
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

休館日 ほいくの園 休館日 電話相談日 ベビーヨガ 電話相談日 おでかけ保育 給食体験①
ミニおでかけ保育 （お休み） （0歳児対象） （お休み） 千田宝公園 発育計測
10:00～12:00 10：00～

8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
★0歳さん ほいくの園 給食体験② リトミック 電話相談日 おでかけ保育 簡単おやつ
あつまれ ミニおでかけ保育 発育計測 （1歳児対象） （お休み） 千田宝公園 「ふりかけおにぎり」

(午前) 10:00～12:00

15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
休館日 ★2歳さん ほいくの園 休館日 ハロウィンの 給食体験③ ほいくの園 電話相談日

あつまれ おでかけ保育 小物入れを作ろう 発育計測 おでかけ保育 （お休み）

(午前) 9:00～14:00 10：00～ カレンダー製作 (いくたす)
22 23 24 25 26 対象:2.3歳 27 28 22 23 24 25 26 27 28

★パパと ★誕生日会 ★ママの 午前：電話相談日(お休み） 　給食体験④ おでかけ保育 誕生日会
あそぼう おはなしタイム 午後：おでかけ相談 発育計測 千田宝公園 10:00～

(午前) 10:30～11:30 　　　　　（フジグラン）

29 30 29 30
休館日 ★幼稚園の 電話相談日

先輩ママ教えて （お休み）

　　　　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2　　♡ 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

園庭開放 〈開放日〉 ★(要予約) ♡ おでかけ保育 ♡ 園庭開放 電話相談日 やってみよう！ つくって 電話相談日 給食
ホリデー保育 (午前・午後) ふれあい遊び 〈開放日〉 千田宝公園 〈開放日〉 （お休み） たべてみよう！ あそぼう （お休み） 離乳食体験①

（0歳児） （0歳児） （１歳児） （2歳児以上） （1.2歳以上対象） （0歳対象）
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14

園庭開放 パラバルーンあそび ★(要予約) 親子3B体操 おでかけ保育 パラバルーンあそび 園庭開放 つくって 電話相談日 ふれあいあそび 電話相談日 電話相談日
ホリデー保育 アロマストーン作り 千田宝公園 あそぼう （お休み） （0歳対象） （お休み） （お休み）

（0歳児） （1歳児） （2歳児以上） (1.2歳以上対象)

15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
園庭開放 園庭開放 ★(要予約) しんぶんしあそび ほいくの園 しんぶんしあそび 園庭開放 ベビーとママの 給食 自由あそび 電話相談日

ホリデー保育 ホリデー保育 9月誕生会＆ 〈開放日〉 おでかけ保育 （2歳児以上） バランスあそび 離乳食体験② （お休み）

簡単クッキング （１歳児） (いくたす) （公）おもちゃサロン （0歳対象）
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28

園庭開放 園庭開放 午前：あい愛さーくる てがたあそび おでかけ保育 てがたあそび 園庭開放 リズムあそび 電話相談日 誕生日会 発育計測
ホリデー保育 ホリデー保育 午後：おでかけ相談 千田宝公園 (1.2歳以上対象) （お休み） （園行事に参加）

　　（フジグラン） （1歳児） （2歳児以上） 10:00～
29 30 29 30

園庭開放 てがたあそび 電話相談日
ホリデー保育 (午前・午後) （お休み）

（0歳児）

せんだの森　にこにこひろば子育てサポートステーション　いくたす(ゆめタウン福山　2階北）

みゆき保育所　そらひろばせんにしの丘　せんにしひろば

暑い夏も終わり、と言ってもまだまだ残暑が厳しいと
思います。引き続き、熱中症にはお気をつけください。

１年の半分が過ぎ、そろそろ来年度について考えてい
る保護者の方もあるのではないでしょうか。子どもを取
り巻く環境はめまぐるしく変化しています。
当法人の４つの子育て支援センターでは、保護者の方と
の対話を大切にし、共にお子様の成長を見守っていきた
いと思います。

であいふれあい
地域の子育て支援通信

めぐりあい
●毎週月～金曜日

9：00～16：00
●♡は親子ふれあいデー

です。親子で遊びながら

気軽にご相談ください。
●★は予約が必要な講座で
す。予約は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。

●毎週月～金曜日
9：00～14：00（週3～4日）

●毎回8～12組までの予約制
です。

●電話相談は、サークルがな

い日もお受けしてます。

お気軽にご相談ください。

●参加予約はメールでお願

いします。
①参加日時②子どもの名前
③保護者名④電話番号

E-Mail：niko2@urban.ne.jp

●毎週日～土曜日
(土日は隔週開館します）
10：00～16：00

●★は予約が必要な講座で
す。それ以外の時間は自由
に遊べます。

●講座の予約は1週間前から
電話でのみ受付けます。
(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。

●毎週月～金曜日
9：00～14：00（週3～4日）

●支援施設開設間もないため
予定を変更する事もあります

●ご意見・ご要望などがありま

したらお聞かせください。

●参加予約はメールで1週間

前から受付けます。
①参加日時②子どもの名前
③子どもの年齢④保護者名
⑤電話番号

E-Mail：sora2@urban.ne.jp

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

いお話をお聞きした後となります。

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。

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。

おもちゃサロンは千田公民館。

親子一緒におもちゃで遊びながら、子育てについ

ての情報交換をしませんか？

10:00～11:30

講座参加時は、動きやすい

服装で参加してください。

＜講座時間＞

(午前) 10：00～11：00

(午後) 13：30～14：30

ﾃｰﾏ「ちゃんとして！で伝わってる？」

子どものしつけについて

みんなで意見交換しましょう。

対象：来年度、幼稚園や認定こども園入園検討中の人

幼稚園や認定こども園(1号認定)に通わせているママに、

園の選び方や生活の様子を聞いてみましょう。

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

いお話をお聞きした後となります。

お月見まんじゅう

をつくろう♪

敬老の日に送る

ポストカードを

つくろう！

エコクラフトで、

かわいいかごが簡

単に作れますよ！



今年の夏も終わります。高温が続き、熱中症のニュースも毎日聞かれ不安

な毎日を送られたかもしれません。時代とともに、社会環境も変化していま

すが、自然環境も大きく変化しています。「昔は〇○だったねぇ・・」と懐

かしむことはあっても、その経験が役に立たなくなっています。

インターネットで様々なことが調べられますが、すべてが正しいわけでは

なく、特に子どもの発育については「個人差」が大きく作用します。

わからないことは、子育て支援担当の先生に相談してみましょう。様々な

経験から、我が子に合った答えがみつかると思います。

ほいくの園（その）

＜そらひろば ひとコマ＞

そらひろばのお帰りの会では、

絵本を読みます。

今日の絵本は、トイレトレーニングの本♪

親「帰る前に、トイレに行こうか？」

子「うん。シー（おしっこ）行く！！」

絵本が楽しかったので、効果絶大です！！

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。

幼稚園と保育園の機能を併せ持った施設です。

満3歳以上を「1号認定」といいます。

園では、教育部分のみの「1号認定」の子どもと、保育の必要

な「２号認定」の子どもが同じ部屋で教育を受け、生活をしま

す。また、給食が義務づけられています。

夏休みなどの長期休暇は幼稚園と同様にありますが、必要に

応じて預かり保育（延長保育）や一日保育を実施しており、就

労に対しての援助にも積極的に取り組みます。

園の教育方針に合わせて、講師を招いての教育やさまざまな

教材を使用することもあります。

学校教育法に基づいた教育をする「学校」です。

小学校で学ぶ前に あそびや様々な経験を通して生活の基礎

を学ぶとともに、集団生活においてのルールを学びます。

園によって教育方法に特色があらわれ、1日4時間を標準と

し、39週以上の教育時間が義務づけられています。

また、夏休み、冬休みなど長期休暇があります（なかには

長期休暇中の保育をする園もありますが、就労を助けるもの

ではありません）

園の教育方針に合わせて、講師を招いての教育やさまざま

な教材を使用することもあります。

４月からいよいよ幼稚園に入園！！と親子で楽しみにさ

れている方もあるでしょう。１０月には入園申込書の配

布が始まり、あちらこちらでオープンスクールや入園に

向けての説明会などが開かれ、いよいよ本格的にどこの

園にしようか‥と悩まれるのではないでしょうか。 こど

もを取り巻く教育環境はめまぐるしく変化しており、最

近では認定こども園も増えてきました。子どもたちの将

来を考える中で、どこの園を選ぶかは、大切に考えてあ

げてほしいものです。

園訪問
認定こども園

ののはまこどもえん
ののはまこどもえんは、大門町にあ

る認定こども園です。園での園庭開放

とアンパンマンランドの日が月に一回

ずつあり、その他の日は園から少し離

れた子育て支援施設｢みんなのもり｣で

活動します。予約制のクッキング・ベ

ビーマッサージ・アロマ体験などがあ

ります。広い室内や園庭で、元気に遊

びましょう！！

【住 所】福山市大門町4丁目24-24

【電 話】084-941-6076

ののはまこどもえん（084-941-6076）
●ふれあいクラブ

・9月13日（金） 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26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

◎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。

・9月18日（水）（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」

・9月27日（金）（10:30頃～ 材料費が必要です）

「アロマ体験をしましょう」

９
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月
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ところ：フジグラン神辺店 2階キッズパーク

日にち：9月24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、

かならずお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)

福山あゆみこども園（084-947-7281）
●親子サークル 10:00～11:00

・9月 6日（金） 「小麦粉粘土」

参加希望の方は、9月4日（水）までに申し込みをお願いします。

●なかよし広場 10:00～11:00

・9月13日（金） 「どろんこあそび」

・9月20日（金） 「誕生会に参加しよう」(要予約)

9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 10:00～11:00

・9月19日（木） 先着5組まで
★離乳食体験(1歳半まで) ★クラス体験（1歳半以上）

参加希望の方は、9月13日（金）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。

たじりこども園（084-956-0811）
●げんきっこサークル

・9月10日(火)10:.00～11:00(予約受付8/27先着10名)

「発育計測」

「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下さい。

・9月25日(火)10:00～11:00(予約受付9/11先着10名)

「発育計測」

「園庭開放」 こども園の園庭で一緒に遊びましょう。

★参加の際には、事前に予約のお電話をお願いします。

★ご予約電話は、各回の2週間前から受付けています。

大津野こども園（084-943-6030）
●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からです。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＞

午後の参加は予約がいりません。どうぞ遊びに来てください。

・9月18日（水）

「誕生日会」

9月生まれの友だちをお祝いし、発育測定をします。

誕生日会後は、園庭で遊びます。

・9月26日（木）

「製作：アンパンマンのお花かくれんぼ」

アンパンマンの顔をシールで張ったりします。

9月の予約電話は8月27日(火)以降、13～15時の間でお願いします。

明浄保育園（084-927-3052）
●めいじょうフレンドくらぶ

現在のところ、活動の予定はありません。

入園についてや今後の活動についてのお問い合わせは、

明浄保育園に直接お問い合わせください。

草戸こども園（084-921-1561）
●草戸にこにこ広場

・9月 2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。

※防止・タオル・水筒等各自で持参してください。。

・9月 3日（火） 9:45～10:45 ＜受付9:35～＞

「小麦粉ねんどで遊んでみよう」 (要予約) 5名様まで
小麦粉ねんどをこねたり、ちぎったり、まるめたり・・

形の変化や感触を楽しみましょう。

・9月25日（水） 9:45～10:45 ＜受付9:35～＞

「誕生日会に参加しよう」 (要予約) 3名様まで

9月生まれのお友だちの誕生日会をします。

参加対象は9月生まれのお友だちです。

★予約のTEＬは、13：00～15：00の間にお願いします。

大門未来園（084-943-9355）
●子育てサークルの日 ＜9:30～受付＞

・9月18日（水）

「リトミック」
動きやすい服装で参加してくださいね。

体を動かすので、水分補給のできるものをお持ちください。

・9月25日（水）

「手作りおもちゃ」
親子で音の出るおもちゃを作って、一緒に楽しく遊びましょう。

・10月10日（木）（10時から開演します）

「人形劇『田舎のねずみと都会のねずみ』」
見に来てくださいね。

★その他の日程はＨＰをご覧ください

★お気軽にお問い合わせください。

いよいよ１０月より幼児教育・保育の無償化が始ま

ります。子育て家庭にとって待ちに待った瞬間だと思

います。子どもの教育には力を入れたいところではあ

りますが、できるだけ抑えたいのが本音でしょうか。

お帰りの楽しみは｢ガチャガ

チャタイム｣ 順番に並んでい

る間は、ワクワクドキドキ…
次に来るのが楽しみです。

14時まで開放していますの

で、ぜひお弁当持参でゆっく

りとご利用ください。

＜せんだの森＞

「月に一度の簡単おやつ」
にこにこひろばでは、月に一

度、季節の簡単おやつを作りま

す。８月はかき氷です。甘くて

冷たくて、みんな大喜び！

秋は新米が美味しい季節です。

９月にはおにぎりを作りますよ。

＜子育て最前線＞

＜目 的＞
経済的負担を軽減し子育て世代を社会全体で応援する。

＜対 象＞
●３歳から５歳のすべての子ども

●住民税非課税世帯の０歳から２歳までの子ども

＜主な内容＞
●通園バス費、給食実施園の主食費・副食費、教材代

等は保護者負担となります。

●認可外保育施設や病児保育事業、一時預かり事業

などはこれまで通り保護者負担となります。

●１号認定の預かり保育料の無償化には申請が必要です。

●一時預かりについても対象となります（要認定）

※詳しい手続きなどは、福山市児童部庶務課（084-

928-1047）にお問い合わせください

１０月より 幼児教育・保育無償化始まる！

「ぴよーん」
まつおか たつひで

（ポプラ社）

認定

こども園

認定

こども

園

認定

こども園

認定

こども園

認定

こども園

認定

こども園

＜幼保連携型 認定こども園＞＜幼稚園＞

＜４月から幼稚園入園・・・＞

ひろばの

ひとこま

＜園選びのｐｏｉｎｔ＞
①通園環境

自宅からの距離。通園バスがあっても体調が悪い時は迎

えが必要です。園まで行く方法を考えてみましょう。

②教育方針

園の方針によって、教育内容が大きく違います。園を見

学に行った際に先生と話をしてみるとよいと思います。

③子どもと一緒に

親の望んだ園と子どもの気に入った園は違うことが多い

です。本当にわが子に合った園なのか、一緒に行って子ど

もの表情や姿を見てみましょう。

④教育費用

保育料は無償化ですが、食事代や教材費など自己負担が

必要なものがあります。よく調べておきましょう。
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かえる、こねこ、いぬ、ばっ

た・・いろいろな生き物が

｢ぴょーん｣と跳ねる絵本です。

手足をぱっと広げて飛び上が

る姿に笑顔いっぱい。

読みながら、一緒に｢ぴょー

ん｣と、飛び上がってみません

か。

(対象年齢：0歳から)
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