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社会福祉法人昌和福祉会

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

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

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：084-955-0049
Mail：sora2@urban.ne.jp

そらひろば（みゆき）

園庭・ひろば開放

2

金

園庭・ひろば開放

※環境の一斉消毒と換気の為

★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～

園庭開放

3

土

園庭開放・ホリデー保育

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。

4

日

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。

⓪てがたあそび(午前・午後)

電話相談日

5

月

七夕飾りをつくろう

★７月誕生日会

電話相談日

6

火

電話相談日

①てがたあそび

七夕のつどい・七夕製作

7

水

七夕の集い(園行事に参加)10：00～

8

木

電話相談日

9

金

給食体験①

10

土

11

日

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②・発育計測

赤ちゃんにはどんな
絵本がいいかな？
みんなで話そう！

園庭開放
園庭開放・ホリデー

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。

子育てサポートステーションいくたす

木

給食体験①・発育計測

②てがたあそび

TEL：084-931-6606
Mail：ikutas@urban.ne.jp

1

②♡親子ふれあいデー

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
@

にこにこひろば（せんだの森）

おでかけ保育(千田宝公園)

認定こども園

TEL：084-955-5070
Mail：fureai@ho19.jp

緊急事態宣言が解除となり、やっとおでかけができるようになりましたね。ただ、
まだ感染が収まったわけではないので、どこでも自由にというわけにはいかないよう
です。当法人の４支援センターは感染対策を万全にとったうえで、子育て支援活動を
再開いたしました。利用人数や時間などの制限で、ご迷惑をおかけしております。
子どもたちの元気な声が何よりの癒しです。
暑い夏になります。体調に気をつけて、無理のない毎日を心がけましょう。

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

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

休館日

休館日

⓪♡親子ふれあいデー（午前・午後）

電話相談日

12

月

電話相談日

★「おひざにだっこでお話しましょう！」

カレンダーを作ろう

13

火

給食体験②

①みずあそび

給食体験③・発育計測

14

水

電話相談日

子育て支援グループほいくの園の
Zoom を使った「おでかけ保育」です。
今月の担当はせんだの森と大津野こ
ども園です。親子遊びをしましょう。

おでかけ保育（千田宝公園）

★ZOOMde ほいくの園（11:00～）

15

木

ペットボトルでスノードームを作ろう

★ZOOMde ほいくの園（11:00～）

②みずあそび

電話相談日

16

金

発育計測・うちわをつくろう

園庭開放

大型プールであそぼう

17

土

18

日

園庭開放・ホリデー保育

休館日

⓪♡親子ふれあいデー（午前・午後）

リトミック(2 歳児)

19

月

給食体験③

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

20

火

電話相談日

①みずあそび

給食体験④・発育計測

21

水

★ZOOM＠SORA(10:30～11:00) 「うたってあそぼ！」

園庭開放・ホリデー保育

22

木

園庭開放・ホリデー保育

23

金

24

土

園庭開放・ホリデー保育

園行事に参加します。
誕生日会では、誕生月のお友達に
ワッペンのプレゼントがあるよ。

25

日

⓪♡親子ふれあいデー（午前・午後）

カレンダーを作ろう

26

月

発育計測・うちわをつくろう

★zoom＠IKTS(午前)

★食中毒についての話

ZOOM＠ＮＩＫＯ（10：30～）「色水あそび」

27

火

誕生日会(園行事に参加) 10:00～

①みずあそび

誕生日会（10：10～）

28

水

ベビーとママのバランス遊び(0 歳対象)

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。

★ZOOM＠YOU(10:30～)「おはなし始まるよ」

おでかけ保育（千田宝公園）

29

木

電話相談日

★ママのおはなしタイム(午前)対象：0 歳

②みずあそび

電話相談日

30

金

電話相談日

31

土

ﾃｰﾏ｢絵本を開いてみませんか｣
初めての絵本、どんな絵本がいいのか
な・・みんなで話してみましょう

園庭開放

(園 栄養士)

園庭開放
＜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
●♡は「親子ふれあいデー」です
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。
●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

＜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

★誕生日会(午前)

おはなしなぁに（ゆめタウン Kidsweek）
予約は必要ありません。絵本やパネル
シアターなど、気が向いた時に(^^♪

水遊び・プールあそび

＜そらひろば＞
―み

休館日

＜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＞

子育てサポートステーション

いくたす

子育て家庭のための防災対策
近年、地震や線状降水帯による豪雨など自然災害が増加しています。
緊急時のライフライン復旧には時間がかかります。いざという時、必要なものが
手に入りにくいこともあるので、一時避難用に 3 日間を想定して準備しましょう。

＜赤ちゃんのための防災グッズリスト＞
・液体ミルク（調乳不要で常温のまま授乳可能なものあり）
・紙おむつ・おしりふき・ゴミ袋
・ベビーフード・水
・スプーン・紙皿・紙コップ
・ウエットティッシュ・清浄綿
・使い捨てカイロ（ミルクやベビーフードを温めに利用）
・バスタオル（マットや布団、おくるみの代用）
・母子手帳・保険証のコピー（病気やケガをした時に必要）
・・など

赤ちゃんの成長に合わせて中身を入れ替
え、オリジナルの防災セットを作ってみま
しょう！上記参考にしてみてくださいね。

三吉町公園

ひろばのひとこま

梅雨に入り、緊急事態宣言も重な
って、いくたすなど子育て支援セン
ターは休館。みんなの声が聞けなく
て寂しかった・・・。
みなさまどの様に過ごされまし
たか？どこで遊んでいましたか？
特に、まだ歩かない赤ちゃんは公園
などにも行けず、苦しい日々だった
のではないでしょうか。

いくたすは、ゆめタウン周辺の公
園に積極的におでかけしていまし
た。お天気の日は暑く、なかなか親
子には出会えません。ご近所のおじ
いちゃんが｢もう少しはよう(早く)
来んと！｣ 貴重なご意見！
これからも何があるかわかりま
せん。いろいろな人に教えていた
だきながら、できることを考えて
まいります。

水辺公園

＜そらひろばでのひとコマ＞
長かった緊急事態宣言も、やっと解除！

かたつむりの のんちゃんは、
雨が大好き♪
お友だちのところへ行く途中、
みずたまりにおぼれている
ヤスデちゃんに遭遇します。

！

宣言期間中は、どの園も活動自粛の為、
みなさんと一緒に過ごす時間が少なくなり
とても寂しい日々でした。
そこで、
『お元気ですか？』と、メールを送ってみました。
すると・・・

『元気で～～～す！！！』と
メールの画面から飛び出してきそうなコメントに
たくさんの元気をいただきました！！
またみんなと遊ぶのが楽しみな先生たちです！！

「かたつむりののんちゃん」
高家博成
仲川道子：作

普段なかなか見られない、かた
つむりの動きが、とってもかわい
く描かれています。
今度の雨の日は、親子でかたつむ
り探しなんて、いかがでしょう？
ヤスデちゃんにも出会えるかな。
（対象：2・3 歳）

♥子どものごはん 「あるある」さがし♥
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。

いっぱいご飯 食べて欲しいな・・
夏は大人も食欲が落ちやすい季節です。体の小さな子ども
は特に、食べなくなると心配ですね。
水分補給のためのお水やお茶は普段から飲んでいますか？
大人は冷蔵庫に入っていた冷たいおみずが「おいしい！」と
思えますが、小さな子どもは飲み込みにくいようです。
少し温かい常温に近いくらいがいいとか・・ペットボトルの
赤ちゃん用麦茶とお湯を半々にすると、匂いもあまり気にな
らずに飲んでくれるかもしれませんね。

「ダメ！」から「○○しようね」へ
右の「あるある」は、いろいろな人の体験談からの、ほんの
ひとつまみのエピソードです。どれもこれも、やったらダメ！
と言いたくなる出来事ですが、2 歳までは「自分で食べる」意
欲を育てる大事な時期です。気長に向き合いましょう。
成長するにつれて「ダメダメ」が増えてしまうのですが、危
険なことを知らせるのみにして、できるだけ「○○しようね」
（やってほしいことに変換して）と伝えてあげてください。
でも・・・ついつい「ダメ！！」って言ってしまうのよね！
わかるわかる！！！反省しながらの毎日ですよね・・・

◯おうちの人に「おくちアーン」私ご飯まみれよ
あなたに｢アーン｣をする 真似っこしてるんだよね。
でも・・・食べさせている私の顔も髪の毛も、いつも
ご飯まみれだよ。

◯いつの間に「ぴちゃぴちゃ」
ご飯のあい間に、お茶やお水を飲んでいたのに・・
いつの間にテーブルが水浸し・・・
「あーぁマグのふたを あけちゃったのね・・」

◯ご飯の途中で

こっくりこっくり・・

朝早く起きたから 眠くなっちゃったのかな・・
「もうおしまいね」とお皿を下げると、おめめが
パチッ👀
あーグズグズが止まらない・・

◯つまんでポイ つまんでポイ・・
あなたのために頑張って作ったんだよ。なのに・・
時々食べて、時々つまんでポイ！お願い食べて！！

◯これおいしいね・・買ったものですけど・・
ちょっとくらい楽をしたいと思って買ってみた。
そうしたら、いつも以上においしそうな顔して
パクパク食べた。もう・・泣きそう・・
あなたのお子様は

いくつ当てはまりましたか(*^-^*)

