
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

休館日 電話相談日 お散歩 おでかけ保育 赤ちゃん広場
（お休み） 給食体験① 千田宝公園 「おもちゃを作ろう」

(対象：0歳児)
6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12

14時で閉館 ★0歳さん お散歩 電話相談日 カレンダー作り ３世代交流 電話相談日
あつまれ 給食体験② （お休み） (11月) 「わくわく探検隊」 （お休み）

(午後)
13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19

休館日 ★１歳さん ポートモールに集合 休館日 消防自動車をみよう 砂場であそぼう ポートモールに集合 電話相談日
あつまれ ほいくの園おでかけ保育 （園行事に参加） ほいくの園おでかけ保育 （お休み）

(午前) 10:00～(4回入替) 10:00～(4回入替)

20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
★パパの楽しみ 電話相談日 お散歩 おでかけ保育 誕生日会
なぁに(対象0.1歳) （お休み） 給食体験③ 千田宝公園 （園行事に参加）

10:30～11:30 　　　　　 10:00～
27 28 29 30 31 27 28 29 30 31

休館日 ★2歳さん ★誕生日会 電話相談日 午前：お散歩・給食体験④ ハロウィンパーティー おでかけ保育
あつまれ （お休み） 午後：おでかけ相談　　 ＆簡単おやつ 千田宝公園
(午前) (午前) 　　　　　　（フジグラン） 10:00～

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
★(要予約) ♡ おでかけ保育 親子3B体操 園庭開放 電話相談日 自由あそび やってみよう！ 給食

クラフトテープの 〈開放日〉 千田宝公園 （お休み） （0歳対象） たべてみよう！ 離乳食体験①
コースターづくり （１歳児） （2歳児以上） （1.2歳以上対象）

6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
園庭開放 おおきくなったかな ★(要予約) おおきくなったかな ★要予約 おおきくなったかな 園庭開放 自由あそび 電話相談日 給食 ふれあいあそび 電話相談日

ホリデー保育 (午前・午後) 保健師による育児相談 3世代交流 （1.2歳以上対象） （お休み） 離乳食体験② (0歳対象) （お休み）

（０歳児） （1歳児） わくわく探検隊 （2歳児以上）

13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19
園庭開放 園庭開放 ★(要予約) さんぽ ポートモールに集合 てがたあそび 園庭開放 しんぶんし 給食 ポートモールに集合 電話相談日

ホリデー保育 ホリデー保育 10月誕生会＆ 〈開放日〉 ほいくの園おでかけ保育 （2歳児以上） あそび 離乳食体験③ ほいくの園おでかけ保育 （お休み）

簡単クッキング （１歳児） 10:00～(4回入替) （公）おもちゃサロン （1.2歳以上対象） 10:00～(4回入替)

20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
園庭開放 てがたあそび 園庭開放 てがたあそび おでかけ保育 園庭開放 園庭開放 砂場あそび ベビーとママの 園庭あそび 電話相談日

ホリデー保育 （午前・午後） ホリデー保育 千田宝公園 バランスあそび （お休み）

（0歳児） （1歳児） （0歳対象）
27 28 29 30 31 27 28 29 30 31
園庭開放 うたあそび 午前：あい愛さーくる うたあそび おでかけ保育 電話相談日 誕生日会 電話相談日 発育計測

ホリデー保育 (午前・午後) 午後：おでかけ相談　 〈開放日〉 千田宝公園 （お休み） （園行事に参加） （お休み）

（0歳児） 　　　　　　（フジグラン） （1歳児） 10:00～

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　ゆうゆうひろば

朝晩の涼しさは秋本番を感じさせます。台風の到来が心
配ですが、これからは地域の運動会や果物狩り、様々なイ
ベントが目白押しで、おでかけ日和が続きます。さまざま
な場所で楽しむ事で、親子の絆が深まるいい季節です。
さて、10月になると幼稚園や保育園などの保育料の無

償化が始まります。子育て世代にはとてもありがたいこと
で、将来設計を考えるうえで、少しでも貯蓄を考えたいも
のです。消費税10％が痛いですが・・・ね。

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

●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1週間

前から受け付けます。
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

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。

＜子育て最前線＞

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。

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「パパ子どもとの楽しみみつけよう」

楽しかったあそび場、嬉しかった出来事

パパだけで語り合いましょう。

仮装大歓迎！プレゼ

ント交換(300円程

度)も予定。

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。

スイートポテト

パイをつくろう！

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しょう。

10:00～11:30

地域の人にせんだの街を案内していただき

ます。せんだの森「にこにこひろば」のお

友達とも交流します。

今月の年齢別講座（0.1.2さんあつまれ）は、ハロウィーン月間です。

おこさまをかわいく仮装させてあげましょう。いくたすにも、いろいろな

衣装を準備してお待ちしています。

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。

地域の人にせんだの街を案内していただき

ます。せんだの森「にこにこひろば」のお

友達とも交流します。



まだまだ暑さの厳しい日が続いていますが、夜は草むらから虫の泣き声

も聞こえ、秋の空気を感じます。

地域子育て支援グループ「ほいくの園(その)」おでかけ保育は、10月に、

ゆめタウン福山と天満屋ハッピータウンの間のポートモール広場にて『こど

もまつり』を開催します。お店屋さんごっこやゲームコーナー、手作りおも

ちゃのコーナーなど親子で楽しく安心して遊べるスペースとなります。

スタッフ一同笑顔いっぱいでお待ちしています。どうぞ、遊びに来てく

ださい。

ほいくの園（その）

＜いくたすでの ひとコマ＞
いくたすでは一時預かりをしています。

慣れた場所だけど、やっぱりさみしいの・・

「ママ行く～！」「ママ行こうか」

「ママ行く～！」「ママ行こうね」

「パパは・・・仕事・・・（涙）」

寂しいけど、ガマンしながら待てるんだよね。

だって大好きなおうちの人が迎えに来てくれるもん

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。

2020年4月から2021年3月までの間に、入園を希望さ

れる方の入園受付です。

現在マタニティの方も、2020年3月までに出産予定で1年

間の育児休暇を取られる方は、出産前に保育園入園申し込

みをする必要があります。

その際、必ず第1次入園受付時に提出をしましょう(第2次

受付以降は、育児休暇扱いができなくなることがあります)

12月になったら、2020年度の保育園入園ついての詳細を、

福山市のＨＰで確認しましょう。

赤ちゃんとの生活は楽しいこともいっぱいですが、あっ

という間に育児休暇は終わってしまいます。会社は職場復

帰を持ち望んでおられることでしょう。

育児休暇をとられている方は、保育園入園に対して

「予約」ができることをご存じですか？

確実に職場復帰ができるよう、早めに希望の保育園を見つ

けておきましょう。

＜問い合わせ先＞

福山市児童部庶務課（084-928-1047）

今までお仕事をされていたママ。やっと産休に入って

ホッとしていたのもつかの間、出産をして赤ちゃんを

抱っこした日から、ママとしての毎日が始まります。

夜はゆっくり眠れていますか？おっぱいやミルクは

しっかり飲めていますか？初めての育児なら、心配なこ

とばかりではないですか？

出産後はしばらくゆっくりされると思いますが、是非お

近くの子育て支援センターに行ってみましょう。同じよ

うに悩むママがいっぱい通っています。情報交換ができ

る何よりの強い味方となると思います。

園訪問
認定こども園

たじりこども園
たじりこども園は、海と山に囲まれた自然いっ

ぱいのあんずの里、田尻町のこども園です。大

きな恐竜の骨が園のシンボルです。

げんきっこサークルは、月一回講師によるベ

ビーマッサージを行っています。また、園庭開

放や季節の製作などもします。

お子様とふれあう中で、子育て中の保護者の

方にリフレッシュしていただける空間にしたい

と思っています。

【住 所】福山市田尻町 984-2

【電 話】084-956-0811

ののはまこどもえん（084-941-6076）
●ふれあいクラブ

・10月11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」

・10月18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」
★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29日(火)（10:45頃～ バスタオルが必要です）

「ベビーマッサージ」

月

ほ
い
く
の
園
グ
ル
ー
プ

保
育
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支
援
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設
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て
支
援
の
予
定

ところ：フジグラン神辺店 2階キッズパーク

日にち：10月29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）
●こども園体験 10:00～11:00

・10月 ５日(土)「秋まつりに参加しよう」
参加希望の方は、９月20日（金）までに申し込みをお願いします。

●なかよし広場 10:00～11:00

・10月11日(金) 「どんぐり拾いに行こう」

・10月18日(金) 「誕生会に参加しよう」(要予約)

10月生まれのお友だちは一緒にお祝いします！！

●親子サークル 10:00～11:00

・10月25日(金) 「ハロウィン制作」

参加希望の方は、10月21日（月）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

・10月15日(火)10:.00～11:00(予約受付 10/1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。

・10月29日(火)10:00～11:00(予約受付 10/15先着10名)

「発育計測」

「ハロウィンの飾りを作ろう」

ちょっとこわくてカワイイ飾りを作りましょう。

★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。

・10月16日(水)

「誕生日会(発育測定)」

10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。

・10月29日(火)

「運動会ごっこ」

かけっこしたり、サーキットしたりみんなで楽しみましょう。

10月の予約電話は９月25日(水)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

・10月５日(土) 10時過ぎ頃～(要予約) 10名様まで

「運動会の「かけっこ」に参加しよう」

草戸こども園の運動会に遊びに来ませんか？未就園児対象の

「かけっこ」に、ぜひご参加下さい。「かけっこ」は10時頃の

予定です。それまでに園にお越し下さい(当日受付はありません)

・10月18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。

★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＞

・10月23日(水) 「クラスあそび（給食有）」
◎給食予約期間10月10日（木）～10月11日（金）

0歳児…小麦粉粘土 １歳児…お絵かき・シールあそび

2歳児…手指あそび

◎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（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。

・10月30日(水) 「戸外あそび」

戸外で親子楽しく体を動かしましょう！動きやすい服装で参加して

ください。水分補給ができる物をお持ちくださいね。

★その他の日程はＨＰをご覧ください★

砂場では大きな山やトンネル

をみんなで作ります。トンネ

ルに手を入れてみるとおうち

の人の手が・・親子でにっこ

り笑顔がはじける瞬間です。

秋になり外遊びがしやすい

季節になりました。公園に遊

びにきませんか。

＜せんにしの丘＞

＜せんだの森＞

木曜日は地元の公園の「千田

宝公園」でおでかけ保育です。

砂場あそび、すべり台、ブラ

ンコ、電車ごっこ・・・遊びは

どんどん広がります。

＜子育て最前線＞

＜予防策＞

●帽子、長そで、長ズボンを着用する。

（シャツの裾をズボンに入れ込む）

●直接、草むらや地面に座ったり、衣服を置

いたりしない。

●外遊びの後は、体や衣服をはたく。

マダニに注意！！

「さわさわもみじ」
作 ひがしなおこ

絵 きうちたつろう

（くもん出版）

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 ＜2020年度 保育園入園受付＞＜育児休暇後の保育園入園＞

＜やっと産休・・・生まれた！＞

ひろばの

ひとこま

＜地域型保育施設とは＞
①入園対象年齢

0～2歳児が対象。3歳になったら、施設が連携して

いる保育施設への入所が可能です。

②保育料

福山市に認可をされている保育施設なので、福山市が

決めた保育料となります。

③保育時間

それぞれの施設で保育時間は異なります。詳しくは

ご希望の施設にお問い合わせください。

◎保育園についてご不明な点は、ご希望の施設か、福山市

児童部庶務課（下記記載）にお問い合わせください。
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秋の公園というと、どんな音

が聞こえてきますか。

金色やまっ赤に紅葉したもみ

じが、風に吹かれている音。

大きな木からどんぐりが落っ

こちる音。

目をつぶって想像してみてく

ださい。

今すぐ、秋の空気に触れたく

なってきましたね。

（対象年齢：１歳から）

福山市内において、マダニに咬まれて感染する

日本紅斑熱により、市内の方が亡くなる事例があ

りました。予防策は「マダニに咬まれない」こと

が重要です。

外あそびの際は、親子でしっかり予防をお願いし

ます。
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・

※詳しくは福山市保健福祉局児童部保育課(084-928-1048)

にお問い合わせください。

千田宝公園におでかけ保育


