
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

臨時休館 手形アートで 電話相談日 電話相談日 おでかけ保育 給食体験①
あそぼう （お休み） （お休み） 千田宝公園 発育計測

7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13
休館日 Z＠IKTS 休館日 Z＠NIKO 電話相談日 給食体験② おでかけ保育 赤ちゃん広場

手遊びしよう ペープサートを楽しもう （お休み） 発育計測 千田宝公園 「手形アート」
10:30～11:00 10:30～10:50 （0歳児対象）

14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
臨時休館 Z＠IKTS 電話相談日 給食体験③ カレンダーを おでかけ保育 電話相談日

(個別相談 1人20分) （お休み） 発育計測 つくろう 千田宝公園 （お休み）

午前・午後 （7月）
21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27

休館日 Z＠IKTS 休館日 給食体験④ 午前:誕生日会　　　 Z＠NIKO おでかけ保育 電話相談日
ﾏﾀﾆﾃｨﾏﾏのつどい 発育計測 午後:おでかけ相談　 絵本よみきかせ 千田宝公園 （お休み）

14:00～14:30 (フジグラン） 10:30～10:50

28 29 30 28 29 30
Z＠IKTS 臨時休館 簡単おやつ 電話相談日

0歳さんあつまれ 「ベビーカステラ」 （お休み）

14:00～14:30 10:00～

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
てがたあそび 園庭開放 てがたあそび おでかけ保育 てがたあそび 園庭開放 電話相談日 やってみよう！ 園庭あそび 電話相談日 ふれあいあそび
（午前・午後） 千田宝公園 （お休み） 食べてみよう！ （お休み） （0歳対象）

（0歳児） （1歳児） （2歳児以上） （1.2歳対象）

7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13
園庭開放 ♡ふれあいデー ★作って遊ぼう ♡ふれあいデー Z＠YOU ♡ふれあいデー 園庭開放 午前：砂場で遊ぼう 給食 電話相談日 ボールプールで 電話相談日

ホリデー保育 （午前・午後） 「ぱっくんカエル」 歌ってあそぼう Z＠SORA13:30～ 離乳食体験① （お休み） あそぼう （お休み）

（0歳児） （1歳児） 10:30～10:50 （2歳児以上） パネルシアター （1.2歳対象）

14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
園庭開放 バスごっこ 6月誕生日会 バスごっこ おでかけ保育 バスごっこ 園庭開放 七夕飾りを 電話相談日 給食 ボールプールで Z＠SORA

ホリデー保育 （午前・午後） 千田宝公園 作ろう （お休み） 離乳食体験② あそぼう 手あそびしよう

（0歳児） （1歳児） （2歳児以上） （0歳対象） (0歳)対象 11:00～11:30

21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27
園庭開放 おおきくなったかな 午前:あい愛さーくる おおきくなったかな Z＠YOU おおきくなったかな 園庭開放 電話相談日 誕生日会(10:00～) 電話相談日 七夕飾りを 給食

ホリデー保育 （午前・午後） 午後:おでかけ相談　 絵本をみよう （お休み） Z＠SORA11:00～ （お休み） 作ろう 離乳食体験③
（0歳児） (フジグラン） （1歳児） 14:00～14:20 （2歳児以上） ふれあい遊び楽しもう （1.2歳対象）

28 29 30 28 29 30
園庭開放 七夕飾り 園庭開放 発育計測 電話相談日

ホリデー保育 （午前・午後） （お休み）

（0歳児）

み ゆ き　そらひろばせんにしの丘　ゆうゆうひろば

せんだの森　にこにこひろば子育てサポートステーション　いくたす(ゆめタウン福山　2階北）

ようやく新型コロナウィルスの感染拡大が沈静化し、緊
急事態宣言も解除になったことで、元の生活に戻りつつあ
ります。春のとても良い季節がSTAY HOMEとなり、お散
歩できれいなお花を見ることもなかったのでしょうか・・

でも、みなさんの頑張りで福山市は感染者の拡大もなく、
少しずつ街に活気が戻ってきました。
これからいろいろおでかけ出来るかな・・・楽しいこと
いっぱいしたいよね・・

であいふれあい
地域の子育て支援通信

めぐりあい
●毎週月～金曜日
9：00～16：00

●♡は親子ふれあいデー
です。親子で遊びながら

気軽にご相談ください。
●さーくる予約は、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

●毎週月～金曜日
9：00～14：00（週3～4日）

●12組までの予約制です

●電話相談は、サークルがな

い日もお受けしてます。

お気軽にご相談ください。

●参加予約はメールで1週間

前から受け付けます。
①登録番号②参加日時
③子どもの名前
④子どもの年齢⑤電話番号

E-Mail：niko2@urban.ne.jp

●毎週日～土曜日
(土日は隔週開館します）
10：00～16：00

●★は予約が必要な講座で
す。それ以外の時間は自由
に遊べます。
●講座の予約は1週間前から
電話でのみ受付けます。
(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。

●毎週月～金曜日
9：00～14：00（週3～4日）

●毎回8～10組の予約制です
●ご意見・ご要望などがありま

したらお聞かせください。

●参加予約はメールで1週間

前から受付けます。
①登録番号②参加日時
③子どもの名前
④子どもの年齢⑤電話番号

E-Mail：sora2@urban.ne.jp

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

感染症拡大防止のため、年齢別の子育て講座

は、当面の間中止いたします。

開館時間：10：00～16：00

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。

※新型コロナウィルス感染防止対策のため、月・水・金曜日のサーク

ル参加については、1週間前から電話での予約受付とさせていただい

ています。また、時間短縮、人数制限、体温計測等のお願いをしてい

ます。ご協力をお願いいたします。

お誕生日のお子様は、その都度お祝

いさせていただきますので、必ずス

タッフにお声がけください

※今月から通常通りの活動になり

ますが、緊急事態宣言など再度要

請がありましたら中止になる事も

あります。ご了承ください。

給食体験を再開いたします。

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た後となります。

あじさいゼ

リーを作ろう

※給食体験を再開します。新規の方は食事内容

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。

ZOOMひろば（Z@）が始まります！
4支援センターで6月より始まります。詳しくは裏

面へ！！ご参加お待ちしています

Z@IKTS(ZOOMひろばいくたす)

は、新しく始めた活動です。

オンラインアプリ「ZOOM」を使っ

て家にいながら、講座に参加できます

始めたばかりの活動ですので、予約

は電話での対応とさせていただきます。

ご参加お待ちしています。
午前:10:30～11:30

午後:13:30～15:00

あたまかた

ひざぽん♪

など楽しい

手あそびを

たくさん楽

しもう。



＜千田宝公園のおでかけ保育での ひとコマ＞
「待てまて 待って～！！！」

公園でなにかを追いかけているＡくん。

そっと様子をみてみると・・・

ちいさなありさんを見つけていました！

追いかけてみたら

アレレ・・足を登ってきたよ！！

｢うわ～！！｣｢待て～！！｣｢いや～～！！！」

おっかなびっくり、ありさんとのご対面でした♥

あたらしい手作りおもちゃ

が増えました。また、いっ

しょにあそびましょうね。

月・水・金のさーくるは、

しばらくの間、電話予約での

参加とさせていただきます。

早く平常の生活に戻りますよ

うに・・

＜せんにしの丘＞

おうちの中で遊ぶことが多

い時期ですが、ちょっと散歩

にでかけてみると色々な花が

いっぱいの季節です。園庭に

は、ペチュニア・マリーゴー

ルドと夏に向けての花も沢山

あります。また、あそびにき

てくださいね

＜子育て最前線＞

〈ＺＯＯＭひろば 参加方法〉

青く深い遠くの海に、1匹の魚

が住んでいた・キラキラ輝く鱗を

持つこの魚を｢にじうお｣とよんだ。

はじめは他の魚に心を開かな

かったが，だんだん気持ちに変化

が起こり始めた。

ふくやま美術館で現在『にじい

ろのさかな展』が開かれている。

小さな子どもには、あまり分から

ないかもしれないが、たまには親

が癒されるのもよいかも・・

（対象：５歳から）

ほとんどの方がスマートフォンで参加され

ると思いますので、今回はスマホバージョン

をご紹介します。

★マダニに気をつけよう★

にじいろのさかな
さく：マーカスフィスター

（講談社）

ます。ご協力をお願いいたします。

ゆうゆうひろば

ひろばの

ひとこま

ＺＯＯＭ(ズーム)ひろば 「Ｚ＠」始めます
新型コロナウィルス感染拡大に対して大変怖さを感じる毎日でした。子育て中のご家族のみなさまには、

「STAY HOME（家にいよう！）」の取り組みには理解できるけれど、大変不便な生活を強いられるこ

ととなりました。誰かと話したいと思うことも多かったのではないかと思います。

そこで、社会福祉法人昌和福祉会の４支援センターでは、「ZOOMひろば（Z@）」を開設いたしました。

オンラインアプリZOOM（ズーム）を使うことで、どんな状況であろうとも、いつでも支援センターとつ

ながることができます。

内容はいまだ手探り状態ではありますが、いろいろ計画しますので、どうぞお気軽にご参加ください。

個別相談も対応させていただきます。詳しくは各支援センターの担当者にお声がけください。

※参加予約メールには、登録番号を必ずご入力ください

あります。ご了承ください。 詳しいお話をお聞きした後となります。

福山市内において、マダニに咬まれて市内の方が亡く

なる事例がありました。マダニは春から秋にかけて活動

が盛んになります。

予防策は「マダニに咬まれない」ことです。

外あそびの際は、親子でしっかり予防をしましょう。

＜予防策＞

●草むらなどに入る際は、帽子、長そで、

長ズボンを着用する。

（シャツの裾をズボンに入れ込む）

●直接、草むらや地面に座ったり、衣服を置い

たりしない。

●外遊びの後は、体や衣服をはたく。

もしも噛まれたら無理やり取らず、必ず医療機

関（皮膚科など）を受診して、除去してもらいま

しょう！
＜問合先＞福山市保健福祉局児童部保育課(084-928-1048)

社会福祉法人昌和福祉会は

ZOOMひろばIKTS ZOOMひろばYOU

ZOOMひろばNIKO ZOOMひろばSORA

＜ZOOMひろば参加 利用案内＞
●ひろば開設●

各支援センター：月２～4回(1回30分程度)

●対 象●

①社会福祉法人昌和福祉会4支援センターのうちの

1つに登録している家庭

②メールアドレスを持ち、カメラ付きのパソコンか

スマートフォンを持っている人

●予約方法●

いくたす・せんにしの丘：電話予約

せんだの森・みゆき ：メール予約

※いずれも1週間前の10時～予約開始

●内 容●

ママトーク（テーマを設けて・子育て情報交換）

手遊び・うた・絵本読み聞かせ ・・・等

＜参加方法＞
①オンラインアプリ「ZOOM」をダウンロード

(しなくてもできますが、した方が簡単に繋がります)

②支援センターから招待メールを送ります。

③メールのURLをクリックするだけ！！

＜ZOOMひろば 参加のルール＞
①ZOOMひろばは親子の交流の場です。お子様から

目を離さないようにしましょう。

②予約が完了した方のみに、招待メールを送ります。

URLは他の人に転送しないでください。

③他人の意見をよく聞き、批判したり誹謗中傷しない

ようにしましょう。

④個人情報を守りましょう

い
つ
で
も
ど
こ
で
も

つ
な
が
っ
て
い
る｢

安
心
感｣

っ
て
い
い
ね
♥

①支援センターから招待メールが届く。

「ZOOMミーティングに参加する」の下のURLを

クリックする。

見本

②招待メールに記載してあるミーティングＩＤ

を入力、会議室名で参加の下に自分の名前を入

力して、「ミーティングに参加」を選択。

③招待メールに記載のパスワードを入力し｢OK｣

か｢参加｣を選択。

（例）○○君ママ

ID下の パスワードを入力

④｢アクセスを許可してください｣に｢了解｣を選択

⑤自分の顔が映る画面になったら「ビデオ付き

で参加」を選択

見本

6月11日（木）10:30～11:00

「手あそびしよう」

おうたに合わせて、親子でふれあい遊び

※準備物：音のなる手持ち玩具

6月24日（水）14:00～14:30

「マタニティママお話しよう」
出産を控えて、これからの楽しいことを

一緒に考えましょう。

6月 8日（月）10:30～10:50

「ペープサートを楽しもう」

みんなの大好きな「おべんとうバス」が

登場するよ！！！

6月24日（水）10:30～10:50

「絵本よみきかせ」
絵本や紙しばいに親しみ、お気に入りの

一冊をみつけましょう。

6月 8日（月）13:30～14:00

「ZOOM de パネルシアター」

お昼ご飯後のゆったりとした時間を

楽しいお話と共に過ごしませんか＾＾

6月23日（水）11:00～11:30

「ふれあいあそびを楽しもう」
お家でも楽しめる簡単なふれあい

あそびをみんなで楽しみましょう♪

6月11日（木）10:30～10:50

「歌ってあそぼう」

季節のうたを一緒に楽しみましょう。

6月25日（木）14:00～14:20

「絵本をみよう」
大好きな絵本と出会えるかな？

お楽しみに！


