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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）

そらひろば（みゆき）
1

水

電話相談日

おでかけ保育(千田宝公園)

2

木

★ZOOM＠SORA(10：30～)｢うたってあそぼ｣

3

金

電話相談日

4

土

5

日

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。

園庭開放
園庭開放・ホリデー保育

せんだの森

福山市千田町 3-16-2
TEL：084-955-0078
Mail：niko2@urban.ne.jp

電話相談日

電話相談日

認定こども園

TEL：084-955-5070
Mail：fureai@ho19.jp

広島県は、新型コロナ感染症の爆発的な拡大がみられ、福山市は連日過去最多の新
規感染者数を更新しています。8 月 9 日からは感染対策重点地域に指定、27 日から
は緊急事態宣言が発令され、現在当法人の４つの子育て支援センターは、9 月 12 日
まで相談対応のみとさせていただいております。早くこの状況が回復すればいいので
すが、それには個々の感染対策が欠かせません。小さな子どもの感染も広がっていま
す。今一度感染対策を万全にしていきましょう。

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

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

―

ゆうゆうひろば
＜にこにこひろば・そらひろば・いくたすをご利用のみなさまへ＞
★ZOOM 相談(保育園・こども園)
6
月
電話相談日
ご利用のみなさまへ ―
いつも社会福祉法人昌和福祉会の子育て支援センターをご利用いただき、ありがとう
せんにしの丘
「ゆうゆうひろば」
★ZOOM(10:30～)「看護師とおしゃべりしよう」
★ZOOM 相談(保育園・こども園)
7
火
ございます。このたびの新型コロナウィルス感染拡大における、
広島県の緊急事態宣言
は、緊急事態宣言発令中は予約
の延長が決定したため、下記の期間の「あそびのひろば」の開放は休止いたします。
をしてご利用ください。
★ZOOM 相談(保育園・こども園)
8
水
電話相談日
(一週間前から予約可)
＜ひろば 休止期間＞ 9
木 ★ZOOM＠SORA(10：30～)「作ってあそぼ！」 ★ZOOM 相談(保育園・こども園)
おでかけ保育(千田宝公園)
ご利用を希望の方は、下記へメ
２０２１年 ９月 １３日（月）～ ９月 ３０日（木）
ールをしてください
10 金
電話相談日
電話・メール・ZOOM での相談には、積極的に対応させていただきます。
e₋mail：fureai@ho19.jp
また、来館での相談をご希望の方は随時対応しますので、予約の上ご来館ください。
(受付時間：10：00～15：00)

園庭開放

11

土

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

★楽しい体操あそび(１歳以上)

ｚｏｏｍ＠ｎｉｋｏ（10：30～）新聞紙あそび

14

火

★①てがたあそび

ｚｏｏｍ＠ｎｉｋｏ（10：30～）大型絵本

15

水

おでかけ保育(千田宝公園)

16

木

電話相談日

17

金

園庭開放

18

土

園庭開放・ホリデー保育

19

日

園庭開放・ホリデー保育

20

月

★②てがたあそび

休館日
★ZOOM＠SORA(１０：３０～)「おはなしなあに」

★ZOOM＠SORA(１０：３０～)「うたってあそぼ」

★ZOOMde ほいくの園（11:00～）

電話相談日
休館日
ｵﾝﾗｲﾝｱﾌﾟﾘ ZOOM を使って実施いた
します。

★9 月誕生日会

電話相談日

21

火

★ZOOM＠SORA(１０：３０～)「うたってあそぼ」

★ZOOM＠YOU(10:30～)「わらべうたあそび」

ｚｏｏｍ＠ｎｉｋｏ（10：30～）色んな車、大集合！

22

水

電話相談日

23

木

24

金

園庭開放

25

土

園庭開放・ホリデー保育

26

日

園庭開放・ホリデー保育
★②♡親子ふれあいデー

ｚｏｏｍ＠ｎｉｋｏ（10：30～）ふれあいあそび

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。
今月の担当は、たじりこども園といく
たすです。
保育園・こども園について話します

★ZOOM＠SORA(１０：３０～)「お誕生日会」

★誕生日会(10：00～)
ｵﾝﾗｲﾝｱﾌﾟﾘ ZOOM を使った講座です。
親子のふれあいあそびやおはなし
を予定しています。

★Zoom＠IKTS（10：30～）

休館日

★⓪♡親子ふれあいデー(午前午後)

ｚｏｏｍ＠ｎｉｋｏ（10：30～）季節のうた

27

月

電話相談日

★あいあいさーくる ・フジグラン相談(午後)

ｚｏｏｍ＠ｎｉｋｏ（10：30～）誕生日会

28

火

★ZOOM＠SORA(１０：３０～)「おはなしなあに」

★①♡親子ふれあいデー

電話相談日

29

水

★ZOOM＠SORA(１０：３０～)「作ってあそぼ」

ﾃｰﾏ｢ちゃんとして！で伝わってる？｣
（対 象）1 歳以上
子どものしつけは難しい！どう言っ
たら伝わるのか考えてみましょう。
ｵﾝﾗｲﾝｱﾌﾟﾘ ZOOM でします

★ZOOM＠YOU(10:30～)「おはなし始まるよ」

おでかけ保育(千田宝公園)

30

木

電話相談日

★ﾏﾏのおはなしﾀｲﾑ(10：00～)

＜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
●予約の上ご参加ください。予約は 1 週間
前からメールで受け付けます
（受付時間：9:00～15:00）
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：fureai@ho19.jp
●♡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

＜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

＜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＞
★9 月 9 日≪救急の日≫★

せんにしの丘・せんだの森・みゆき
<3 園合同 おでかけ保育>

小さな子どもは、いつ怪我をしたり体調を崩したりする
かわかりません。ましてや夜間に何かあったら、慌ててし
7 月半ばから 8 月半ばまで、おさなごの園よこおで「おでかけ
まいますよね‥。そんな時、少しでも落ち着いて対応でき 保育」をして、楽しくあそびました。
発育計測に給食体験。制作では、ペットボトルシャワー作りに
たらといいなと思います。

＃８０００
この電話相談は、夜間にけがや病気になった時、すぐ受
診させた方がいいのか翌日まで待ってもいいのか等、判断
に迷う時に相談に応じていただけます。
小児科の勤務経験のある看護師が対応してくれますよ。

カレンダー作り。そして、大きなプールでみずあそび。
ほんの少しの時間でしたが、新しいお友だちも増えて、夏の楽
しい思い出がたくさんできました！！！

◇受付時間 毎日 19 時～翌朝 8 時◇
福山市は下記の時間で小児夜間診療所での受診が可能です

★診療時間

毎日 19 時～23 時(22:45 まで受付)★

＜いくたすでのひとコマ＞
きつねのおめんに おにのおめん
おめんをとってみると・・・
あれあれ！
つのが かっこいいうしさんや、
まあるいかおのたぬきさん、いろ
いろなおともだちがでてきます。
あっとおどろくしかけが
まっています。
「つぎは、だれかな～」と親子で
楽しめるしかけ絵本です。

まん延防止対策等重点措置のまっただ中のある日・・
母 親「いくたす遊べないね・・どうしようか」
現在は相談対応のみ・・ごめんね・・・
｢○○と◇◇とゆめタウンで 3 件目・・｣
そう！子どもはそれぞれの店でカートに乗ることが
嬉しいようです。子どもにはお店は遊園地のよう。
｢お菓子買って帰ろっか！！｣・・と子ども。
子どもの元気な声は ちょっとホッとします。

「おめんです」
いしかわ こうじ：作・絵

早く何も心配のない日々になってほしいな・・

（対象：０歳～）

(偕成社)

｢もうッ！｣と言う前にぜひ、いくたすにご連絡を☺

簡単クッキング 子どもと楽しんでみませんか
♥ジュースで わらびもち♥

♥できあがり♥

いつものジュースがプルンと食感！小さなお子様が
飲み込みやすいように、ゆるめにつくりましょう。
小学生や幼稚園のお子様は、一緒に作れるかな・・

