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(認)福山あゆみこども園
(認)大門未来園
(認)たじりこども園

(認)せんにしの丘

ほいくの園は、市内の法人立 10 保育施設と 1 つの子育て支援
施設がグループを組んで安心して子育てできる環境を考え、地域
の方と共に子育てネットワークを広げる活動をしています。
「ここに来れば誰かに会える」「話ができる」
「楽しい気持ちに
なれる」親と子が一緒に安らげる「ひろば」を作り育てています。
みなさんの『おでかけ』を待っています！！

(認)ののはまこどもえん

(支) いくたす

(認)みゆき

(認)せんだの森
(認)大津野こども園

(宗)明浄保育園 (認)草戸こども園

街はクリスマス一色に染まり、もうすぐ年の瀬。１年が終わりを告
げようとしていますが、今年は何だかいろいろなことを忘れてきたみ
たいな気がします。新型コロナウィルスに振り回され、季節ごとの楽
しみもほんの少しになってしまいました
新型コロナウイルス感染者数は過去最多を更新し「第３波」の到来
と言われます。感染が比較的落ち着いている中国地方でも、いつ急増
するか分かりません。インフルエンザの流行期と重なるので心配では
ありますが、引き続き「手洗い・うがい」
「マスクの着用」
「距離の確
保」など感染症対策を行い、上手にコロナと付き合っていきましょう。
昼夜の寒暖の差が大きくなってきました。衣服をこまめに調節し、
一段と寒くなる季節に負けずに元気いっぱい楽しんでいきましょう。

その

ほいくの園です
ほいくの園は子育て支援グループです
地域子育て支援グループ「ほいくの園」は、福山市内の
私立保育施設 10 施設と 1 つの子育て支援施設がグルー
プを組んで、様々な場所でひろばつくりをしています。
新型ウィルス感染防止の観点から、多数の集まるイベン
ト等が難しい現状ではありますが、少しずつ活動を再開し
てまいります。

とぴっくす
★2021 年保育所(園)等入所申込について★
2021 年４月以降に保育所（園）および認定こども園の保
育部分に入園を希望される方の申込用紙の配布および受付が
始まります。申込用紙配布については下記のとおりです。

＜申込用紙交付期間＞
2020 年 11 月 30 日（月）から

＜申込用紙交付場所＞
保育所・保育園・認定こども園・地域型保育事業所
※第 1 希望の施設で交付を受けてください。

＜申込受付期間＞
第一次受付期間：
12 月 7 日（月）～21 日（月）
（産休・育休予約の方は第一次受付のみ）
※第 1 希望の施設に提出をしましょう
＊法令に基づく産休・育休を所得し、休業前の職場に週 20 時
間以上の勤務で復帰するときは、入所(園)の予約ができ
る場合があります。
＊各保育所(園)等の開所時間や受付日についてなど、詳しくは
電子版広報ふくやま、市の HP、または「保育所(園)
等入所のご案内」に掲載されています。
（問い合せ先）児童部庶務課

「ほいくの園」は 市民の見える場で「遊びの場」
「相談の
場」
「学びの場」を作るなかで、今後も精力的に子育て支援
活動を続けてまいります。

認定
こども園

☎084-928-1047

せんにしの丘（084-955-5070）

●ゆうゆうひろば(年齢別さーくる)
★月曜日：0 歳児(午前・午後) ★水曜日：1 歳児
★隔週火曜日：マタニティさーくる

ところ：フジグラン神辺店 ２階キッズパーク
日にち：1２月 22 日（火）
時 間：13:30～15:00
●子育てに関する悩みや疑問、成長の喜びなどをみんなで一緒に話し合う
「ひろば」です
●ゆっくり個別相談にて対応することもできます。
その場合、必ず電話での予約をお願いします。

（問合せ）TEL：084-955-5070（せんにしの丘）

＜ボランティアの募集＞
＜ボランティアの募集＞
市民の方や学生の方など、保育や子育てに興味の
市民の方や学生の方など、保育や子育てに興味の
ある方を待っています。
ある方を待っています。

(問合せ)
(問合せ) 事務局：せんにしの丘
事務局：せんにしの丘
T
E
L
:
084-955-5070
T E L : 084-955-5070
E-Mail：fureai@ho19.jp
E-Mail：fureai@ho19.jp

★金曜日：2 歳児

●おやっこさーくる（子育て講座） 火曜日 9:30～11:30
・12 月 1 日(火)＜要予約：11 月 24 日(火)予約受付 10 時～＞
「干支製作」来年は丑年です。牛のお面を作りましょう。
・12 月 ８日(火)＜要予約：1２月 1 日(火)予約受付 10 時～＞
「入園前のおはなし会（対象２歳児）」
集団生活はどんな感じ？みんなで一緒にお話しましょう。

・1２月 15 日(火)＜要予約：12 月 ８日(火)予約受付 10 時～＞
「１２月生まれのお誕生日会」
12 月生まれのお友だちをみんなでお祝いしましょう

●あい愛さーくる（月一回火曜日）
・1２月 22 日(火) 10:00～11:30
ことばや運動発達が気になる、お友だちとの遊びができにくい、子育
てしにくいと感じている保護者の方を対象にしたさーくるです。お子
様と一緒にご参加ください。

子育てサポートステーション

いくたす

(084-931-6606)

●子育て講座
12 月 17 日（木）｢ママのおはなしタイム｣(対象年齢：0 歳)
ﾃｰﾏ「みんなどうしてる？」子育てのいろいろなやり方を意見交流します

●ZOOM ひろば IKTS ※並行してひろばでは自由あそびをしています
12 月 11 日（金）｢ZOOM 相談日」 一日中(1 人 30 分程度)
オンラインアプリ ZOOM を使います。個別に丁寧に相談に応じます。
★講座のない時は、自由に遊べます。土日、祝日は隔週で開館しております。
★一時預かりも行っています。お気軽にお問い合わせください。

★インフルエンザの予防接種はしましたか★
今年は新型コロナウィルス感染症の拡大により，毎日の生
活が恐怖と化してしまいました。
しかし、例年よりも手洗いをしっかり実行したことで、他
の感染症を防ぐことができたこともわかってきました。
今年は、コロナとインフルエンザが同時に感染拡大するこ
とを防ぐためにインフルエンザ予防接種を推奨しています。
子どもだけでなく、大人も出来るだけ接種しましょう。
親子でしっかり手洗いを実行し、子どもたちの命を守るた
めに、出来る限りの感染予防策を心掛けていきましょう。

認定
こども園

★上記以外の日は、子育て支援施設「みんなのもり」で、ふれあいクラブを行
なっていますので、遊びに来てくださいね。(専用駐車場もあります）
★毎週月～水曜日 9:45～14:45 ★毎週木・金曜日 9:45～12:00
※12/9(水)と、12/28(月)～1/5(火)は、休館させていただきます。
◎下記の日は予約が必要です。その他の日は自由に遊びに来てください。

・12 月 22 日（火） （10:45 頃～バスタオルが必要です）
「ベビーマッサージ」
認定
こども園

大門未来園（084-943-9355）

●子育てサークル みらいっこ ＜9:４0～受付＞
10:00～朝の会・ふれあい等

10:15～活動

・12 月 2 日（水）
「リトミック」
音楽にあわせて体を動かしましょう。
動きやすい服装できてくださいね。

・12 月 9 日（水）
「クリスマス製作」
かわいいクリスマスの飾りを作りましょうね。

※新型コロナウイルスの影響で変更になる場合があります。
☆その他の日程はＨＰをご覧ください。☆

認定
こども園

草戸こども園（084-921-1561）

●草戸にこにこ広場
・12 月 9 日（水）10:00～11:30（雨天中止）
「園庭開放」
ご自由に園庭の遊具で遊んでください。
※帽子・タオル・水筒等各自で持参してください。

※新型コロナウイルスの影響で変更になる
場合があります。
参加希望の際には、草戸こども園の
ホームページをご覧になるか
または電話でのお問い合わせを
よろしくお願いします。

認定
こども園

せんだの森（084-955-0078）

●にこにこひろば 毎週月～金曜日 9:00～14:00〈毎回 8～10 組までの予約制〉
・12 月 15 日（火）
「リトミック（０歳児対象）
」
講師の先生が来られます。親子でゆったりと楽しみましょう♪

・12 月 22 日（火）
「誕生日会（園行事に参加）
」
12 月生まれのお友だちと一緒にお祝いしましょう！
お誕生月のお友だちにはワッペンのプレゼントがあるよ♪

＜参加予約方法＞ ｅ-mail：niko2@urban.ne.jp
ひろば参加はメールにてご予約をお願いします。
★予約は 1 週間前からの受付いたします。（予約時間 9～13 時）
①参加する日にち
②登録番号
③子どもの名前・年齢 ④電話番号（携帯電話）を入力。
※返事は翌日以降になる場合があります。ご了承ください。
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福山あゆみこども園（084-947-7281）

全国的に新型コロナウイルス感染が拡大し、心
配な状況になっております。又、インフルエンザも
流行する時期となりますので、12 月は感染対策の
ため、子育て相談のみの対応とさせていただきます。
ご了承ください。

状況が落ち着いたら、戸外遊びや親子で楽しめ
る活動を実施いたします。楽しみに待っていてく
ださいね。
認定
こども園

ののはまこどもえん（084-941-6076）

●ふれあいクラブ
・12 月 18 日（金） 10:00～12:00 （雨天：こどもえん）
「ののはまこどもえんでの園庭開放と発育測定」
・12 月 24 日（木） 10:00～12:00 （雨天：みんなのもり）
「アンパンマン園庭で遊びましょう」

認定
こども園

大津野こども園（084-943-6030）

●アップルクラブ
毎週火・水・木曜日、運動場・支援室を開放しています。
感染症対策の為、1 時間のご利用をお願いします。
活動時間 10：00～11：00
活動は園行事等で変更する時があります。
＜毎回５組の完全予約制です。電話でのご予約をお願いします＞
アップルクラブを行っている日の午後（14:00 まで）育児相談は受け付けて
います。感染症対策のため事前に予約をお願いします。
・12 月 3 日（木）「お絵描き・シール貼りをしましょう」（要予約）
クレヨンでお絵かきをしてあそびましょう。

・12 月 23 日（水）「誕生日会（発育測定）」（要予約）
12 月生まれの友だちをお祝いしたり、発育測定をしたりします。
12 月の予約電話は 11 月 26 日(木)以降、13～15 時の間でお願いします
認定
こども園

たじりこども園（084-956-0811）

●げんきっこサークル
・12 月 14 日(月)10:00～11:00（予約受付 11/30～先着 5 名）
「発育計測」大きくなったかな？
「ベビー＆キッズマッサージ」
専門の講師と一緒にオイルマッサージでリラックスしましょう。
ママには、足裏マッサージも教えてくださいます。
バスタオルをご持参ください。

・12 月 24 日(木)10:00～11:00（予約受付 12/10～先着 5 名）
「発育計測」大きくなったかな？
「お正月飾りをつくろう！！」
新しい年に向けてお正月飾りを作りましょう～☆
★参加の際には、事前にご予約の電話をお願いします。各回の 2 週間
前から受け付けています。

宗教法人實相寺

明浄保育園（084-927-3052）

●めいじょうフレンドくらぶ
★当園での子ども達の様子は
ホームページ内『園日記』
でも紹介しております。
http://meijyou.net
※園の見学等につきましては
気軽にお問い合わせください。

認定
こども園

み ゆ き（084-955-0049）

●そらひろば 9:00～14:00 〈毎回 8～10 組までの予約制〉
・12 月 17 日（）
「ベビーとママのバランスあそび（０歳対象）」
ふれあいあそびや、ベビーマッサージをします♪ そらひろばの利用が
２回目以降から予約ができます。 バスタオル１枚と水分補給できるも
のをお持ちになり 動きやすい服装でご参加ください。

＜参加予約方法＞ ｅ-mail：sora2@urban.ne.jp
ひろば参加は、メールでご予約をお願いします。
★予約は 1 週間前から受付いたします。
①参加する日にち
②登録番号
③子どもの名前・年齢 ④電話番号（携帯電話）を入力。
※返事は翌日以降になる場合があります。ご了承ください。

