地域の子育て支援通信

であい ふれあい
めぐりあい
めっきり秋めいてきました。朝夕は寒さを感じる日もあり、季節の変わり
目の体調の崩れを家族全員で気をつけていきましょうね。
さて、みなさんは秋と言えばなにの秋を想像するでしょうか・・ ｢食欲の
秋｣｢読書の秋｣｢スポーツの秋｣｢まつりの秋｣ 秋になれば地域では運動会や祭
りが開かれるのでしょうが、今年はいつものような活気にあふれたイベント
は自粛の傾向のようです。早く何も心配のない、毎日が続くといいですね。

そらひろば(みゆき)

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）
おでかけ保育（千田宝公園）
②マットであそぼう！

電話相談日（お休み）
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。

園庭開放
園庭開放・ホリデー保育

2 金
3 土
4 日

電話相談日
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。

5 月 自由あそび

★わらべうた(対象：0歳）

6 火

①♡親子ふれあいデー

電話相談日（お休み）

★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）

②パラバルーンであそぼう！

電話相談日（お休み）

園庭開放

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。

園庭開放・ホリデー保育

8 木

＜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～

9 金
10 土
11 日

電話相談日

●１２：００～１３：００
※環境の一斉消毒と換気のため

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。

13 火 給食・離乳食体験②
14 水

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

★ZOOM＠ＳＯＲＡ（10:30～11:00）
「親子でレッツダンス」

★親子体操（対象：1歳以上）

電話相談日（お休み）

★は予約の講座です

7 水 給食・離乳食体験①

12 月 カレンダーをつくろう(0歳対象)

①パラバルーンであそぼう！

休館日

電話相談日

★ZOOM＠NIKO（10:30～11:00）
⓪パラバルーンであそぼう！（午前・午後）
「遠足ごっこ」

砂場であそぼう・給食体験②

いくたす

1 木 ふれあいあそび

⓪♡親子ふれあいデー（午前・午後） お散歩・給食体験①

リトミック（0歳児対象）

子育てサポートステーション

休館日
★誕生日会（午前）

電話相談日

ほいくの園入園相談会（ポートモール） ほいくの園入園相談会（ポートモール）

15 木

ほいくの園入園相談会（ポートモール） ほいくの園入園相談会（ポートモール）

ほいくの園入園相談会（ポートモール） ほいくの園入園相談会（ポートモール）

16 金

ほいくの園入園相談会（ポートモール） ほいくの園入園相談会（ポートモール）

園庭開放

17 土

休館日

園庭開放・ホリデー保育

18 日
19 月 カレンダーをつくろう(1歳児以上)

対象：保育園・認定こども園について知りたい人
これから入園について考える方へ、簡単に説明
します。相談は個別に別時間で対応します。

★10月誕生会

★ZOOM＠NIKO（10:30～11:00）
「エプロンシアター」

20 火

電話相談日

★ZOOM＠IKTS(午後)｢保育園・こども園の話｣

①てがたあそび

カレンダーを作ろう(11月）

21 水

電話相談日

⓪てがたあそび（午前・午後）

電話相談日（お休み）

★わくわく探検隊（3世代交流）※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）交流

②てがたあそび

らくがき広場・給食体験③

園庭開放
園庭開放・ホリデー保育

地域の人に千田の街を案内していただき
ます。せんだの森の駐車場をご利用くだ
さい。(10時00分に千田公民館集合）

⓪おおきくなったかな（午前・午後）

電話相談日（お休み）

22 木 誕生日会
23 金 園庭であそぼう

①おおきくなったかな

お散歩・給食体験④

28 水

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
●♡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

休館日

26 月 消防車を見よう
27 火

電話相談日（お休み）

「パパの楽しみ見つけよう」(対象：0～2歳)

25 日

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）

②おおきくなったかな

★パパのおはなしﾀｲﾑ（10:30～11:30）

24 土

午前：あい愛さーくる
午後：おでかけ相談（フジグラン）

おでかけ保育（千田宝公園）

★ZOOM＠ＳＯＲＡ（10:30～11:00）
「うたってあそぼう」

－ 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

パパ同士いろいろ話をしませんか。パパ
ならではの楽しみを見つけよう！
◎10/１２（月）～予約可能です。
注意：いつもより予約開始が早くなっています

電話相談日

29 木 給食・離乳食体験③
30 金

ベビーとママのバランスあそび(0歳対象)

31 土

＜にこにこひろば＞

ＺＯＯＭ＠ＩＫＴＳは、リモートで講座をひ
らきますので、ひろばは自由に遊べます。

休館日

＜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

＜子育て最前線＞

ゆうゆうひろば
＜せんにしの丘＞

★インフルエンザの予防接種をしましょう★
抵抗力の弱い子どもがインフルエンザにかかると重症化しや
すいため予防接種を受けておくことをお勧めします。13歳未
満の子どもの場合は、1シーズンに2回接種が標準です。2回目
の接種の2週間後から効果があらわれますので、流行期に入る
前に早めに済ませるようにしましょう。

＜インフルエンザ予防接種＞
●接種機関：2020年10月1日～2021年1月31日
（ただし、10月前半は高齢者等定期接種の方が優先）
※予防接種の補助が受けられます（1回800円）
（予防接種についての問い合わせ先）
保健予防課：℡084-928-1127
今、感染拡大が懸念されているコロナウィルスとインフルエンザ
では、発熱や咳、のどの痛み、倦怠感など症状が似ています。その判
断は難しく症状が出たらすぐに連絡したのちに受診しましょう。
また、感染予防は何よりも「手洗い・うがい」です。お出かけか
ら帰ったら、家族みんなでしっかり手洗い・うがいをしましょう！

ひろばの
ひとこま
ひろばでは、お月見カード
を製作しました。足型や指型
をとり、うさぎを作ったり、
お月様やお月見だんごを飾っ
たり…
親子で楽しくおはなししな
がら、ステキなカードをつく
りましたよ！！

赤や黄色、色とりどりの丸の
シルエット。そしてページを
めくると子どもたちの大好き
なケーキやクッキー。

＜にこにこひろばでのひとコマ＞
先日、せんだの森で一時預かりをしたＡちゃん
ひろばにあそびに来た時には
おかあさんがいなくなってしまいそうで
なかなか離れてあそべません
「きょうはずっといっしょだよ」
「どこにもいかないよ」
何度も話をすると
安心して離れてあそぶことができました
では、お家の人はどんな気持ちなんでしょう
楽しみと心配な気持ちが入り混じり・・
子どもたちの気持ちと一緒なんですよね・・・
園は 子どもとお家の方の一歩を応援していきますね

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。

〈地域子育て支援グループ「ほいくの園」 ２０周年〉
地域子育て支援グループ「ほいくの園（その）」は、商業施設など地域
住民の見える場で『おでかけ保育』を始め、今年で20周年となりました。
さまざまな保育施設で子育て支援センターや自主活動で遊びのひろばを
開放していますが、私たちグループは「学びの場」「遊びの場」「ふれあ
いの場」「相談の場」を一般市民の見える場に積極的に作ることで、地域
の子育て支援の場を提供しながら子育ちの情報発信を続けてきました。
このたびの新型コロナウィルスの感染拡大を受け、今まで通りの活動が
できにくくなっていますが、できることをできる範囲で続けてまいります。

〈ほいくの園 おでかけ相談会〉
地域子育て支援グループ「ほいくの園」では、10月からの1号認定およ
び幼稚園入園願書提出を前に、おでかけ相談会を開きます。
今は保育園を初め、認定こども園や幼稚園でも積極的に子育て支援活動
をしており、園の様子や子どもたちの遊びの姿を見ることができるように
なっています。
しかし今年は新型コロナウィルス感染拡大が見られるため、いつものよ
うな活動ができにくい状況があり、情報が不十分だと感じています。
そこで、地域子育て支援グループ「ほいくの園」では、右記の通り『お
でかけ相談会』として各施設の保育や教育の様子について、写真を通して
お伝えするとともに、入園に向けての相談会を実施することとなりました。
グループに所属する10保育施設の先生方と直接話ができる貴重な機会です。
どうぞご都合のいい時間にお立ち寄りください。

秋といえば、月がきれいに見
える季節。中でも「十五夜」は、
特に月が美しくみえます。
ちょうど涼しく夜空が澄んで
いるころですね。

「まるくておいしいもの」が
たくさん出てくるよ。
食欲の秋、親子でぜひ読んで
みてくださいね。

「まるくておいしいよ」
こにし えいこ・さく

（対象：０.1.2歳）

（福音館書店）

＜ほいくの園おでかけ相談会 ご案内＞
●日 時
2020年 10月15日（木）16日（金）
（午前） 10：00～12：00
（午後） 13：00～15：00
※時間の制限はありませんが、参加家庭数の状況によっては
整理券を発行して入場制限をする場合もあります。

●場 所
ポートモール(ゆめタウン福山店と天満屋ハピータウン間)

●内 容
①地域子育て支援グループ「ほいくの園」
所属10保育施設の 保育・教育内容写真展示
②入園に向けての相談会
③子育てについての情報提供
④各種 子育て相談
●その他
写真パネルを見に来ていただいたご家族に、ステキな
おみやげを準備しております。また、グループの先生方
が作った手づくりおもちゃの母屋げも準備してますよ。

♥

ぜひ、遊びに来てくださいね ♥

