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地域の子育て支援通信

であい ふれあい
めぐりあい

認定こども園

園庭開放
園庭開放・ホリデー保育
園庭開放・ホリデー保育
園庭開放・ホリデー保育
園庭開放・ホリデー保育

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。

おでかけ保育(千田宝公園)

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

にこにこひろば（せんだの森）
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。

認定こども園

TEL：084-955-5070
Mail：fureai@ho19.jp

いつの間にか桜の花びらが散り、若葉がさわさわと春風を誘っています。やっと
寒い日はなくなり、お家の周りをちょっと散歩したくなるそんな季節です。
新型コロナウィルスが、また猛威を振るい始めました。小さな子どもはマスクを
することが難しく、周りの大人が感染しないようにして守ってあげなければなりま
せん。1 年以上続く状況に疲れも感じますが、いま一度行動を見直しましょう。

ゆうゆうひろば（せんにしの丘）

せんにしの丘

福山市御幸町中津原後平 54-4

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

福山市入船町 3-1-60
TEL：084-931-6606
Mail：ikutas@urban.ne.jp
子育てサポートステーションいくたす
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電話相談日
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～

⓶♡親子ふれあいデー

給食体験①・発育計測

7

金

園庭開放

8

土

園庭開放・ホリデー保育

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。

9

日

⓪♡親子ふれあいデー(午前午後)

ZOOM＠NIKO（10：30～）「折り紙シアター」

10

月

★5 月誕生日会

給食体験②・発育計測

11

火

ひろば・園庭開放の日は、予約は
必要ありません。
10 時～12 時までの開放です。

給食体験は、今月はありません。
再開次第おしらせいたします。

ひろば・園庭開放

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。

●12：00～13：00
※環境の一斉消毒と換気の為

⓵♡親子ふれあいデー

電話相談日

ひろば・園庭開放

12

水

13

木

14

金

園庭開放

15

土

休館日

園庭開放・ホリデー保育

16

日

ｵﾝﾗｲﾝｱﾌﾟﾘ Zoom を使って、親子遊びを
しましょう。いくたすと自宅をつなげ
た講座です。

おでかけ保育(千田宝公園)

②♡親子ふれあいデー

リトミック（0 歳児対象）

★ZOOM＠IKTS0 歳さんあつまれ(午前)

電話相談日

⓪てがたあそび(午前・午後)

カレンダーをつくろう

17

月

★「タオルでふれあい遊び」 対象：1 歳以上

給食体験③・発育計測

18

火

⓵てがたあそび

電話相談日

19

水

ひろば・園庭開放

20

木

電話相談日

21

金

22

土

23

日

おでかけ保育(千田宝公園)
②てがたあそび

園庭開放

電話相談日

ひろば・園庭開放

園庭開放・ホリデー保育

誕生日会では、誕生月のお友だちに、
ワッペンのプレゼントがあるよ。
（10：30～）

⓪♡親子ふれあいデー（午前・午後）

電話相談日

24

月

ひろば・園庭開放

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

25

火

電話相談日

⓵♡親子ふれあいデー

電話相談日

26

水

ベビーとママのバランス遊び(0 歳対象)

ﾃｰﾏ｢私の時間子どもの時間｣対象:0 歳
なかなか自分の時間が持てないのが
悩みのたね。毎日どう過ごしている
か、みんなで話してみませんか？

★ZOOM＠YOU(10:30～)「おはなし始まるよ」

おでかけ保育(千田宝公園)

27

木

電話相談日

★ママのおはなしタイム(午前)

②♡親子ふれあいデー

給食体験④・発育計測

28

金

園庭開放

29

土

園庭開放・ホリデー保育

30

日

31

月

⓪♡親子ふれあいデー（午前・午後）
＜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ください
●★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

電話相談日
＜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

休館日

休館日

ひろば・園庭開放

＜そらひろば＞
―み

＜いくたす＞

ゆ き―

―ゆめタウン福山 2 階―

●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

●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＞
★ふくやま子育て応援センター

みゆき
<そらひろば>

天満屋に移転★

～えほんの国も 同場所にリニューアルオープン～
＜移転先＞

ふくやま子育て応援センター「キッズコム」
天満屋福山店 ８階（福山市元町 1-1）
キッズコムには、遊びのひろば・プレイルームがあります。
あそびの広場では親子で楽しめる「ひろば」、
「おはなし会」など、楽
しいイベントをします！
えほんの国には、約 4,000 冊の絵本があり、読みきかせステージで
は、毎日絵本の読みきかせをします。
また、ワークショップコーナーでは、季節のおもちゃ作りが楽しめる
ようです。あかちゃん絵本コーナーもありますよ。
★ふくやま子育て応援センター 火～日曜日＜10:00～18:00＞
★えほんの国
休館日なし＜10:00～17:00＞
【お問い合わせ先】084-932-7284（ふくやま子育て応援センター）

ひろばのひとこま
おうちの人の優しい手のひ
らで、たくさんマッサージして
もらうと、気持ちよくてにっこ
り笑顔です！
ベビーマッサージを通して、お
子さまとおうちの人と「心と心
の会話」がもてるようになり、
愛情がぐ～んと深まります♡

＜いくたすでのひとコマ＞

パンダの子どもが、チューリ
ップやバナナや飛行機などに
なりきって体操します。

いくたすには、毎日 20～30 組の
親子が遊びに来てくれます。
また、毎日毎日
「はじめまして」のお友だちも やってきます。
「いくたすがあるのは知っていたけど」
「一人では恥ずかしくって・・・」
何ヶ月も前を通るだけの人もいることにビックリ！
毎日、玄関フルオープンでお迎えしています。
だから、換気はいつもバッチリです。
今日も「はじめまして」のお友だちが来るのを
感染対策をして、スタッフみんなでお待ちしています

ぽかぽか陽気の春ですね！
そらひろばでは、園庭開放をしてい
ます。砂場遊びや広い芝生の上を自
由に歩いて、楽しんでいますよ。
歩行がしっかりしてくると、いろ
いろなことに興味がわき、探索行動
が広がってくるので、新しい発見が
たくさん見つかりそうです。

「パンダなりきりたいそう」

最後はボールになりきって、こ
ろころと転がって・・・お母さ
んがぎゅっと抱きしめてくれ
ます。
ふわふわ愛らしいパンダの
絵も魅力です。
絵本と同じ動きで、親子で楽し
んでみてはいかがでしょうか。

いりやま さとし：作
(講談社)

（対象：1・2 歳）

いま一度 感染しない行動を！
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と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。

新型コロナウィルス まん延中・・
ゴールデンウィークを前に、新型コロナウィルスが猛威を振
るっています。福山市でも日に日に感染された方の数が増えて
おり、医療に従事されている方に感謝すると同時に、心配する
ばかりです。これだけ増え続けていると、東京や大阪の話では
なく、福山でもコロナ患者受け入れのベッド数が足りなくな
り、大変なことになりかねません。
とても楽しみにしていたバーベキューやピクニック、おじい
ちゃんおばあちゃんとの再会だとは思いますが、今一度自分た
ちの行動を振り返る必要がありそうです。

コロナウィルス 変異株の脅威
最近の感染の多くは、従来のウィルスの形から変異した「変
異株」に差し変わっています。コロナウィルスに限らず、だい
たいのウィルスは何かしらの変異を繰り返しているそうです。
福山市の感染状況を見て、10 歳代や 10 歳未満児の感染例が
増えたと思いませんか。また、それに伴い、小・中学校の休校
が続いています。今まで大人は感染しても子どもは感染しにく
いと思っていましたが、どうやら変異株は、家族間で大人から
小さな子どもに感染しているようです・・・

子どもへの感染は、ほとんどが家族間感染です。
ですから、大人が感染をしないように行動をあらためて
振り返ってみる必要があると思います。
下記のことに、思い当たることはありませんか？

★外ならいいだろう！・・は危険
屋外であれば換気は万全。そう考えて、屋外で家族や
おともだちとバーベキューをしたいところです。
ただ、マスクを外したまま大きな声で騒いでいると、屋
外だとはいえ、風に乗って飛沫が飛んでいることをご
存じですか？屋外で食事をする時も、話をする時はマ
スクが欠かせないのです！！

★子どもは感染しないの？？ＮＯ！！
変異株は全ての年齢層に感染しやすく、持ち帰って
しまった大人から子どもへと感染しています。
4 月 19 日現在で 10 歳未満は 7.5％（従来型 2.9％）10
代は 11.1％（従来型 6.7％）です。数字としては少なく
感じますが、明らかに従来型よりも感染割合は増えて
います。大都市の話と思ってはいけません。

★会食が危険
家庭でも職場でも、必ず食事はします。外ではマスク
会食を徹底しましょう。出来ればおしゃべりをしない
でお食事を。小さな子どもは無防備ですから！！！

