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石
川

石川こども園

６日（月）　お正月お楽しみ会　１０：００～１１：００
　　＊コマやカルタ、福笑いなど昔ながらの遊びを楽しみます。

２４日（金）　冬の製作　　１０：００～１１：００
２９日（水）　節分製作　　１０：００～１１：００
　　＊冬にちなんだ製作や節分の鬼のお面を作ります。
　　　（作ったお面は2月の豆まき集会で使用します。）

＊毎週水曜日…絵本貸出日
＊園では見学や子育て相談を随時受け付けております。子育てに関する不安や悩み等、
   何でもご相談下さい。
～詳しくは、園へお問い合わせ下さい。～

石川字
西舘下
12-5

92-
3300

岩
木

岳暘保育園

　
１月の活動
【日時】　令和２年１月２２日（水）　10：00～11：00
【場所】　幼保連携型認定こども園　岳暘保育園　遊戯室
【催し】　 『誕生会』　＊無料です＊
　
【内容】　◎ペープサート『エビ姫ものがたり』
　　　　　 ◎『エビカニクスを踊ろう』
　　　　　 ◎ゲーム　・雪だるまボーリング
　　　　　　　　　　　　 ・かねもちじゃんけん
　

※前日までに電話での申し込みをお願いします。
※毎月、活動を予定しておりますのでお気軽に遊びに来てね！

宮地字
川添
108-4

82-
3030

岩
木

大浦保育園
大浦保育園地域子育て支援センターでは子育て中の親子のための様々な行事を行っていま
す。
今月のおたよりは　　　　に掲載しています。ぜひご覧ください。

賀田
二丁目

7-2

82-
3037

北
青山すみれ保

育園

子育てひろば・あそぼう会のお知らせ

【日時】
1月17日（金）　14:00～15:00　伝承あそび＆雪あそび
　　　　　　　　　　～牛乳パックでコマを作ります～
　　　　　　　　　　　※申し込みは1月15日（水）まで

1月31日（金）　14：00～15：00　豆まきグッズ
　　　　　　　　　　～鬼をモチーフにした可愛い豆入れを作ります～
　　　　　　　　　　　※申し込みは1月29日（水）まで
【場所】
子育てひろば（保育園向かい）

参加は無料！おやつもありますよ！
年齢を問わずどなたでも参加できますので、是非いらして下さい。

※お問い合わせ＆お申込みは36-1155まで

青山
五丁目
25-1

34-
1134

時
敏

弘前カトリック
幼稚園

◎未就園児親子教室「つくしんぼ」のご案内

《日　時》　　２０２０年１月３０日（木）　午前10時30分～11時30分
《場　所》　　弘前カトリック幼稚園
《内　容》　　『豆まきをしよう！』
《持ち物》　　飲み物・着替え・中ズック（親子分）

※12時30分まで園を開放していますので、昼食を召し上がるなど、ご自由にご利用ください。
※事前の申し込みは不要です。
※詳しくは幼稚園へお問い合わせ下さい。

百石町
小路
20

33-
5688

城
西

城西こども園

○子育てサークルのご案内〇

日時　　１月２２日（水）
　　　　　10時00分～11時30分
場所　　城西こども園　子育ての支援室
内容　　『製作遊び（鬼のお面を作ろう）』
　　　　　鬼のお面作りをしながら、楽しいひと時を過ごしましょう
       （参加される方は１月１８日までにお知らせ下さい）

連絡先　　３３－２６７０（川崎まで）

西大工
町

38-1

33-
2670

令和２年１月の子育て支援情報
＊行事等は都合により、急きょ変更となる場合がありますのでご了承ください。 R1.12.24現在

こちら

1 / 4 ページ

http://www.kitaharagakuen.com/ishikawa
http://www.makotokai.jp/gakuyo.html
http://oourahoikuen.com/
http://www.sumire-nyuji.ed.jp/
http://www.sumire-nyuji.ed.jp/
http://www.tohoku-catholic.ac.jp/modules/tinyd2/index.php
http://www.tohoku-catholic.ac.jp/modules/tinyd2/index.php
http://jouseikodomoen.com/
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kyouiku/kosodate/siennsennta-4.html


学区 施設名 子育て支援情報 所在地 電話番号

令和２年１月の子育て支援情報
＊行事等は都合により、急きょ変更となる場合がありますのでご了承ください。 R1.12.24現在

城
西

サムエル
保育園

☆1月15日（水）10:00～12:00
　　お正月遊びを楽しもう！
　　～カルタ・コマ回し等々～

☆1月29日（水）10:00～12:00
　　体を動かして遊ぼう！
　　～冬の運動不足を解消しましょう～

＊予約はいりません。気軽に遊びに来て下さい。

☆電話による育児相談もしております。
　一人で悩まずお電話ください。
　受付時間（来園でもOKです）　火曜～金曜　9:00～16:00

鷹匠町
24

32-
4474

相
馬

相馬こども園
相馬こども園地域子育て支援センターでは子育て中の親子、プレママ・プレパパのための
様々な行事を行っています。
今月のおたよりは　　　　に掲載しています。ぜひご覧ください。

紙漉沢
字山越
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大
成

みどり保育園

みどり保育園地域子育て支援センターでは、様々な行事を行っています。
子育て中の親子、おじいちゃん、おばあちゃん、プレパパ、プレママの皆さま、お待ちしており
ます！！
今月のおたよりは　　　　に掲載しています。ぜひご覧ください。

吉野町
3-3

32-
0510

大
成

明星幼稚園

◎あゆみクラス
　登園のあゆみクラスで、親子での時間を過ごし、子育ての楽しさを一緒に
    味わいませんか…？

　対　象：２～３才のお子さんとお家の方
　日　時：毎週火曜日　10：30～12：00
　場　所：明星幼稚園ホール＆園庭
　持ち物：お子さんの飲み物（水かお茶）
　　　　　おしぼり（おやつを食べるときに使います）
　参加費：１回100円（おやつ代・教材費として）
　駐車場：パークホテル有料駐車場（１時間無料券配布）

  お気軽にご参加ください♪

山道町
23

32-
3984

大
成

文化幼稚園

＜親子登園＞（教材、おやつの準備がありますので、お申し込みが必要です。）

　　1月 16日（木)　正月遊びをしよう
　
＜園開放日＞

　　1月29日（水）　ホールを開放予定です

・時間　何れも10:30～11:30
・料金　何れも無料

・詳しくは幼稚園にお問い合わせください

紙漉町
5-3

33-
8080

致
遠

ふじこども園

【保育参観期間】

1月１６日（木）～１８日（土）
９：３０～１２：００
教育・保育の様子を自由に参観できる期間です
幼保連携型認定こども園での様子をぜひ見学にいらしてください

※見学の際はTEL0172-36-7056　担当　小山までご連絡ください

～その他見学、子育て相談を随時受け付けております～

藤代
1-12-5

36-
7056

致
遠

サンこども園

〇「ごとくの集い」のご案内

子どもを中心として、こども園・地域・家庭のこの3つを「ごとく」とし、子どもの育児相談にあたっ
ての呼び名としています。
子育てに即反映できる、”子育ては楽しい”と教育より親と共の育を大切にしています。

・日時…毎月第2土曜日　　午後1時30分～午後3時まで（変更もあります）
・場所…サンこども園　和室
・参加はどなたでもどうぞ♪　前日まで申し込んで下さい。
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千
年

弘前みなみ
幼稚園

☆1月8日（水）、22日（水）は親子見学を行います。
　　時間は１０：００～１１：：００です。
　　お家の人と一緒に、先生やお友達と共に広い園内でのびのびと遊びながら
　　幼稚園の雰囲気を感じてみてください。料金は無料です。
　　詳しくは園にお問い合わせください。
　　お天気によっては雪遊びをするかもしれません。
　　※お越しの際は、前日までに園にお電話をお願いします。
 
☆1月29日（水）は当園ホールで1月生まれのお友達のお誕生会があります。
　　時間は１０：３０～１１：３０位を予定しています。料金は無料です。
　　お誕生日のお友達をお祝いしながら、先生たちの歌や劇などの出し物を見て、
　　楽しい時間を過ごしませんか？
　　1月生まれのお友達にはペンダントのプレゼントもあります♪
　　（1月生まれの方はお電話の際、お知らせください！）
　　※お越しの際は、前日までに園にお電話をお願いします。

　　～詳しくは園にお問い合わせください～

原ヶ平
字

山中
32-10

88-
3733

朝
陽

やまぶき保育
園

「認定こども園体験デー」

☆1月20日（月）　午前10時から食育の日として「すいとん豚汁」の体験調理を行います。
　施設見学をかねて、お子さんと一緒に遊びに来てください。

＊その他一年をとおして
　園庭開放、絵本無料貸し出し、健康相談など通年行っています。

常盤坂
四丁目

1-3

36-
0800

西 ダビデ保育園

【１．電話による育児相談】
受付時間　月～金　9：00～16：00　電話番号　0172-33-1206
1人で悩まないでチョット電話をしてみませんか?
心が軽くなるかも…？
ご希望により面接、訪問、出張もいたします。ご連絡ください。

【２．看護師による保健相談】
子育てのこと､健康のこと､気になること､何でもご相談ください｡

【３．みんなであそぼう！】
・1月10日（金）　１０：００～１２：００
　新しい年を迎えて初めての集まりです。皆で新年を祝って楽しみましょう。
　
・1月17日（金）　１０：００～１２：００
　ホールにたくさんの遊具を出して遊びましょう！
　
～どなたでもどうぞ！！～

城西
二丁目

5-6

33-
1206

文
京

花園保育園

☆オープンスペース

♪エレクトーン演奏会♪
　花園保育園の遊戯室でエレクトーン演奏会を開催します♪
　エレクトーンの様々な音色を園児と一緒に聴きませんか？
　参加希望の方は9時～17時の間にお電話連絡でお申込みください。
　※感染症が流行している場合は中止となります※

日時：2020年1月28日（火）　10：00～10：50（予定）
場所：花園保育園　遊戯室
持ち物：感染症予防の為、マスクをご用意ください
対象：未就学児とその保護者
連絡先：0172-33-6250
担当：　武林・赤平

豊原
一丁目

1-3

33-
6250

3 / 4 ページ

http://hirosaki-minami-youchien.com/
http://hirosaki-minami-youchien.com/
http://www.yamabukids.com/index.html
http://www.yamabukids.com/index.html
http://www.ans.co.jp/u/takatomokai/dabide.html
http://www.sh-aiseien.jp/hanazono/


学区 施設名 子育て支援情報 所在地 電話番号

令和２年１月の子育て支援情報
＊行事等は都合により、急きょ変更となる場合がありますのでご了承ください。 R1.12.24現在

堀
越

堀越こども園

☆お正月おたのしみ会☆
　　　　【日　時】　1月７日（火）　10：00～11：00
　　　　【場　所】　堀越こども園　ホール
　　　　【内　容】　けん玉やこま回しなどの伝承遊びを通して
　　　　　　　　　　　昔ながらの遊びをみんなで楽しみます。

　　～参加料は無料です。申し込みは堀越こども園までお願いします。～
　
　☆電話による育児相談
　　子育てのこと、食事のことなど気になることを何でもご相談ください。
　　※ 月～金曜日 ８：００～１３：００

堀越字
柳元
293-2

26-
0228
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