
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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 給食体験① 赤ちゃん広場 おでかけ保育 電話相談日
ミニおでかけ保育 （お休み） 発育計測 「メモリアルカード」 千田宝公園 （お休み）

①10:00～②11:00 （0歳児対象）

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

(午前・午後) ①10:00～②11:00 (午前)
15 16 17 18 19　14時閉館 20 21 15 16 17 18 19 場所：いくたす 20 21

休館日 ★誕生日会 ほいくの園おでかけ保育 休館日 簡単おやつ 午前:誕生日会（園行事） 電話相談日 ほいくの園
①9:00②10:00③11:00 「ベビーカステラ」 午後:おでかけ相談　 （お休み） おでかけ保育

(午前) ④12:00⑤13:00(1時間入替) 10：00～ (フジグラン） 9:00～(1時間入替)

22 23 24 25 26　対象;マタニティママ 27 28 22 23 24 25 26 27 28
★ママの 電話相談日 カレンダーを作ろう 給食体験③ おでかけ保育 電話相談日

おはなしタイム （お休み） （4月） 発育計測 千田宝公園 （お休み）

10:30～11:30

29 30 31 29 30 31
休館日 電話相談日 電話相談日

（お休み） （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 ♡ ★(要予約) 親子３B体操 おでかけ保育 ♡ 園庭開放 電話相談日 春を迎える会 やってみよう！ 給食 電話相談日
ホリデー保育 （午前・午後） 3月誕生会＆ 千田宝公園 （お休み） （園行事に参加） たべてみよう！ 離乳食体験① （お休み）

（0歳児） 簡単クッキング （1歳児） （2歳児以上） 10:00～ (1.2歳以上対象)

8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
園庭開放 マットであそぼ！ ★(要予約) いろいろマットで おでかけ保育 てがたあそび 園庭開放 電話相談日 木であそぼう アンパンマン 電話相談日 給食

ホリデー保育 （午前・午後） 親子体操 あそぼう！ 千田宝公園 （お休み） になろう！ （お休み） 離乳食体験②
（0歳児） （0歳児） （1歳児） （2歳児以上） (1.2歳以上対象)

15 16 17 18 19 場所：いくたす 20 21 15 16 17 18 19 場所：いくたす 20 21
園庭開放 てがたあそび 午前:あい愛さーくる てがたあそび ほいくの園 園庭開放 園庭開放 バスごっこ 給食 ベビーとママの ほいくの園

ホリデー保育 （午前・午後） 午後:おでかけ相談　 おでかけ保育 ホリデー保育 (1.2歳以上対象) 離乳食体験③ バランスあそび おでかけ保育

（0歳児） (フジグラン） （1歳児） 9:00～(1時間入替) （0歳対象） 9:00～(1時間入替)

22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
園庭開放 ♡ 園庭開放 園庭開放 園庭開放 園庭開放 園庭開放 ふれあいあそび 電話相談日 給食 誕生日会 電話相談日

ホリデー保育 （午前・午後） （０歳対象） （お休み） 離乳食体験④ （園行事に参加） （お休み）

（0歳児） 10:00～
29 30 31 29 30 31

園庭開放 園庭開放 園庭開放
ホリデー保育

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

いよいよ3月、春を迎えます。とはいえ、この冬はまったく冬

らしい感じがしませんでしたね。今年の夏は大丈夫でしょうか。

猛暑でないことを祈ります・・

さて、保育園や幼稚園への入園が決まっているお子様にとって、

春はスタートの季節です。生活時間が今までと変わり、子どもは

もちろん大人も疲れやすくなると思います。新型肺炎の流行はと

ても気になりますが、疲れた時は休息をしっかりとり、水分をで

きるだけ細やかにとって栄養をしっかり蓄えましょう。

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）

●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子どもの年齢④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＞

※給食体験は、新規の方は食事内容やアレ

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

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「出産は初めの一歩」

第2子・3子を出産予定のママ、これから

の生活についての思いを語りましょう

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。

３色トースト

をつくろう！

木のおもちゃだ

けであそぶよ♪

親子でふれあいながら体を動かしま

しょう！動きやすい服装で参加してく

ださい

講師の先生が来ら

れます。親子で楽

しく体を動かしま

しょう！

※給食体験は、新規の方は食事内容やアレ

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

4月は6日(月)から

始めます

4月は6日(月)から

始めます

4月は6日(月)から

始めます



季節はもう春、あたたかくなり木々が芽吹き花が咲き、子どもにとっては

心おだやかな体の動かしやすくなるいい季節です。季節ごとの自然の恵みを

受けて豊かな暮らしができていることに感謝しながら生活することを心がけ

ていきたいですね。

国内でも感染が確認され、徐々に拡大し始めている新型コロナウイルスに

よる新型肺炎ですが、予防の基本はやはり「手洗い」です。

しっかり食べて身体の中から抵抗力をつけ、げんきな毎日を送れるよう気を

つけていきましょう。

ほいくの園（その）です

＜にこにこひろばでの ひとコマ＞
春を待つ会でのひとこま

園に鬼がやってきて にこにこひろばに！！

いつもは、元気よくひろばのドアを

いきおいよく開けて、廊下に飛び出すＡくん

「はやくかぎしめて～！！！」

ドアまで先生をひっぱっていきます

よわむし鬼やおこりんぼ鬼

やっつけちゃえばいいのに・・・ね

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。

引っ越しをされた後ご家族がお仕事をはじめられると、荷物のあ

と片付けがままならないのではないでしょうか。

とりあえずは子どもと一緒に遊べる場所を探し、少しずつすすめ

てみましょう。

ご自宅の近くに保育園(所）や認定こども園はありませんか？

きっと子育てについて、大きな力になってくれるはずです。

引っ越したばかりの時は、福山市の地理が分からないですね。

そんな時は下記の施設をお訪ねください。

子育てサポートステーション いくたす
ゆめタウン福山店 2階（北エレベーター前）

ほいくの園(その）は 子育て支援グループ
｢ほいくの園(その)｣は法人立の10保

育施設と１つの子育て支援施設でグ

ループを組んで｢おでかけ保育｣をして

います。どこかに出かけるのではなく、

先生たちがみなさまのもとにおでかけ

してくる活動です。1999年より活動

を開始し、20周年を迎えました。

ゆめタウン福山内の子育てサポート

ステーションいくたすでの「おでかけ

保育」には多くのご家族が来られてい

ます。リズムあそびや製作、絵本の読

み聞かせなど月ごとに趣向を凝らして

います。どうぞご家族みなさんで遊び

に来てください。

ののはまこどもえん（084-941-6076）
●ふれあいクラブ
・3月 6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計測」

・3月13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）

★毎週月曜日～水曜日 9:45～14:45 ★毎週木・金曜日 9:45～12:00

※３月は、3/12・19日(木) 3/30(月)～４/3(金）は、休館となります。

◎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。
・ 3月 3日（火） （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」
・ 3月27日（金） （10:45頃～ バスタオルが必要です）

「ベビーマッサージ」

３

月

ほ
い
く
の
園
グ
ル
ー
プ

保
育
・
支
援
施
設
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子
育
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：3月17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）
●なかよし広場

・３月 ６日（金）10:00～11:00

「誕生会に参加しよう」(要予約)

３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

・３月13日（金）10:00～11:00

「お楽しみ会」

参加希望の方は、３月10日(火)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 （先着10組）

・3月17日（火）10:.00～11:00(予約受付3/3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

ママ向けの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

・3月24日（火）10:00～11:00(予約受付3/10先着10名)

「発育計測」「手作りのおもちゃをつくろう！！」
作ってすぐに遊べるおもちゃを作りましょう

★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。

・３月 ９日（月）「ベビーマッサージ（各回6組限定）」
講師による講座です。寝返り前と寝返り後にわかれてします

10:00～ 寝返り前 10:15～ 寝返り後

・３月17日（火） 「誕生日会(発育測定)」

３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

その後、園庭で遊びます

３月予約は２月25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

・3月 4日（水） 9:45～10:45 〈受付9:35～〉

「同じ年齢のお友だちとあそぼう」 (要予約) 各年齢3名様まで

園にいるクラスのお友だちと一緒に遊びませんか？

当園の雰囲気を、ぜひお子様と体験してみて下さい。

・3月 9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。

※帽子・タオル・水筒等各自で持参してください。

・3月18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

３月生まれのお友だちの誕生日会をします。

参加対象は３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＞

・3月11日（水）

「リトミック」

音楽に合わせて、楽しく身体を動かしましょう！

動きやすい服装で来てください

水分補給できる物も用意してくださいね

・3月18日（水）

「クッキング もちもちパン」

エプロンと三角巾を持ってきてくださいね

材料はホットケーキミックス、豆乳、チーズを予定しています

参 加 費：一家族150円

予約期間：3月4日（水）～3月6日（金）

★その他の日程はHPをご覧ください

ふれあいあそびの後は、となり

のママと仲良く話をする姿も♪

同じ年齢の子どもを持つ親同

士、話をしたり、悩みごとをい

いあったりと話がつきません。

お子さまと一緒にひろばで

ゆったりとした時間を過ごして

みませんか？

＜みゆき保育所＞

「いないいないばあっ！」

とお母さんがあやすと、赤

ちゃんの元気な笑い声がひろ

ばに響きます。月に一度の、

ふれあいあそびでは、季節の

お歌や簡単な手あそびに合わ

せて、おうちの人と一緒にふ

れあいながら遊びます。

＜子育て最前線＞

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

〈転勤家族さん こんにちは〉

ふれあいあそび

（０歳対象）

＜福山市の子育て支援 何がある？＞
○地域子育て支援センター(地域子育て支援拠点事業)

公立はふくやま子育て応援センター（F－リム 6階）と福

山市立の５つの保育所と1つのこども園、それに加えて私立保

育施設の多くで子育て支援活動を実施しています。

◎福山市私立認可保育施設協会 HP参照

○一時預かり保育
福山市立、私立のほとんどの保育施設で一時預かり保育を

実施しています。引っ越し作業等で必要な時は、近くの保育

施設にお問い合わせください。

○休日保育
日祝日の就労に対して市内の公私立数か所の保育施設で

「休日保育」を実施しています。

また『子育てサポートステーションいくたす』では、平日・

日祝日問わず、1時間単位で（2時間まで）リフレッシュ目的

の預かりができます。

○その他（SNS環境の利用）
子育て応援ＨＰ｢子育て応援 育ナビ｣や子育て応援アプリ

｢母子モ｣を利用して、様々な子育て支援情報をＧｅｔ‼

福山市発行の『あんしん子育て応援ガイド』もご活用くださ

い。ガイドはＷｅｂでも確認できます。

ある日けんちゃんが『みそ汁』

をのもうしたら、大好きなお豆腐

が入っていない！

なんとお豆腐ちゃんはネギのうき

輪をもって大冒険に出かけていま

した。

お豆腐ちゃんの愛らしい姿に、自

然に笑顔になってしまいますよ。

離乳食から取り入れやすい食材の

おとうふ。栄養もあり大好きにな

る事、間違いなし！！

（対象年齢：２歳から）

ファミリーサポートセンター事業とは、子育てを

応援してほしい人、子育てを応援したい人が、互い

に会員となって地域で子育てを助け合う活動です。

そらひろば

転勤に伴い、福山市での生活を始めたみなさま、こんにちは。

福山市は、広島県の中で2番目に人口の多い中核市です。2020

年はオリンピックイヤーですが、福山市には新しい体育館が完成

し、東京2020オリンピック聖火リレーを迎え入れることが決定

いたしました。また、メキシコの強化合宿地として受け入れをし

ています。東京オリンピックが楽しみです。

子育てをしやすい街づくりの一環で、さまざまな子育てに優し

い取り組みが行われ、地域子育て支援センターは市内に30か所

以上設置されています。

〈子どもの事なら 子育て支援センターへ〉

おとうふちゃん

わたなべ あや

（学習研究社）

はやく福山市での生活に慣れ、楽しい毎日

が送れますように・・

～福山市ファミリーサポートセンター～

こんな方が 会員として登録できます

・依頼会員（子育てを応援してほしい人）
福山市在住で0歳～概ね10歳までの子どもがいる人

・協力会員（子育てを応援したい人）

・両方会員（依頼・協力会員の両方を登録）

援助の内容
・保育所（園）・認定こども園・幼稚園・小学校等の開始

時間まで、または終了後の預かり・習い事への送迎

・保護者の病気や急用等の場合の預かり

＜問い合せ先＞

ふくやま子育て応援センター｢キッズコム｣内

福山市ファミリーサポートセンター

TEL：084-932-7285


