
 

 

 

 

 

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）  そらひろば（みゆき） 子育てサポートステーションいくたす 

★①園外さんぽ ZOOM＠niko（10:30～）[エプロンシアター」 1 水 ZOOM＠SORA（10:30～）「うたって おどってあそぼ」  

おでかけ保育(千田宝公園)  2 木 電話相談日  

②発育計測 給食体験①・発育計測 3 金 ふれあいあそび(1歳対象)  

園庭開放  4 土   

園庭開放・ホリデー保育  5 日  休館日 

⓪発育計測 (午前・午後) 電話相談日 6 月 電話相談日  

★「ケータイ！うちはどうする？」 リトミック（1歳） 7 火 給食体験①  

①園庭遊び  給食体験②・発育計測 8 水 電話相談日  

    おでかけ保育(千田宝公園) 9 木 リズムあそび(２歳対象)  

②園庭遊び  電話相談日 10 金 園庭・ひろば開放  

園庭開放  11 土  休館日 

園庭開放・ホリデー保育  12 日    

⓪てがたあそび (午前・午後) 電話相談日 13 月 電話相談日  

★12月誕生会 ベビーヨガ（0歳） 14 火 発育計測・シールあそび ★１歳さんあつまれ（10：00～） 

①てがたあそび 電話相談日 15 水 電話相談日  

ＺＯＯＭｄeほいくの園（10：00～） ＺＯＯＭｄeほいくの園（10：00～） 16 木 ＺＯＯＭｄeほいくの園（10：00～） ★ＺＯＯＭｄeほいくの園(10：00～) 

②てがたあそび /おもちゃサロン（公） カレンダー製作 17 金 つくってあそぼ(クリスマス)  

園庭開放  18 土   

園庭開放・ホリデー保育  19 日      休館日 

⓪クリスマスのうたをうたおう(午前・午後) 電話相談日 20 月 電話相談日 ★誕生日会（10:00～） 

午前：あいあいさーくる／午後：フジグラン相談 午前：誕生日会/午後：フジグラン相談 21 火 誕生日会  

①発育計測 クリスマス会 22 水 ベビーとママのバランス遊び(0歳対象) ★０歳さんあつまれ（13：00～） 

おでかけ保育(千田宝公園) 23 木 クリスマス会  ★ママのおはなしタイム（10：00～）                                      

園庭開放 電話相談日 24 金 電話相談日  

園庭開放  25 土  休館日 

園庭開放・ホリデー保育  26 日   

 電話相談日 27 月 電話相談日  

 電話相談日 28 火 電話相談日  

 電話相談日 29 水  休館日 

  30 木  1月 3日まで休館します 

1月のひろばは 5日（水）からです 1月のひろばは 5日（水）からです 31 金 1月のひろばは 6日（木）からです 1月は 4日（火）から開館します 

 

 

 

 

 

＜ゆうゆうひろば＞ 
―せんにしの丘― 

●毎週月～金曜 ９:00～16:00 

⓪0 歳①1 歳②2 歳以上のさーくるです 

●「ふれあいデー」はお子様と遊びながら 

相談できる日です 

●★は予約が必要な講座です  １週間前

から電話やメールで受け付けます 

（受付時間：9:00～16:00） 

●木曜日は地域の公園へでかけています 

●年末年始もホリデー保育をしています 

●♡は「親子ふれあいデー」です 

 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 

＜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 

 

＜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 

 

＜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 

であい ふれあい  
めぐりあい  

地域の子育て支援通信 

街はすっかりクリスマスの雰囲気になりました。今年もあと残すところ 1 か月と

なりましたが、With コロナで走り抜けた今年はどのような一年でしたか？ 

ワクチンやマスク、手洗い、消毒の徹底により、新規感染者数は落ち着いてきました

が、まだまだ油断はできません。感染がおさまり来年は、会いたい人に会い、行きた

い場所へいつでも行って、心に癒しや潤いを持ちたいですね。 

家族みなさんにとって、心おだやかな年がおとずれますように・・ 

社会福祉法人昌和福祉会 

認定こども園 せんにしの丘 
福山市御幸町中津原後平 54-4 

 TEL：084-955-5070 

 Mail：fureai@ho19.jp 

 

 

認定こども園 せんだの森 
福山市千田町 3-16-2 

 TEL：084-955-0078 

 Mail：niko2@urban.ne.jp 

@ 

 認定こども園 み ゆ き 
福山市御幸町森脇中ノ町 535 

 TEL：084-955-0049 

 Mail：sora2@urban.ne.jp 

 

 

子育てサポートステーションいくたす 
福山市入船町 3-1-60 

 TEL：084-931-6606 

 Mail：ikutas@urban.ne.jp 

 

 

2021 

12 月 

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。 

 ●12：00～13：00 
※環境の一斉消毒と換気の為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
予約してね 

 
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。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

今月はサンタさんの 

折り紙です 

 
 

 

各自、お子さんのクリスマスプレゼン

トの準備をおねがいします。 

 
給食体験は、一度ひろばを利用して

いただいた際に食事についてお聞き

し、2 回目からのご利用となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

給食体験は、一度ひろばを利用して

いただいた際に食事についてお聞き

し、2 回目からのご利用となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾃｰﾏ｢絵本を開いてみませんか｣ 

（対 象）0歳 
初めての絵本、どのような本を選び

ますか？みんなで話しましょう 

 

 

 

★は予約の講座です。 

＜いくたす 講座時間＞ 

 (午前)10:00～11:00 

 (午後)14:00～15:00 

＜ZOOM＠IKTS＞30分間 

(午前)10:30～(午後)14:00～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援ｸﾞﾙｰﾌﾟほいくの園の Zoom を使った｢おでかけ保育｣

です。今月はグループ 11 施設の『ひろば』をつなぎます。 

おどったり、歌ったり楽しみましょう！ 

サンタさんが遊びに来るかも！？   

 

せんにしの丘は 

12月 27日～1月 4日まで 

園庭開放をしています 
 

 

 

ﾃｰﾏ「我が家流のケー

タイの付き合い方」 

ファシリテーターの

方を交え、一緒にお

話をしませんか？ 

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。 

 ●12：00～13：00 
※環境の一斉消毒と換気の為 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜子育て最前線＞ 

ひろばのひとこま 

 

 

 
 

 

子育て 「あるある！」 

子育てってわからないことがいっぱい！ 

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。 

取り上げてほしい内容があったら、ご意見をお寄せください。

 毎日子どもと向き合っていると、「楽しいこと」「うれしいこ

と」「つらいこと」「悲しいこと」いろんなことがありませんか。 

「うちの子だけなの？」と悩んでみたり、喜んでみたり。 

他のご家庭ではどうなの？と思う時もありますよね。 

今回は、子育て中のパパ、ママ、おじいちゃん、おばあちゃん

たちが、おもわず共感してしまう『子育てあるある』をとりあげ

てみました。
 いかがでしたか。おもわず「あるある・・」と 

うなずくものもあったのではないでしょうか。 

 子育ては楽しいことと大変なことのくり返し。時には

イライラすることもありますが、そんなエピソードも笑

いに変わる時が必ず来ます！ 

楽しい子育てライフが送れるといいですね。 

もちろん、心配に思う時は自分の中で抱え込まずに、

誰かに相談することを忘れずにね。すぐに悩みの答えを

だすことは難しいかもしれませんが、共感しあって悩む

時間が親にとっても子どもにとっても大切な時間です。 

 パパ、ママ、おじいちゃん、おばあちゃんたちの笑顔

が子どもたちは大好き！ 

『今』という時間を大切にしたいですね・・

 
2022 年度保育所等入所申込について 

対象：2022 年度（令和 4 年度）4 月 1 日以降入所希望者 

★申込書配布場所：市内 158 か所の保育所、認定こども園、 

地域型保育事業、本庁保育施設課 

★申込書配布開始：2021 年 11 月 29 日（月）～ 

※申込書類は、「保育所等入所のご案内」につづられています 

★申込受付場所 ：第 1 希望の保育所・認定こども園・地域型保育所 
（転入予定等で、直接保育所等に提出できない場合は保育施設課に郵送可） 
 

申込受付期間：第一次・12 月  6 日(月)～20 日(月) 

        第二次・12 月 21 日(火)～1 月 19 日(水) 

        第三次・ 1 月 20 日(木)～ 2 月 3 日(木) 
         （第三次は条件変更がある方のみ受付） 
 

●育休復帰に伴う入所申込について 

育児休業給付金（手当金）対象の育休を取得し、休業前の職場に復帰 

する場合に、年度途中の入所予約ができる場合があります 

・育休予約申込は、第一次受付期間のみの受付 

（2023 年 4 月 9 日までに復帰予定の人） 

・育児休業給付金（手当金）支給決定通知書のコピーの添付が必要 

 

問い合わせ先・・保育施設課 ℡：084-928-1047 

12 月になり、みんなが楽しみ

にしているクリスマスがやって

きます！ 

コロちゃんもママと一緒にクリ

スマスの準備を・・・。 

でも、コロちゃんは、準備どころ

じゃありません。 

楽しいクリスマスにワクワ

ク！！ 

いろいろなしかけ絵本に、みん

なもドキワクワク楽しめるこ

と、間違いなしですよ 

 

（対象：1・2歳） 

 

 

（対象：1・2歳） 

 

 

「コロちゃんのクリスマス」 

エリック・ヒル：作 
 

(評論社) 

 

＜ゆうゆうひろばのひとコマ＞ 

コロナの影響で 2 年ぶりの開催となった 

『千田学区 3 世代わくわく探検隊！！』 

千田の地域の方と、千田町のいろいろな所を歩きました。 

お天気にも恵まれ、どんぐりやイチョウの落ち葉を見つ

けたり、鯉に食パンをあげたり…   

鯉のえさをあげたと思ったら、自分の口にも「ぱくっ！」

「おいし～い」鯉も子どもたちも、もぐもぐタイム？？ 

地域の方に見守られ、おだやかな時間が流れました。 

 

 

★とりあえず、何でも「イヤイヤ！」 

  理由なんかないよね 『あい言葉』なのかな？ 

★片付けても片付けても、散らかるお部屋！！ 

 いろいろなことに興味が移ってしまうお年頃なの・・ 

★なかなか寝ない！ 

「はやく寝てよ」「○○したいのに！」そんな気持ちが 

わかるのか、用事がある時にかぎって寝ないのよね 

★とにかくすき間に、物を入れてしまう。 

「○○どこにいった？」と毎日が宝探し状態・・ 

 

 

  

   せんだの森 

<にこにこひろば> 
せんだの森では、給食体験をして

います。園のお友だちと同じメニュ

ーを食べていただきます。 

また、離乳食の初期から対応させて

いただきます。 

ご利用には、ひろば参加時に食事

についての聞き取りをさせていただ

き、アレルギーがある場合でも除去

食の対応をいたします。 

 

この日のメニューは、お魚でした。

２人とも、自分で上手にフォークを

持って、もぐもぐ‥ 

時折、互いの様子を気にしながら、

チラチラ見ては、またパクパク（笑） 

２人もペロリと完食でした！！ 

 

 

☆言い間違いがかわいすぎ・・萌え～ 

 （例）パパ たこやさん（床屋さん） 

おぼつかない言葉づかいにキュンキュン 

☆ことば選びのセンスが芸術的～ 

 （例）虹が消えたのを見て 

「太陽が虹さんたべたのかな？」 

    素敵な表現に感心してしまうことも 

☆「ゥワーーン」 あれ？涙でてないけど・・ 

  おめめを手で押さえても、チラチラみてるの知っ

てるよ！大きくなったら大物俳優かな・・ 

 

 

 

  

くすっと笑える 「ある！ある！！」 

毎日大変！ 「ある！ある！」 

 


