地域の子育て支援通信

であい ふれあい
めぐりあい
長い梅雨が明けて急に酷暑となり、今年の夏はいつも以上に厳しい暑さが
続いています。新型コロナウィルス感染についても少しずつではありますが
感染者が確認されており、不安な気持ちがぬぐえません。
社会福祉法人昌和福祉会では、7月よりオンラインアプリZOOM(ズーム)
を使って子育て講座を始めました。いろいろな心配はつきませんが、便利な
ものを使いながら安心して子育てができるよう支援してまいります。

そらひろば(みゆき)

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）
★「こんな時どうしたらいい？」
簡単な応急処置の話をききましょう。

①♡親子ふれあいデー

電話相談日（お休み）
給食体験①・発育計測

おでかけ保育（千田宝公園）
②♡親子ふれあいデー
園庭開放
園庭開放・ホリデー保育

★ZOOM＠NIKO（10:30～11:00）
「パネルシアター」

ひろば参加予約時間を一週間前
の9時～13時の間までとさせて
いただきます。

1 火

子育てサポートステーション

電話相談日

★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～

2 水 絵本をよもう
3 木

電話相談日

4 金 給食・離乳食体験①
5 土 ひろば参加予約時間を一週間前
の9時～13時の間までとさせて
6 日 いただきます。

休館日
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

⓪お月見カードをつくろう(午前・午後)

リトミック（1，2歳児対象）

7 月 ★ZOOM＠SORA「うたってあそぼう」

★ZOOM＠ＹＯＵ（10：30～11：00）
おはなしはじまるよ♪

給食体験②・発育計測

8 火 自由あそび

①お月見カードをつくろう

電話相談日（お休み）

おでかけ保育（千田宝公園）
②お月見カードをつくろう

電話相談日（お休み）

10 木 ふれあいあそび（0歳）
11 金
12 土

園庭開放・ホリデー保育

13 日
電話相談日（お休み）

●１２：００～１３：００
※環境の一斉消毒と換気のため

9 水 給食・離乳食体験②

園庭開放
⓪てがたあそび(午前・午後)

いくたす

★ZOOM＠IKTS(午前)｢0歳さんあつまれ｣

電話相談日

ＺＯＯＭ＠ＩＫＴＳは、リモートで講座をひ
らきますので、ひろばは自由に遊べます。

休館日

14 月 サーキットあそびをしよう

★９月誕生日会

給食体験③・発育計測

15 火 給食・離乳食体験③

①てがたあそび

カレンダーを作ろう(10月）

16 水 ★ZOOM＠SORA「パネルシアター」 ★誕生日会（午前）

おでかけ保育（千田宝公園）
②てがたあそび
おもちゃサロン(千田公民館)

園庭開放
園庭開放・ホリデー保育
園庭開放・ホリデー保育

電話相談日（お休み）
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、２回
目からのご利用となります。

園庭開放・ホリデー保育
①♡親子ふれあいデー

電話相談日

18 金

電話相談日

19 土
20 日
21 月

休館日

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、２回
目からのご利用となります。

臨時休館

22 火
★ZOOM＠NIKO（10:30～11:00）
「エプロンシアター」

おでかけ保育（千田宝公園）
②♡親子ふれあいデー

17 木

給食体験④・発育計測

23 水 ベビーとママのバランスあそび（０歳）
★ﾏﾏのおはなしﾀｲﾑ（10:30～11:30）
「ちゃんとしてで伝わってる？」(対象：１歳以上)

24 木 誕生日会（園行事に参加）
25 金 カレンダーをつくろう（1.2歳以上）

園庭開放

26 土

困った行動やお友達への接し方で「ちゃんと
してほしい」と思うことはありますか？なんと
言えばわかってくれるのでしょうか・・

園庭開放・ホリデー保育

27 日

休館日

⓪マットであそぼう！(午前・午後)

電話相談日（お休み）

28 月 カレンダーをつくろう（0歳）

午前：あい愛さーくる
午後：おでかけ相談（フジグラン）

午前：誕生日会(園行事に参加）10:00～
午後：おでかけ相談（フジグラン）

①マットであそぼう！

ベビーヨガ（0歳児対象）10:00～ 30 水 発育計測

29 火

電話相談日

★ZOOM＠IKTS(午後)｢転勤族さんあつまれ｣
対象：福山に転勤してきて、1年未満のご家族
転勤しての苦労や楽しみなど、みんなで情報
交換しませんか？

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。

＜ゆうゆうひろば＞
－ せんにしの丘 －
●毎週月～金曜 9:00～16:00
●♡は｢親子ふれあいデー｣です
遊びながら気軽にご相談下さい
●★は予約が必要な講座です。
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

＜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

＜子育て最前線＞

み ゆ き（そらひろば）
「プールあそび」

★ふくやま子育て応援センター｢キッズコム｣

移転のお知らせ★
ふくやま子育て応援センター「キッズコム」は、
2020年9月1日（火）に福山すこやかセンター（東
館１F）へ移転します。

●ネウボラ相談窓口「あのね💡キッズコム」
●子育てに関する相談・情報提供
●ひろば・講座 （内容は 福山市HPをご覧ください）
●ファミリー・サポート・センター事業
●休日保育受付
●キッズコム「プレイルーム」の開放
★プレイルームは９/８（火）9時より利用できます。
予約制となります。詳細は福山市HPをご覧ください。

【開館時間】午前8時30分～午後5時15分
【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）

ひろばの
ひとこま
そらひろばでは、月に3日程
度給食・離乳食体験をしていま
す。家で頑張ってはいるものの、
これでいいのかな…と悩んでし
まいますよね。ご飯が食べられ
なくても、こども園の献立がど
んなものか体験するだけでも大
丈夫ですよ。是非参加してみて
くださいね＾＾

「あっ」という指さしで
乗り物が次々に出てきます。

＜いくたすでのひとコマ＞

ページをめくるごとに大きく
なる乗り物に「ぼく」は運転
手になって乗ります。

いくたすには 毎日いろいろな年齢の子どもが遊びに来ます
「何か月ですか？」
「〇ヶ月です」
「あら おんなじですね」
そんな会話もそこかしこ・・・
１０ヶ月のＡ君は Ｂ君に興味津々
椅子につかまり立ちをしたＡ君は
椅子の座面をバンバンたたくと
Ｂ君もそれにこたえるように「バンバン！！」
ことばはなくても通じ合えるって
子どもならではで スゴイ！と思いませんか？

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。

〈地域子育て支援グループ「ほいくの園」 ２０周年〉
地域子育て支援グループ「ほいくの園（その）」は、商業施設など地域
住民の見える場で『おでかけ保育』を始め、今年で20周年となりました。
さまざまな保育施設で子育て支援センターや自主活動で遊びのひろばを
開放していますが、私たちグループは「学びの場」「遊びの場」「ふれあ
いの場」「相談の場」を一般市民の見える場に積極的に作ることで、地域
の子育て支援の場を提供しながら子育ちの情報発信を続けてきました。
このたびの新型コロナウィルスの感染拡大を受け、今まで通りの活動が
できにくくなっていますが、できることをできる範囲で続けてまいります。

〈ほいくの園 おでかけ相談会〉
地域子育て支援グループ「ほいくの園」では、10月からの1号認定およ
び幼稚園入園願書提出を前に、おでかけ相談会を開きます。
今は保育園を初め、認定こども園や幼稚園でも積極的に子育て支援活動
をしており、園の様子や子どもたちの遊びの姿を見ることができるように
なっています。
しかし今年は新型コロナウィルス感染拡大が見られるため、いつものよ
うな活動ができにくい状況があり、情報が不十分だと感じています。
そこで、地域子育て支援グループ「ほいくの園」では、右記の通り『お
でかけ相談会』として各施設の保育や教育の様子について、写真を通して
お伝えするとともに、入園に向けての相談会を実施することとなりました。
グループに所属する10保育施設の先生方と直接話ができる貴重な機会です。
どうぞご都合のいい時間にお立ち寄りください。

7月、8月は暑さも吹き飛ぶ
プールあそびを楽しみました。
いざプールに入ると、子どもた
ちは水しぶきをあげて大はしゃ
ぎ♪
水に入るのがちょっぴり苦手な
子もプールの外から水をすくっ
てピチャピチャ♪
とっても楽しかったね＾＾

日常の「あっ」の指さしが
増えるかも…

「あっ！」

（対象：０歳から）

中川ひろたか・ぶん
柳原良平・え
（金の星社）

＜ほいくの園おでかけ相談会 ご案内＞
●日 時
2020年 10月15日（木）16日（金）
（午前） 10：00～12：00
（午後） 13：00～15：00
※時間の制限はありませんが、参加家庭数の状況によっては
整理券を発行して入場制限をする場合もあります。

●場 所
ポートモール(ゆめタウン福山店と天満屋ハピータウン間)

●内 容
①地域子育て支援グループ「ほいくの園」
所属10保育施設の 保育・教育内容写真展示
②入園に向けての相談会
③子育てについての情報提供
④各種 子育て相談
●その他
写真パネルを見に来ていただいたご家族に、ステキな
おみやげを準備しております。また、グループの先生方
が作った手づくりおもちゃもあります。

♥

ぜひ、遊びに来てくださいね ♥

