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今年は梅雨入りがとても早く、思わぬ大雨に恐怖を感じておりました
が、やっと梅雨も開けて本格的な夏がやってきました。ただ、この時期は
線状降水帯による大雨にまだ気が抜けません。先日の大雨で被害にあわれ
た方には、お見舞い申し上げます。夏に向けて体調には十分気をつけまし
ょう。また、感染症についても引き続き感染防止に努めましょう。
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子育てサポートステーションいくたす

き
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ゆうゆうひろば・にこにこひろば・そらひろば 合同おでかけ保育（於：おさなごの園よこお）
せんにしの丘のみ 園庭開放・ホリデー保育

子育てサポートステーションいくたす

1

日

休館日

2

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。

3

火

●12：00～13：00
※環境の一斉消毒と換気の為

★おはなしなぁに 場所：おさなごの園よこお

4

水

★千田宝公園おでかけ保育のお友達！おさなごの園よこおで遊ぼう（対象：4～6 月千田宝公園おでかけ保育参加者）

5

木

6

金

7

土

8

日

9

月

★給食体験（普通食のみ） ＜対象：1．2 歳＞ 場所：おさなごの園よこお

10

火

★みずあそび・発育計測 ＜対象：1．2 歳＞ 場所：おさなごの園よこお

11

水

せんにしの丘のみ 園庭開放

12

木

13

金

14

土

臨時休館日

15

日

休館日

せんにしの丘のみ 園庭開放

16

月

★おともだちとあそぼう ＜対象：1．2 歳＞ 場所：おさなごの園よこお

17

火

★カレンダー製作 場所：おさなごの園よこお

18

水

★千田宝公園おでかけ保育のお友達！おさなごの園よこおで遊ぼう（対象：4～6 月千田宝公園おでかけ保育参加者）

19

木

20

金

21

土

22

日

23

月

24

火

★ベビーとママのバランス遊び ＜対象：0 歳＞ 場所：おさなごの園よこお

25

水

★千田宝公園おでかけ保育のお友達！おさなごの園よこおで遊ぼう（対象：4～6 月千田宝公園おでかけ保育参加者）

26

木

★ボールプールで遊ぼう

27

金

28

土

29

日

30

月

31

火

せんにしの丘のみ 園庭開放
せんにしの丘のみ 園庭開放・ホリデー保育
せんにしの丘のみ 園庭開放・ホリデー保育

せんにしの丘のみ 園庭開放
せんにしの丘のみ 園庭開放

給食体験は、ご予約後に電話でアレル
ギー等、食事について確認をさせてい
ただきます(要実費)

8/12～8/16 は、
予約はできません。
8/17 以降にお願いします。

せんにしの丘のみ 園庭開放・ホリデー保育

★おはなしなぁに 場所：おさなごの園よこお

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。
今月の担当はみゆきとののはまこど
もえんです。親子遊びをしましょう

水遊びのできるパンツ等準備して
ください(保護者も)

★プールで遊ぼう ＜対象：1．2 歳＞場所：おさなごの園よこお 17 日(火)から予約可能です。
せんにしの丘のみ 園庭開放・ホリデー保育
★誕生日会・発育計測 場所：おさなごの園よこお
★離乳食体験（後期・完了食のみ）

離乳食は、後期食と完了食のみとな
ります。ご予約後に電話で、アレル
ギー等食事について確認をさせてい
ただきます(要実費)

＜対象：0．1 歳＞場所：おさなごの園よこお

＜対象：1．2 歳＞ 場所：おさなごの園よこお

せんにしの丘のみ 園庭開放
せんにしの丘のみ 園庭開放・ホリデー保育

ベビーのバランス遊びは、
どちらか 1 回のみの参加で
お願いします。

★ベビーとママのバランス遊び ＜対象：0 歳＞ 場所：おさなごの園よこお

＜ゆうゆうひろば・にこにこひろば・そらひろば 合同おでかけ保育＞
社会福祉法人昌和福祉会は、このたび福山市横尾町に小規模保育園「おさなごの園よこお」
を開園予定です。
（開園日は未定）８月末まで 3 園合同でおでかけ保育として「おさなごの園
よこお」で子育て支援活動を行います。おさなごの園よこおへ メール予約が必要です。
参加は未就園児のみとし、初めての参加の方を最優先させていただきます。

<おさなごの園 よこお 子育て支援参加予約>
e-mail：osanago5＠urban.ne.jp
①登録番号 ②参加日時 ③子どもの名前・年齢 ④電話番号（携帯番号）
（メール受付）1 週間前～ 9：00～13：00 （予約完了の返信メールで予約確定となります）
活動時間：10：00～12：00（駐車場完備） 月に 5 回までの参加でお願いします。

休館日
★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～

★誕生日会（午前）

★ZOOMde ほいくの園（11:00～）

休館日

ﾃｰﾏ「みんなどうしてる？」各家庭、
子どもの姿はいろいろ。寝かしつけ、
遊び食べみんなどうしているの？
みんなで話してみませんか。
★ママのおはなしタイム(午前) 対象：0 歳

休館日
★Zoom ひろば IKTS（10：30～）

＜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＞

にこにこひろば
＜せんだの森＞

おさなごの園よこお 認可申請中
社会福祉法人昌和福祉会は、横尾町に小規模保育園「おさなごの園よ
こお（おさなごのそのよこお）」の認可を申請中です。
小規模保育園は、0～2 歳までの小さな年齢のお子様だけの保育施設で、
人数も少人数で保育いたします。
現在、当法人の 3 保育施設の子育て支援センターが、おさなごの園よ
こおを使って「おでかけ保育」をしています。
認可がおりましたら、
法人ＨP にて詳細を
UP いたします。

見守る

さるすべりの樹

おさなごの園よこお

毎月手形や足形を取って、季
節のカレンダー製作を楽しんで
います。何回か経験すると、スタ
ンプ台を出しただけで、子ども
たちが集まってきます♪
一緒に可愛い手形・足形を取
ってみませんか？

ひろばのひとこま
リトミックでは、リズミカルなピ
アノに合わせて、広いお部屋でたく
さん身体を動かします。軽快な音
に、子どもたちはみんなにこにこ♪
1・2 歳のお友だちは、ボールや
スティック・オーガンジーというヒ
ラヒラ透ける布も使います。
おうちのひとも身体を動かし、終
盤は親子で心も身体もスッキリ！

＜ゆうゆうひろばのひとコマ＞
おはなに水をあげるのは、
こぐまちゃんのお仕事です。
おはなに、金魚さん、ありさん
にもお水でシャワー。

ひろばでいろいろなおもちゃで遊びます。
「そろそろお片づけしましょう」と先生。
「イヤ～」
「まだ～」

あれれ、こぐまちゃんもしろく
まちゃんもいつの間にか、お花
の水やりから水あそびになっ
ちゃった！

遊びたい気持ちを全力でぶつけてきました。
すべり台に登ろうとする A ちゃんに
「A ちゃん！お片づけよ」
と、B ちゃんが優しく声をかけてくれました。
すると・・・Ａちゃんは すんなりお片づけ・・
「！！！！！」みんなびっくり！！

「こぐまちゃんのみずあそび」
わかやま けん：作

やってみたい！という好奇心
をくすぐる、そんな一冊です。

(こぐま社)

（対象：1・2 歳）

子ども同士で育ちあうって、こういうことなんですね

★認定こども園ってなぁに？★
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。

認定こども園（3 歳以上児）
1 号認定

そろそろ来年の入園について考える季節
11 月 1 日～ほとんどの幼稚園は、入園受付が始まります。
また、認定こども園の 1 号認定も、同じ時期から受付が始ま
るため、最近その話題が多くなっています。
コロナ禍でもあり、今まで出来ていた幼稚園の見学や子育
て支援活動が今まで通りできなくなっていることもあり、保
護者の方の不安はいかばかりかとお察しします。
園は、お子様がこれから毎日過ごす生活の場となります。
どの様な教育・保育を希望するのか、決めておくことが大切
になります。我が子には、どんな環境がいいのでしょうか・・

幼稚園・認定こども園は教育の場
近くの保育園・幼稚園が「認定こども園」となった園もある
のではないでしょうか・・
「認定こども園」って いったい何？

幼稚園：幼児期に教育の基礎を作る場
認定こども園：幼稚園と保育園の機能・特徴を
併せ持った教育の場
※幼保連携型・幼稚園型等 種類によって教育方法が異なる。
※3 歳以上のお子様は、｢1 号認定｣と｢2 号認定｣に分けられる。

入園条件

条件なし

保育年齢

満 3 歳以上

保育時間

保育料

その他

4～5 時間が基本
（必要に応じて延長保育）

満 3 歳～無償化
●長期休みあり
(春・夏・冬等)
●給食 あり
●午睡なし

2 号認定
就労等

保育の必要性

満 3 歳以上
(2 歳クラスの途中に 3 号認定から変更)

8～11 時間 保育を保証
(保育の必要性に応じて)

年少～無償化
(2 歳児クラスは年度内有償)

●日祝日のみ休み
(休日保育は可能)
●給食 あり
●午睡あり

(延長保育の場合午睡あり)

1 号認定の子どもと、2 号認定の子どもは、同じお部屋で同じ
教育をうけます。子ども同士刺激し合いながら成長し、保育教諭
はその成長を促すさまざまな教育内容を工夫しています。
幼保連携型・幼稚園型など、分類があります。

◎詳しくは、支援センタースタッフにお尋ねください。

