
 

 

 

 

 

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 

園庭開放・ホリデー保育  1 日  休館日 

園庭開放・ホリデー保育  2 月  休館日 

園庭開放  3 火  休館日 

園庭開放 電話相談日 4 水 電話相談日  

おでかけ保育（千田宝公園） 5 木 電話相談日  

園庭開放 ZOOMひろば NIKO「ペープサート」 6 金 いっぱいあそぼ  

園庭開放  7 土  休館日 

園庭開放・ホリデー保育  8 日   

園庭開放・ホリデー保育  9 月   

★ふわふわスカーフあそび（0歳） 節分のマスを作ろう 10 火 電話相談日  

①お正月あそび 自由あそび・給食体験① 11 水 ベビーとママのバランスあそび(0歳対象)  

おでかけ保育（千田宝公園） 12 木 カレンダー制作  

②アンパンマンかるた 電話相談日 13 金 園庭・ひろば開放  

園庭開放  14 土   

園庭開放  15 日  休館日 

⓪お正月のふれあいあそび（午前・午後） リトミック（1，2歳児） 16 月 えほんひろば   

★新聞紙でゆきあそび（1歳以上） 電話相談日 17 火 園庭・ひろば開放  

①てがたあそび 電話相談日 18 水 電話相談日 ★誕生日会（10：00～） 

ほいくの園おでかけ保育（9：30～11：30） おでかけ保育（千田宝公園） 19 木 ほいくの園おでかけ保育（9：30～11：30） ほいくの園おでかけ保育（9：30～11：30） 

②てがたあそび 赤ちゃん広場「離乳食講座」 20 金 電話相談日  

園庭開放  21 土  休館日 

園庭開放・ホリデー保育  22 日   

⓪てがたあそび（午前・午後） 電話相談日 23 月 電話相談日  

★1月生まれの誕生日会 発育計測・給食体験② 24 火 カレンダー制作  

①おにの面づくり 誕生日会 25 水 電話相談日  

おでかけ保育（千田宝公園） 26 木 誕生日会 ★ママのおはなしタイム（10：00～） 

②おにの面づくり      電話相談日 27 金 つくってあそぼ  

園庭開放  28 土   

園庭開放・ホリデー保育  29 日  休館日 

⓪おにの面づくり（午前・午後） カレンダーを作ろう（２月） 30 月 発育計測・シールあそび  

午前：あいあいさーくる／午後：フジグラン相談 午前：電話相談日/午後：フジグラン相談 31 火 いっぱいあそぼ  

  

 

 

 

 

＜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 

●ひろば参加には予約が必要です  

１週間前から電話やメールで受付けます 

（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 

●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 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7054-4 

 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(ゆめタウン福山) 

 TEL：084-931-6606 

 Mail：ikutas@urban.ne.jp 

 

 

2023 

1 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いくたす開館時間 

●10：00～16：00（30分程度） 
新型コロナ感染防止のための 

環境整備及び一斉消毒と換気の為 

下記の時間は一旦休館します。 

●12：00～13：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝の冷えた空気が、気持ちを新たに身も心も引き締めてくれるような新年の 

スタートです。たこあげにコマ回し、お雑煮、お年玉・・親子でどんな経験を 

しましたか。昨年はコロナの影響でとても厳しい環境の一年だったこともあり、 

なおさら今年は笑顔多き一年であることを願っております。 

 子育て支援センター4 施設一同、今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

  
ひろば参加予約時間は 1 週間前

の 9 時～13 時の間までとさせて

いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひろば参加予約時間は 1 週間前

の 9 時～13 時の間までとさせて

いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

★は予約の講座です。 

＜いくたす子育て講座時間＞ 

 (午前)10:00～11:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

地域子育て支援グループ「ほいくの

園」の『おでかけ保育』です。ゆめタ

ウン福山 1 階ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙで「ほいくの

園」の先生たちと遊びましょう。 

予約は不要です。 

いくたすは開館しているよ！ 

 

 

 

 
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。 

 

 

 

 

 

 

 

ひろば利用は

電話かメール

で予約をお願

いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 歳児対象です。離乳食以降のコツを

給食の先生に教わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
誕生月のお友だちには、ワッペンを 

プレゼントするよ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾃｰﾏ「おひざにだっこで 

    おはなししましょう」 

～絵本をひらいてみませんか～ 

対象：0歳児 
初めての絵本、どのような絵本を選び

ますか。みんなで話しましょう。 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひろばのひとこま 

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。

 

＜子育て最前線＞ 

 

 

★ヒント１ 子どもは一人一人違うよ！ 
 その子に合った関わり方を知ることで、子どもがグンと成

長するかも。 

★ヒント２ ｢もうっ！！｣となる前に 
 その時の子どもの気持ちを考えてみてね。もしかしたら、 

夢中になって聞こえていないかも。 

★ヒント３ 自分に合ったストレス発散 
 散歩、ガーデニング、甘い物を食べるなど、自分に合ったス

トレス発散方法を見つけてやってみよう！ 

 

 

 

親子のコミュニケーションサイクル 

 

 

『があちゃん』 
かつや かおり作 

 

（福音館書店） 

せんにしの丘 

<ゆうゆうひろば> 
 

おんぶやだっこなど、親子

で一緒にからだをつかって

「からだあそび」をしまし

た。お家の人が笑うと、子

どももニッコニコ。 

笑い声と子どもの喜ぶ声が

広がり、楽しいひと時とな

りました。 

2023 年も、ゆうゆうひろ

ばの参加は、引き続き電話か

メールで予約をしてご利用

ください。 

火曜日は子育て講座を開

いています。育児のことから

生活のこと、何でもお話しし

ましょう。 

子どもを事故から守る！ 

 

子どものどこをほめたらいいのかな 

 

＜ここ見て！＞ 

 

＝「たし算の子育て法」って知ってますか？＝ 
かわいい我が子に「こんな子どもになって欲しい」

と願う、理想の子ども像はあるでしょうね・・・ 

 けれど、実際には思うようにいかないことがたく

さん。｢まだまだ｣と、理想から現実をひく「引き算の

子育て」になっていませんか？ 

今、目の前にいる我が子の良い行ないや小さな努

力を見つけ、小さなことでもそれをみとめてほめる 

「たし算」の子育て法です。少しずつ子どものよさや

できることを足して（積み重ね）いきましょう。 

  

  毎日たくさん笑って、おこって、泣いて、喜んで 

ゆっくり確実に大きくなる子どもたち。そんな出会い

と感動のチャンスを、たくさん積み重ねながら子育て

を楽しんでいきましょう♪ 

 

先日、福山市内の公園のすぐそばで、小さな子どもが水路に転

落する事故が発生しました。福山市は田んぼが多く、市内のあ

ちこちに水路があります。私たちの生活に必要なものですが、

危険がひそんでいることを忘れてはいけません。

子どもと接する中で「困ったな」「言うことをきいてく

れないな」と思ったことはありませんか。 

そこには親の思い込みや、子どもとの気持ちのズレがあ

るのかも・・子どもへの接し方のちょっとしたコツやポイ

ントを考えてみましょう。 

 

子どもの多い事故って？ 
 子どもは思わぬ行動をするため、どんなに気をつけて 

いても思わぬ事故に繋がってしまいます。 

・転落・転倒・熱傷・窒息・切り傷・誤嚥・誤飲・溺水 

・交通事故等・・考えたらドキドキが止まりません・・ 

困った時は？ 
何より心強いのは１１９番！緊急の場合は迷わず電話しましょう！ 

迷った時は「子ども医療電話相談」♯８０００ 

 緊急時の連絡先を書いて貼っておきましょう(かかりつけ・保健所等) 

資料：「親の力をまなびあう学習プログラム」 

          ―広島県教育委員会―

★事故が起こらない環境づくりを心がけましょう  

★起こるかもしれないという意識をもちましょう

＜そらひろばでのひとコマ＞ 
12 月の誕生日会の 

出し物はマジックショー。 

ペットボトルに入った水が 

いろいろな色のジュースに変身していきます。 

みかんジュースは橙色。 

レモンジュースは黄色。 

「次は、どのジュースがいい？」 

「メロ～ン！！」と元気な声♪ 

カラフルな色合いに子どもたちはみ～んな、 

目をまんまるくして、くぎづけになっていました♪ 

 1 月の誕生日会もお楽しみに！ 

 

があちゃんは、おふろが大好き！

毎日、があちゃんと一緒におふろに

入っているおともだちもいるかな。 

があちゃんは、おふろに浮かんで

体も洗います。最後にしっかり体を

拭いて、ぴかぴかがあちゃん 

いいにおい・・・ 

毎日寒い日が続きますが、この季

節、温かいおふろタイムを楽しんで

くださいね。 

おふろの前に読んであげると、も

っと楽しくなりますよ！ 

 

（対象：０歳～） 

 


