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(認)福山あゆみこども園
(認)大門未来園
(認)たじりこども園

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

涼しい秋風に高く澄んだ空。大きく深呼吸したくなるような気持ち
の良い季節になりました。
これからは、屋外でたくさん体を動かして遊ぶ機会も多くなりま
す。子どもたちの体は適度に動かすことで発達します。いろいろな刺
激をうけて筋肉ができて強くなっていきます。
最近、平たんなところでよく転んだり、転んでも手が出せなかったり
する子がいると言われています。しっかり歩くことで体のバランスが
とれるようになるようです。「♪坂道・トンネル・くさっぱら♪」ト
トロの「さんぽ」の曲に合わせて歩いて秋を見つけるのもいいですね。
秋といえば「食欲の秋」 一年中で一番食べ物のおいしい季節です。
特に旬のものは味もよく栄養価も高いと言われています。美味しいも
のをしっかり食べて、体の中から元気になりましょう。
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」
参加施設の園紹介パネル展示（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、子育て支援活
動もままならず、保護者の方の不安は高まっていると感じています。
そこで、地域子育て支援グループ「ほいくの園」では、保育園及び
認定こども園入園申し込み提出を前に「おでかけ相談会」を開きます。
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)
★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

ところ：フジグラン神辺店 ２階キッズパーク
日にち：10 月 27 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）

＜ボランティアの募集＞
＜ボランティアの募集＞

市民の方や学生の方など、保育や子育てに興
市民の方や学生の方など、保育や子育てに興味の
味のある方を待っています。
ある方を待っています。

(問合せ)事務局：せんにしの丘
事務局：せんにしの丘
(問合せ)
T
E
L
:
084-955-5070
T E L : 084-955-5070
E-Mail：fureai@ho19.jp
E-Mail：fureai@ho19.jp

●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

・10 月 6 日(火)＜要予約：９月 29 日(火)～予約受付 10 時～＞
「わらべ歌あそび」対象０歳児＊わらべ歌にあわせて遊びましょう。
・10 月 13 日(火)＜要予約：10 月６日(火)～予約受付 10 時～＞
「親子体操」対象１歳児以上＊元気に体を動かして遊びましょう。
・10 月 20 日(火)＜要予約：10 月 13 日(火)～予約受付 10 時～＞
「1０月生まれのお誕生日会・簡単クッキング」
10 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）
・10 月 27 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
10 月 24 日（土）｢パパのおはなしタイム｣(対象年齢：0～2 歳)
ﾃｰﾏ「パパの楽しみみつけよう」パパ同士話をしてみませんか。

●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
10 月 20 日（火）｢保育園・こども園の話」14：00～14：30
オンラインアプリ ZOOM を使います。入園検討中の方ご参加ください。
★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。

★衣替えのシーズンになりました★
～秋の子どもの装いの工夫点～

認定
こども園

福山あゆみこども園（084-947-7281）

●なかよし広場
10:00～11:00
・10 月 9 日（金） 「園庭あそび」（雨天中止）

① 天候や気温に合わせて対応しましょう
日によって暑かったり寒かったり。一日の中でも気温差
が大きくなる季節です。上着で調節が良いでしょう。

② 子どもの動きを見て調整しましょう
子どもは思ったより動きが激しく、子どもだけ汗をかく
こともあります。汗は必ず拭きとってあげましょう。

ご自由に園庭の遊具で遊んでください！
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。

③ 肌着は大人と同じでは暑いことも
大人が寒いとつい厚着をさせがち。肌着は袖がないもので
も十分です。子どもの体質に合わせてあげましょう。
認定
こども園

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
・10 月 15 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」
・10 月 23 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」
★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。
・10 月 14 日（水）（10:３0 頃～ 材料費が必要です）
「アロマ体験をしましょう」抗菌スプレーを作ります。
天然成分で、手指やマスクに使えます。
・10 月 21 日(水) （10:45 頃～ バスタオルが必要です）
「ベビーマッサージ」
認定
こども園

大門未来園（084-943-9355）

●子育てサークル みらいっこ ＜9:40～受付＞
10:00～朝の会・ふれあい等

10:15～活動

・10 月 14 日（水）
「リトミック」
動きやすい服装できてくださいね。

・10 月 21 日（水）
「ベビーヨガ」（予約制）対象年齢：首すわり～1 歳半まで
ベビーケアハウス「honoka」の瀧川先生が講師として
来られます。
★バスタオルを 1 枚持って来てくださいね。

予約…10/4（水）～10/16（金）先着 7 組まで
※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）

●草戸にこにこ広場
・10 月 14 日（水）10:00～11:30 (雨天中止)
・10 月 23 日（金）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。

※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。
参加希望の際には、草戸こども園のホームページ、
または電話でのお問い合わせを
よろしくお願いします。

・ほいくの園おでかけ相談会【10 月 15 日（木）、16 日（金）
】
ポートプラザでお待ちしてます！！ぜひご参加下さい。
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大津野こども園（084-943-6030）

●アップルクラブ
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）育児相談は受け付け
ています。感染症対策のため事前に予約をお願いします。
・10 月 22 日(木)「お絵描き・シール貼りをしましょう」（要予約）
クレヨンでお絵かきをしてあそびましょう。

・10 月 29 日(木)「誕生日会（発育測定）」（要予約）
10 月生まれの友だちをお祝いしたり、発育測定をします。
10 月の予約電話は９月２９日(火)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
・10 月 20 日(火)10:00～11:00(予約受付 10/6～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。

・10 月 26 日(月)10:00～11:00(予約受 10/12～先着 5 名)
「発育計測」大きくなったかな？
「ハロウィンの飾りをつくろう！」
ちょっと怖くてカワイイ飾りを作りましょう！
★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）

10 月の子育て支援活動は、新型コロナウイルス感染対策
の為、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いたしますので、是非ご参
加ください。
★当園での子ども達の様子は、
ホームページ内の『園日記』
で紹介しております。
http://meijyou.net
※園の見学等につきましては、気軽にお問い合わせください。

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〉
・10 月 ６日（火）
「リトミック（０歳児対象）
」
親子で楽しくリズムに合わせてスキンシップをとりましょう♪

・10 月 27 日（火）
「誕生日会（園行事に参加）
」
10 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。

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〉
・10 月 30 日（金）
「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。

