地域の子育て支援通信

であい ふれあい
めぐりあい
急に朝夕寒くなり、体調には十分気をつけていきましょうね。
秋になるとよく、道端に落ちた色づいた葉っぱやドングリなどの木の実を拾
う子どもの姿を見かけます。それを大事な宝物にする子どももいるようです。
何にでも興味を持つことは、これからの成長する子どもの「種」となりま
す。いろいろな種を見つけた子どもたちがどのように成長するのか楽しみで
すね。家族でいろいろな秋を見つけてみましょう。

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）
園庭開放・ホリデー保育

1 日

⓪♡親子ふれあいデー（午前・午後） リトミック（1，2歳児対象）

園庭開放・ホリデー保育
①♡親子ふれあいデー

電話相談日（お休み）

園庭開放
園庭開放・ホリデー保育

砂場であそぼう・給食体験①
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）

5 木 発育計測

で受け付けます

8 日 （予約時間：9～13時）

★11月誕生会

ベビーヨガ（０歳児対象）

10 火

①さんぽへいこう！

給食体験②・発育計測

11 水

★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）

12 木 ふれあいあそび（０歳対象）

園庭開放
園庭開放・ホリデー保育
⓪てがたあそび（午前・午後）

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。

電話相談日（お休み）

●１２：００～１３：００
※環境の一斉消毒と換気のため

7 土 ひろば参加は、1週間前からメール

★ZOOM＠NIKO（10:30～11:00）
「パネルシアターを楽しもう！」

電話相談日（お休み）

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

電話相談日（お休み）

⓪ 園内さんぽへいこう！（午前）
ふれあい遊び
（午後）

②さんぽへいこう！

＜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～

4 水 給食・離乳食体験①
6 金

休館日

9 月 給食・離乳食体験②
★ZOOM＠SORA（10:30～11:00）
「うたってあそぼう」

電話相談日（お休み）
★誕生日会（午前）

13 金 砂場であそぼう
14 土

休館日

15 日
16 月

電話相談日（お休み）

★「ルームスプレー作り」

★ZOOM＠NIKO（10:30～11:00）
「親子で絵本を楽しもう！」

17 火 カレンダーをつくろう（１歳児以上）

①てがたあそび

カレンダーを作ろう(12月）・給食体験③

18 水

ベビーとママのバランスあそび（０歳対象）

19 木

電話相談日（お休み）

おでかけ保育（千田宝公園）
②てがたあそび/おもちゃサロン（公）

園庭開放
園庭開放・ホリデー保育

電話相談日（お休み）
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
午前：あい愛さーくる
午後：おでかけ相談（フジグラン）

①クリスマス飾りをつくろう！

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）

電話相談日（お休み）

おでかけ保育（千田宝公園）
②クリスマス飾りをつくろう！

給食体験④・発育計測

20 金 カレンダーをつくろう（０歳対象）
21 土
22 日

24 火 誕生日会

★ZOOM＠IKTS(午後)｢0歳さんあつまれ｣

25 水 園庭であそぼう
26 木

29 日

－ 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

＜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

★ZOOM＠SORA（10:30～11:00）
「パネルシアター」

27 金 給食・離乳食体験③

園庭開放・ホリデー保育

＜ゆうゆうひろば＞

休館日

23 月

28 土
電話相談日（お休み）

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。

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。

園庭開放

⓪クリスマス飾りをつくろう！（午前・午後）

いくたす

★は予約の講座です

2 月 自由あそび
3 火

おでかけ保育（千田宝公園）
②親子ふれあいデー

子育てサポートステーション

★ママのおはなしﾀｲﾑ（10:30～11:30）
「○○ちゃんがする」(対象：1～2歳)

強い自己主張に対してどのように対応し
ていますか？みんなで話しましょう。

休館日

30 月 発育計測

＜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＞

いくたす

★毎朝 親子で検温の習慣を★
福山市では、新型コロナウィルス感染症の罹患情報を、福山市の
公式LINEにて、毎日情報発信しています。
子育て支援施設をはじめ、様々なところで検温を求められます。
小さな子どもは原因のはっきりしない発熱が起こることがあり、
そのたびに心配は尽きません。
これからの時期はインフルエンザの流行も予想されます。
毎日親子で検温をすることを習慣にしましょう。

＜子どもの一日の体温について＞
●子どもの平熱を知りましょう。
37度5分以上の時は、安静に過ごしましょう。
食後や動いた後は上がりやすいです。しばらく様子を見れば、
いつもと様子が違えば、自然とわかります。

●発熱したら・・慌てないでかかりつけに相談
食欲があり、元気に遊べば少し様子を見てもよいでしょう。
どうしても心配なら、かかりつけ医に相談しましょう。

現在いくたすでは、新型コロ
ナ感染防止対策として一回のご
利用時間を３０～４０分とさせ
ていただいております。
子ども達が元気で過ごせるため
の措置ですが、利用時間が短く
て、ごめんなさい・・

ひろばの
ひとこま

「みんなおおきくなぁれ」
いくたすにはいつでも測定でき
るよう、身長計と体重計を常備
しています。いつでも声をかけ
てください。
みんなが大きくなったことを、
みんなで喜びあいたいです。

福山市では、新型コロナウィルス感染症の罹
患情報を、福山市の公式LINEにて、毎日情報発
信しています。友だち追加をしておきましょう。

「どんぐりころちゃん♪」

＜そらひろばでのひとコマ＞
自由あそびの日はいろいろな年齢の子があそびに来くるので
いつもとは違った姿を垣間見ることもありますよ。
小さな赤ちゃんが気になって
あたりをうろうろ・・・
頭をなでなで・・・
持っていたおもちゃをどうぞ・・・
赤ちゃんを目の前にすると、どんなに小さな子でも
おにいちゃんやおねえちゃんに大変身！
「いつもはこんなことしないのに！」
と、お家の人もびっくり(*^-^*)
赤ちゃんパワーってすごい！！

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。

〈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。
福山市HP、または「広報ふくやま11月号」に、詳細が掲載さ
れる予定です。
提出期間が短いので、早めに書類の準備をしましょう。
●保育認定要件
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

※産休・育児休暇後の入所予約ができます(出産前予約も可能)

＜問い合わせ＞
福山市保健福祉局 児童部庶務課
TEL：084-928-1047

どんぐり ころちゃん
みなみ じゅんこ・さく
（アリス館）

一度耳にすると、ついつい口ず
さんでしまう、どんぐりころちゃ
んのかわいい絵本が、わらべ歌と
ともに楽しめます。
おやすみ前に一緒にうたったり、
「ぽーん！」のかけ声で、お子様
を持ち上げてスキンシップを楽し
んだり、この一冊であそび方も広
がりますよ。
（対象：０歳から）

〈子育ては 「想像」の連続〉
「ここに果物の樹があります。ま～るい実がなっています。いったい
何の果物でしょう・・・」
みなさんは何を想像しましたか？
『リンゴ』『みかん』『もも』はたまた・・・『ぶどう』
先日、子育て支援センターに来られたパパたちに質問をした結果です。
「丸くて、袋に入っていて、ちょっとしょっぱいお菓子はなぁに？」
の質問には、『ポテトチップス』『せんべい』『カリカリ梅』いろい
ろな答えがかえってきました。
品物を見せていないのですから、答えがいろいろあって当然ですよね。
まだ言葉もあまり言わない小さな年齢のお子様対して、みなさんは
どのように「思い」を理解されていますか。
「想像する」につきるのではないでしょうか。

〈子どもへの思いは ひとそれぞれ〉
子育ては、「想像すること」がとても重要です。言葉があまり出てい
ない時期は特に、子どもの気持ちを想像することで手立ても変わります。
想像ですから、答えがそれぞれ違うのは当たり前なのです。
大事なのは、子どもが何を考えているのか、何が言いたいのかを子ども
の気持ちになってみることです。そうすれば自然と感じるようになると
思います。
答えは子ども自身が持っています。どんなに長い時間過ごしていても、
正解はだれにもわからないのです。
家族で意見が違うのも当然。それぞれの思いを否定せずに聞いてみま
しょう。
家族みんなで、子どもの表情を見ながらあれこれ想像して手立てをす
ることで子どもたちは言葉はしゃべらなくても、家族の自分を思ってく
れていることはしっかりと感じるものなのですよ。これは関わる時間に
は比例しません。
どうか、家族みんなで子どもたちを囲んで、笑顔いっぱいで想像して
みましょうね。

