり」は
実施いたしませんが、子どもたちの喜ぶ手作りおもちゃを用意し
て待っています。お誘い合わせの上、お立ち寄りください。
認定
こども園

せんにしの丘（084-955-5070）

●ゆうゆうひろば(年齢別さーくる)

ところ：フジグラン神辺店
日にち：９月 29 日（火）
時 間：13:30～15:00

２階キッズパーク

●子育てに関する悩みや疑問、成長の喜びなどをみんなで一緒に話し合う
「ひろば」です
●ゆっくり個別相談にて対応することもできます。
その場合、必ず電話での予約をお願いします。

（問合せ）TEL：084-955-5070（せんにしの丘）
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★月曜日：0 歳児(午前・午後) ★水曜日：1 歳児
★隔週火曜日：マタニティさーくる

●おやっこさーくる（子育て講座）

★金曜日：2 歳児

火曜日 9:30～11:30

・９月 １日(火)＜要予約：８月 25 日(火)～予約受付 10 時～＞
「こんな時どうしたらいい？」簡単な応急処置の話を聞きましょう。
・９月 ８日(火)＜要予約：９月１日(火)～予約受付 10 時～＞
「おはなしはじまるよ♪」ZOOM で楽しいお話を見ましょう。
・９月 15 日(火)＜要予約：９月８日(火)～予約受付 10 時～＞
「９月生まれのお誕生日会・簡単クッキング」
９月生まれのお友だちをみんなでお祝いしましょう。

●あい愛さーくる（月一回火曜日）
・９月 2９日(火) 10:00～11:30
ことばや運動発達が気になる、お友だちとの遊びができにくい、子育て
しにくいと感じている保護者の方を対象にしたさーくるです。
お子様と一緒にご参加ください。
子育てサポートステーション

いくたす

(084-931-6606)

●子育て講座
９月 24 日（木）
「ママのおはなしタイム(対象年齢：1 歳以上)」
ﾃｰﾏ「ちゃんとしてね！で伝わってる？」しつけについて考えよう。

●ZOOM ひろば IKTS ※並行してひろばでは自由あそびをしています
９月 28 日（月）「転勤族さんあつまれ」14：00～14：30
オンラインアプリ ZOOM を使って、いろいろ情報交換をしましょう。
★講座のない時は、自由に遊べます。土日、祝日は隔週で開館しております。
★一時預かりも行っています。お気軽にお問い合わせください。

認定
こども園

1923 年（大正 12 年）の９月１日、関東地方にマグニチュード 7.9 の大地震。
「関東大震災」です。膨大な数に上る死者・行方不明者が出たこの地震を教訓にして、災
害への心構えを忘れないように制定されたのが防災の日です。いつどこで災害が起こる
か分かりません。備えは万全ですか？

福山あゆみこども園（084-947-7281）

●なかよし広場
10:00～11:00
・9 月 11 日（金） 「園庭あそび」（雨天中止）
・9 月 18 日（金） 「園庭あそび」（雨天中止）
ご自由に園庭の遊具で遊んでください！
まだまだ暑い日が続きます。帽子、水筒等各自でご用意ください。

★新型コロナウイルスの影響で変更になる場合がありますので、
参加希望の方は予約の電話をお願いします。
★問い合わせ・予約は、13:00～15:00 の間にお願いします。

★防災グッズや避難用品の整理・点検
カバンの中身を 1 年に 1 回は点検しましょう。
消費期限が切れた食べ物はありませんか。

★避難場所を知っていますか
一番近くの公的避難場所を調べておきましょう。

★連絡方法を確実に
電話が使えない可能性も。家族で避難先を情報共有しておきましょう
認定
こども園

ののはまこどもえん（084-941-6076）

●ふれあいクラブ
・9 月 10 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測定」
・9 月 24 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」
★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

認定
こども園

大門未来園（084-943-9355）

９

10:00～朝の会・ふれあい等

10:15～活動

9 日（水） 「リトミック」

動きやすい服装できてくださいね。

・9 月 16 日（水） 「新聞紙あそび」
手指を使って、びりびりちぎってあそびましょう。

・9 月 23 日（水）

「手作りおもちゃ」
親子で手作りおもちゃ作りを楽しみましょう。

※新型コロナウイルスの影響で変更になる場合があります。
☆その他の日程はＨＰをご覧ください。☆

認定
こども園

草戸こども園（084-921-1561）

草戸こども園は福山市の中心部にあり、今年で 50 年目を
迎えた認定こども園です。
9 月の子育て支援活動は、新型コロナウイルス感染症対策
のため、お休みをさせていただきます。
また、状況が落ち着いたら再開を
いたします。
園庭開放や親子で楽しめる活動など
いたしますので楽しみにお待ちください

認定
こども園

せんだの森（084-955-0078）

●にこにこひろば 毎週月～金曜日 9:00～14:00〈毎回 8～10 組までの予約制〉
・９月 ７日（月）
「リトミック（1、2 歳児対象）」
リズムに合わせて楽しく体を動かしましょう♪

・９月 29 日（火）
「誕生日会（園行事に参加）
」
９月生まれのお友だちと一緒にお祝いしましょう！
お誕生月のお友だちにはワッペンのプレゼントがあるよ♪

＜参加予約方法＞ ｅ-mail：niko2@urban.ne.jp
ひろば参加はメールにてご予約をお願いします。
★予約は 1 週間前からの受付いたします。（予約時間 9～13 時）
①参加する日にち
②登録番号
③子どもの名前・年齢 ④電話番号（携帯電話）を入力。
※返事は翌日以降になる場合があります。ご了承ください。

大津野こども園（084-943-6030）
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毎週火・水・木曜日、運動場・支援室を開放しています。
感染症対策の為、1 時間のご利用をお願いします。
活動時間 10：00～11：00
活動は園行事等で変更する時があります。
★毎回４組の完全予約制です。電話でのご予約をお願いします
アップルクラブを行っている日の午後（14:00 まで）育児相談は受付けて
います。感染症対策のため事前に予約をお願いします。

・９月 16 日（水）「小麦粉粘土であそびましょう」（要予約）
小麦粉粘土の触感を楽しみましょう。

・９月 29 日（火）「誕生日会（発育測定）」（要予約）
９月生まれの友だちをお祝いしたり、発育測定をしたりします。
９月の予約電話は８月 27 日(木)以降、13 時～15 時の間でお願いします。
認定
こども園

たじりこども園（084-956-0811）

●げんきっこサークル
・9 月 23 日(水)10:00～11:00 （予約受付 9/19～先着 5 名）
「発育計測」大きくなったかな？
「ベビー＆キッズマッサージ」
専門の講師と一緒にオイルマッサージでリラックスしましょう。
ママには、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。

・9 月 29 日(火)10:00～11:00 （予約受付 9/15～先着 5 名）
「発育計測」大きくなったかな？
「手作りおもちゃであそぼう！」
手作りおもちゃを作って一緒にあそびましょう。
★参加の際には、事前にご予約の電話をお願いします。各回の 2 週間
前から受け付けています。

宗教法人實相寺

明浄保育園（084-927-3052）

明浄保育園は、福山駅北口から車で約５分、實相寺という
お寺の境内にあります。歴史のある建造物に囲まれた広い
園庭や、和風の外観の園舎、大きな梁の遊戯室、池で泳ぐた
くさんの鯉も皆さんをお待ちしています。
９月の子育て支援活動は、
新型コロナウイルス感染対策のため
お休みさせていただきます。
活動が再開されましたら
ご案内させていただきますので、是非ご参加ください。
※園の見学等につきましては、お問い合わせください。
認定
こども園

み ゆ き（084-955-0049）

●そらひろば 9:00～14:00 〈毎回 8～10 組までの予約制〉
・９月 23 日（水）
「ベビーとママのバランスあそび（０歳対象）」
ふれあいあそびや、ベビーマッサージをします♪
そらひろばの利用が２回目以降から予約ができます
バスタオル１枚と水分補給できるものをお持ちになり
動きやすい服装でご参加ください。

＜参加予約方法＞ ｅ-mail：sora2@urban.ne.jp
ひろば参加は、メールでご予約をお願いします。
★予約は 1 週間前から受付いたします。
①参加する日にち
②登録番号
③子どもの名前・年齢 ④電話番号（携帯電話）を入力。
※返事は翌日以降になる場合があります。ご了承ください。

