
ゆうゆうひろば(せんにしの丘) にこにこひろば(せんだの森） 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

★干支製作　「うしのお面をつくろう！」 電話相談日（お休み） 1 火 電話相談日

①♡親子ふれあいデー 砂場であそぼう・給食体験① 2 水 電話相談日
★ZOOM＠YOU（10：30～11：00）
　　「おはなしはじまるよ♪」 おでかけ保育（千田宝公園） 3 木 自由あそび

②親子ふれあいデー 電話相談日（お休み） 4 金 給食・離乳食体験①

園庭開放 5 土

園庭開放・ホリデー保育 6 日 休館日

⓪おおきくなったかな（午前・午後） 電話相談日（お休み） 7 月 園庭であそぼう
★「入園前のおはなし会♪」　対象：2歳以上
　　どんなことをして過ごしたらいいかな？

★ZOOM＠NIKO（10:30～11:00）
　　「パネルシアターを楽しもう！」 8 火 ふれあいあそび(0歳児対象) ★誕生日会（午前）

①おおきくなったかな カレンダーを作ろう（1月）・給食体験② 9 水 給食・離乳食体験②

10 木
★ZOOM＠SORA（10:30～11:00）
　　「パネルシアター」

②おおきくなったかな 電話相談日（お休み） 11 金 電話相談日 ★ZOOM＠相談日(一日)　（臨時休館）

園庭開放 12 土 休館日

園庭開放・ホリデー保育 13 日

⓪♡親子ふれあいデー（午前・午後） カレンダーを作ろう（1月）・給食体験③ 14 月 カレンダーをつくろう(1歳以上)

★12月誕生会 リトミック（０歳児対象） 15 火 電話相談日

①♡親子ふれあいデー 電話相談日（お休み） 16 水
★ZOOM＠SORA（10:30～11:00）
　　「うたおうクリスマスソング」

17 木 ベビーとママのバランスあそび(0歳対象)
★ママのおはなしﾀｲﾑ（10:30～11:30）
　「みんなどうしてる？」(対象：０歳)

②てがたあそび/おもちゃサロン（公） 電話相談日（お休み） 18 金 誕生日会(園行事参加)

園庭開放 19 土

園庭開放・ホリデー保育 20 日 休館日

⓪てがたあそび（午前・午後） クリスマスリースをつくろう 21 月 発育計測
午前：あい愛さーくる
午後：おでかけ相談（フジグラン）

午前：誕生日会(園行事に参加）10:00～
午後：おでかけ相談（フジグラン） 22 火 クリスマスを楽しもう♪

①てがたあそび 電話相談日（お休み） 23 水 電話相談日

24 木 カレンダーをつくろう(0歳児対象) ◎ほいくの園

園庭開放 電話相談日（お休み） 25 金 電話相談日

園庭開放 26 土 休館日

園庭開放 27 日

園庭開放 電話相談日 28 月 電話相談日

園庭開放 電話相談日 29 火 電話相談日 休館日

1/6まで　園庭開放 電話相談日 30 水 電話相談日 休館日

1月のひろばは7日(木)からです 1月のひろばは7日(木)からです 31 木 1月のひろばは7日(木)からです 1月は4日(月)から開館します

おでかけ保育（千田宝公園）

おでかけ保育（千田宝公園）

おでかけ保育（千田宝公園）

街はもう、すっかりクリスマスに彩られ輝いています。あと少しで1年が

終わります。今年は新型コロナウィルスに振り回される年となり、マスクを

つけた生活は常識となりました。「新しい生活様式」が当たり前となりまし

たが、家庭での生活についても変化していますか？

早くワクチンが開発され、何も心配なく生活できる日々が送れることを待

ち望むばかりです。来年はどんな一年にしたいですか？

＜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下さい

●★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

であいふれあい
めぐりあい

地域の子育て支援通信

＜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 ゆ き －

●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

＜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

★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～
ひろば参加は、1週間前からメール

で受け付けます

（予約時間：9～13時）

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ため

12/11は所内研修で休館いたします。

ＺＯＯＭおよびメールでの相談はお受け

します。電話でご予約ください。

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。

寝かしつけ方や離乳食など、みんなどう

してますか？意見交換しましょう。

ひろば参加は、1週間前からメール

で受け付けます

（予約時間：9～13時）

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。

９日と１４日のカレンダーは同じものを

作ります。どちらかご都合のいい日を

お選びください。

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。

ひろば参加は、1週間前からメール

で受け付けます

（予約時間：9～13時）

ほいくの園グループの先生が遊びに来

るよ。時々、お歌を歌ったり、絵本をよん

だりするよ。



ひろばの

ひとこま

なになに なぁに？？
子育てってわからない事がいっぱい！！

子どもについてのいろいろをひもといていくコーナーです。

とりあげて欲しい内容があったら、ご意見お寄せください。

＜子育て最前線＞

＜ゆうゆうひろばのひとこま＞
きょうだい家庭の参加が多い２歳児さーくる。

ぬいぐるみを片手にママになった気分のお姉ちゃんが３人。

それぞれがぬいぐるみをだっこして

「いっしょにいこう♪」と友だちを誘っています。

「どこ行くの？」と先生が聞くと

「公園！」

ママたちがお友達と一緒に公園に行く姿と

同じようにしたかったのね

かわいい、お散歩ごっこでした。

〈保育認定要件とは・・〉

◆予約の対象は、次のすべての条件を満たす人です。
〇休業最終日が2021年3月31日～2022年4月9日で、入所希望日

が2021年度中の人

〇父母のいずれかが、育児・介護休業法等に基づく産休・育休を取得

し、休業前の職場に復帰する人

〇元の職場に、週20時間以上勤務で戻ること。

◆申し込みにおける注意点

○育休予約を希望する場合は、復帰日にかかわらず第1次受付期間

のみの申し込みとなります。

○申し込みには育児休業給付金のコピーが必要です。出産前で添付

できない場合は、その旨を申込書に記載しておきましょう。

（入所月の前月10日までに提出をすること）

〈産休・育休復帰に伴う入所申込について〉

保育所（園）および認定こども園（保育部分）に入園をするために

は、下記の要件を満たしていることが条件となります。

①就労：家庭の内外で月48時間以上就労

②産前・産後：母親が妊娠中または産後必要な家庭

③病気・障がい：保護者の病気・負傷・障がい

④病人等の介護

⑤家庭などの災害

⑥求職活動：月48時間以上継続的に活動

⑦就学・職業訓練

⑧虐待・DVのおそれ

⑨育児休業中の継続利用：入所児が引き続き利用

⑩その他：市長が認める場合

〈保育所・認定こども園 入園申込について〉
2021年4月より、保育所(園)・認定こども園(保育部分）に入

園を希望される方の、入園申し込みがもうすぐ始まります。

＜申込書配布開始日＞
2020年11月30日（月）～

第1希望の保育所（園）に受け取りに行きましょう。

＜申込の受付場所＞
第1希望の保育所（園）・認定こども園・地域型保育事業所

＜申込の受付期間＞

（第一次）

12月7日（月）～21日（月）
（第二次）

12月22日（火）～1月20日（水）

※第一次の入所決定状況によって審査

（第三次）

1月21日（木）～2月4日（木）

※2021年度4月に新規開設予定の地域型保育事業のみ

◎就労証明書のみ福山市HPから、現在ダウンロードできます。

＜問い合わせ）

福山市保健福祉局 保育施設課

TEL：084-928-1047

★イクちゃんサービス Kids☆めるまが登録★

＜イクちゃんサービスってなぁに？＞

KIDSメルマガから全員に送られる

「イクちゃん」画像をお店の人に見せると、

割引やポイントアップなどの

サービスが受けられるお店が

あります。

「イクちゃん」の画像を

ブックマークやお気に入りに

保存しておいて、

お店のサービスを

賢く活用しましょう。

Kids☆めるまがに登録して、「イクちゃん」画像をGET！

子育てに嬉しいイクちゃんサービスの特典が受けられます。

「カレンダー作り」
毎月大好評のカレンダー作

りなので、1月は9日と14

日の2回に分けて作ります。

どちらかご都合の良い日

にご予約お待ちしておりま

す！

＜せんだの森＞
にこにこひろば

毎月ひろばでは、お子さんの

手型・足型でかわいい季節のカ

レンダーを作っています。

ペタペタ手型を付けた後は、

おうちの方がクーピーやいろが

みでデコレーション。

世界でたった一つのオリジナ

ルカレンダーのできあがりです。

＜問い合わせ＞

公益財団法人ひろしまこどもゆめ財団

TEL （０８２）２１２－１００７ もも色としろ色のおまんじゅうが

おしくらまんじゅう♪

友だちのおまんじゅうと、

こんにゃくさんと

納豆さんと・・・

みんなでたのしく

ぎゅっぎゅっぎゅ～！

絵本をよみ終わった後は

親子でおしくらまんじゅう

してみたくなる絵本です＾＾

（対象：1歳から）

おしくら まんじゅう

かがくい ひろし・さく

（ブロンズ新社）


