地域の子育て支援通信

であい ふれあい
めぐりあい
やっとウィルス感染が落ち着いたと安心していたのもつかの間、また福山
市内に感染者が出始め、クラスターの発生もみられています。東京や大阪は
感染者が多く確認され、出張に行かれるお仕事のある保護者の方の心配は尽
きないのではないでしょうか・・
４支援センターでは最大限の感染防止対策をして、みなさまのご利用をお
待ちしております。

そらひろば(みゆき)

ゆうゆうひろば(せんにしの丘) にこにこひろば(せんだの森）
園庭開放
園庭開放・ホリデー保育
⓪水あそび （午前・午後）

今月から、予約時間を一週間前
の9時～13時の間までとさせて
いただきます。

リトミック（1歳児対象）

子育てサポートステーション

1 土 今月から、予約時間を一週間前
の9時～13時の間までとさせて
2 日 いただきます。
電話相談日
3 月

休館日

電話相談日

★は予約の講座です

★「親の力」をまなびあう学習プログラム
『ちゃんとしてね！』でつたわってる？

電話相談日（お休み）

4 火 給食・離乳食体験①

①水あそび

電話相談日（お休み）

5 水

アンパンマンになっちゃおう！（1，2歳対象）

6 木

★ZOOM@SORA（10:30～11:00）
「おはなしの国」

★ZOOM＠ＹＯＵ（10：30～11：00）
おはなし 「ぼうしかぶろうね」

おでかけ保育（千田宝公園）

②水あそび おおきくなったね プールあそび・給食体験①
園庭開放
園庭開放・ホリデー保育
園庭開放・ホリデー保育
★8月誕生会＆簡単クッキング
園庭開放

給食体験は、一度ひろばを利用してい
ただき、食事内容やアレルギー除去な
どの詳しいお話をお聞きし、２回目から
のご利用となります。

7 金

★ZOOM＠NIKO（11:00～11:30）
「パネルシアター」

11 火 ふれあいあそび（0歳対象）

カレンダー作り・給食体験②

12 水

園庭開放

電話相談日（お休み）

14 金

園庭開放・ホリデー保育

プールと給食体験のどちらか一方か、
両方の参加かお知らせください。

⓪おおきくなったね（午前・午後） プールあそび・給食体験③
午前：あい愛さーくる
午後：おでかけ相談（フジグラン）

①おおきくなったね
★ZOOM＠ＹＯＵ（10：30～11：00）
「ふれあいあそび」 （対象:0歳）
一緒に遊ぼう！場所：横尾第二公園集会所

園庭開放

午前：赤ちゃん広場「手作りおもちゃ」
午後：おでかけ相談（フジグラン）

電話相談日（お休み）
おでかけ保育（千田宝公園）
電話相談日（お休み）
大型プールであそぼう

園庭開放・ホリデー保育
一緒に遊ぼう！場所：横尾第二公園集会所

園庭開放

電話相談日（お休み）
誕生日会（園行事に参加）10:00～

園庭開放・ホリデー保育
一緒に遊ぼう！場所：横尾第二公園集会所

＜ゆうゆうひろば＞
－ せんにしの丘 －
●毎週月～金曜 9:00～16:00
●♡は｢親子ふれあいデー｣です
遊びながら気軽にご相談下さい
●★は予約が必要な講座です。
1週間前から電話でお願いします
●木曜日は地域の公園でおでかけ
保育をしています
●ホリデー保育をしています
園庭は開放しています

16 日
17 月
18 火

毎月「やってみよう！たべてみよう！を
計画していましたが、コロナ感染が再び
拡大傾向にあるため、安全面に配慮
し当面の間中止させていただきます。

臨時休館

給食体験は、一度ひろばを利用して
いただき、食事内容やアレルギー除
去などの詳しいお話をお聞きし、２回
目からのご利用となります。

休館日

電話相談日
★ZOOM@SORA（10:30～11:00）
「親子でレッツダンス♪」

★誕生日会（午前）

19 水 給食・離乳食体験②
20 木

電話相談日

21 金 誕生日会

★ZOOM＠IKTS（午前）「1歳さんあつまれ」

22 土 プールあそび（1，2歳対象）

休館日

24 月

電話相談日

25 火 カレンダーをつくろう（0歳児対象）
26 水 給食・離乳食体験③
★ZOOM@SORA（10:30～11:00）
「うたってあそぼう」

★ﾏﾏのおはなしﾀｲﾑ（10:30～11:30）
「絵本をひらいてみませんか」（対象：0歳）

プールあそび・給食体験④

28 金 カレンダーをつくろう(1，2歳対象）

初めての絵本、何を選びますか？みんなで
時間の使い方についてはなそう
意見交換しましょう

千田宝公園には駐車場はありません。
車でお越しの方は、せんだの森の駐
車場をご利用ください。

29 土

おでかけ保育（千田宝公園）
園庭開放

15 土

★ZOOM＠IKTS（午後）「0歳さんあつまれ」

23 日

★ZOOM＠NIKO（10:30～11:00）
一緒に遊ぼう！場所：横尾第二公園集会所
「おべんとうをつくろう！」

一緒に遊ぼう！場所：横尾第二公園集会所

●１２：００～１３：００
※環境の一斉消毒と換気のため

10 月

13 木

園庭開放

休館日
いくたすは、新型コロナ感染防止のため、下
記の時間を一時閉館しています

9 日

電話相談日（お休み）

＜いくたす 講座時間＞
(午前)10：30～11：30
(午後)14：00～15：00
＜ＺＯＯＭ＠ＩＫＴＳ＞ 30分間
（午前）10：30～（午後）14：00～

電話相談日

8 土 プールあそび（0歳児対象）

園庭開放

いくたす

電話相談日（お休み）

＜にこにこひろば＞
－ せんだの森 －
●毎週月～金曜 9:00～14:00
●毎回8～10組の予約制です
●参加予約は1週間前からメールで
受け付けます
（受付時間：9:00～13:00）
①登録番号 ②参加日時
③子どもの名前 ④電話番号
●お気軽にご相談ください

e-mail：niko2@urban.ne.jp

27 木

30 日

休館日

31 月 発育計測

＜そらひろば＞
－み ゆ き－
●毎週月～金曜 9:00～14:00
●毎回8～10組の予約制です
●参加予約は1週間前からメールで
受け付けます
（受付時間：9:00～13:00）
①登録番号 ②参加日時
③子どもの名前 ④電話番号
●お気軽にご相談ください

e-mail：sora2@urban.ne.jp

★ZOOM＠IKTS（午後）
個別相談 （一人20分程度）

＜いくたす＞
－ ゆめタウン福山2階 －
●毎週日～土曜 10:00～16:00
（土日は隔週開館します）
●★は予約が必要な講座です
それ以外の時間は自由遊びです
●講座予約は、1週間前から電話
でのみ受け付けます
(受付時間：9:30～16:00)
●一時預かり保育をしています
前日までのご予約が必要です

＜子育て最前線＞

せんだの森（にこにこひろば）
ベビーヨガ（０歳児対象）

★夏だ！ 楽しい水あそび！！★
夏はレジャ－に出かける機会も多いと思います。今年は新型コロ
ナウィルス感染拡大の影響で遠出をすることは少ないかもしれません
ね。
夏の遊びと言えば水遊びです。お子様が小さければ海や大きな
プールに行かないまでも、自宅で水遊びを楽しむこともあるかもしれ
ませんね。水遊びは楽しいですが、危険も潜んでいます。夏を満喫す
るために、危険のないように環境を整えてあげたいものです

＜水の事故を防ぐには＞
●子どもだけで遊ばせない
ちょっとくらいの時間なら・・どんなに水の量が少なく
ても、転倒すればたちまちおぼれます。必ず大人が危険の
ないよう見守ってあげてください。

●ビニールプールは滑りやすい
滑らないよう滑り止めを敷いたり、バケツや洗面器を
使って水遊びをする方法もあります。

●時間は短めに

7月は、講師の先生をお招き
して親子でベビーヨガを楽しみ
ました。
おうちの方にいっぱい触って
もらって赤ちゃんも気持ちよさ
そう・・・。
ヨガでしっかりスキンシップ
をとった後は、講師の先生との
お話しタイム。

ひろばの
ひとこま
赤ちゃんのなぜ？なに？に
話が尽きません。コップで上
手に飲むコツも教えていただ
きましたよ。
次回のベビーヨガは9月を
予定しています。親子でゆっ
たりとした時間を過ごしませ
んか。

水遊びは思いのほか疲れが激しいです。疲れるといつもの
ような行動が出来なくなります。30分以内にしましょう。
いっしょにあそぼ！
なにがとびだすかな？
それじゃあいくよ！
いっせーの・・・！

＜ゆうゆうひろばでのひとコマ＞
よく遊びにきている2組の親子。
お互いの遊びが気になりつつ
「貸して・・」
「どうぞ・・」なかなか言えずモジモジ・・・
そんななか、ついに！
「どうぞ」とボールを手渡すA君。
「すごーい！！」ママたち大感動！！
思わず照れる二人のこどもたち
自粛中は、友達と関わって遊ぶ何気ない光景が
なかなかみられませんでしたが
ほほえましい幸せなひとときでした

なになに

なぁに？？

子育てってわからない事がいっぱい！！
子どもについてのいろいろをひもといていくコーナーです。
とりあげて欲しい内容があったら、ご意見お寄せください。

〈令和２年 ７月豪雨発生〉
日本列島に停滞した梅雨前線からの線状降水帯が記録的豪雨をもたら
し、日本各地で大規模な水害が発生しました。犠牲になられた多くの
方々と、被災されたみなさまに、心からお悔やみとお見舞いを申し上げ
ます。
最近の天気の異変は今までに経験したことのない現象が多く発生し、
５０年に一度と言われるような雨も、それと同じような状況が毎年発生
しており不安な思いをぬぐいきれません。
経験したことのない状況に、大人でもこのような場合の行動について
迷うと思います。子育て家庭にとって、子どもと一緒に行動することは
備えがなければかなり厳しい状況になるのではないでしょうか。今一度、
防災グッズについて見直してみませんか？

〈備えていますか 防災グッズ〉
報道でもたびたび聞かれる「今まで長く住んでいるけれど・・経験し
たことがない！」
今まで全く心配のいらなかった地域でも、いつ何が起こるか分かりませ
ん。子育て家庭には、いろいろな備えが必要だと思います。
防災グッズはまとめてありますか？子どもに持ってもらえるものはあ
りますか？逃げること、しばらく避難すること、また家にとどまる判断
をした時の備蓄は？いろいろな場合が予想されます。
今一度準備しているものを点検してみましょう。
賞味期限が切れていませんか？カバンに入れるものと、家に置いておく
といい物、整理をしておくとよいですね。

いろいろなものが飛び出します！！
卵の中から・・・
小さな穴の中から・・・
暗闇の中から・・・

いっせーの ばあ

なにがとびだしてくるのかな？
楽しみになる一冊です。

さく・え：あらい ひろゆき

（角川書店）
（対象：０歳から）

＜子育て家庭のための防災グッズリスト＞
●子どもの食べ物・飲み物
水、すきなお菓子やベビーフードなど。
カバンに入れたまま賞味期限切れに
ならないよう、時々チェック！
賞味期限が切れる前に、交換しましょう

●育児用ミルクは必ず準備
おすすめは調乳済みの液体ミルク。
缶入りやパック入りでも可。哺乳瓶を
使わなくてもよいようにしましょう。
母乳の人も、様々なストレスで
おっぱいが出なくなることがあります。
顆粒の果汁やジュースなども役立ちます。

●使い捨てカイロ
レトルトのベビーフードや、液体ミルクを温めること
ができます。

●子どもが持てるものを準備
自分で歩ける子どもには、オムツくらいはリュックで
背負えます。普段からリュックを背負うようにしている
と、緊急時に慌てることはありません。

