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石
川

石川こども園

２０日（木）　風船遊び　　１０：００～１１：００
　　　　　　　＊風船を使って体を動かして遊びます今月から子育て支援活動を再開いたします。

※先着２組までとさせていただきます。
　（予約が必要です）

※園では検温と健康チェックシートの記入をお願いしています。また、保護者の方はマスクの着
用のご協力もお願いいたします。

＊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
もご相談ください。

　　～詳しくは、園へお問い合わせください。～

石川字
西舘下
12-5

92-
3300

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。

※状況により、予定が変更になる場合もあります。

YouTubeにて動画も公開しております。

賀田
二丁目

7-2

82-
3037

三
大

柴田幼稚園

日時 ： ８月２５日（火）１０時から１１時３０分まで
場所 ： 柴田幼稚園　園庭
内容 ： 砂遊び　（雨天中止）
対象： 未就園児の1歳半頃～3歳児（誕生日まで）と保護者
人数： １０組程度
申し込み： ７月３１日（金）までに幼稚園に直接お申し込みください。
参加費： 親子で１回３００円を納めていただきます。
持ち物： 帽子・着替え・タオル（手拭き・汗拭き）・水筒（水分補給のための氷の入った水かお
茶）

※新型コロナウイルス感染症の状況により予定が変更になる場合もありますので、
　開催については柴田幼稚園ホームページをご覧ください。

清原
一丁目

1-1

32-
6518

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８月２４日（月）　午前10時30分～11時30分
《場　所》　　弘前カトリック幼稚園　園庭
《内　容》　　『園庭であそぼう』　（砂場、水あそび、シャボン玉など）
《対　象》　　未就園児の2歳頃～3歳児と保護者
《持ち物》　　着替え・帽子・汗拭きタオル・中ズック（親子分）・水分補給用の飲み物
《参加費》　　無料

※参加ご希望の方は、8月２０日（木）までにお申し込みください。
※新型コロナウイルス感染症の状況により変更する場合もあります。ご不明な点がございまし
たら、お気軽に園まで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

新型コロナウイルス感染防止の為、お休みしていましたが、8月より再開いたします。

日時　　８月１８日（火）
　　　　　１０時００分～１１時００分
場所　　城西こども園　子育ての支援室
内容　　『製作遊び～風鈴を作って遊ぼう～』
　　　　　様々な材料を使い、風鈴作りを行います。製作をしながら楽しい時間を過ごしましょう。

       （参加される方は８月１１日までにお知らせ下さい）

連絡先　　３３－２６７０（工藤まで）

西大工
町

38-1

33-
2670

令和２年８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。
　行事の内容等について詳しくお知りになりたい場合は、各施設へ直接お尋ねください。 R2.7.27現在

こちら

『ちらしアート OOURA』 『支援センターの紹介』

1 / 4 ページ

http://www.kitaharagakuen.com/ishikawa
https://imn-seimeikai.or.jp/oourahoikuen/index.html
http://www.jomon.ne.jp/~shibayo1/
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
https://youtu.be/hUhMuc7_ROY
https://youtu.be/kngOEy1pR18
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令和２年８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。
　行事の内容等について詳しくお知りになりたい場合は、各施設へ直接お尋ねください。 R2.7.27現在

城
西

サムエル
保育園

新型コロナウイルス感染予防のため、しばらく活動をお休みさせていただきます。
ご理解ご協力をお願いいたします。
なお、電話による育児等の相談は今まで通りしておりますので一人で悩まず気軽にお電話くだ
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、プレパパ、プレママのための
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。

※状況により予定が変更になる場合もあります。

紙漉沢
字山越
8-14

84-
3103

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。

※状況により予定が変更になる場合もあります。

YouTubeにて動画も公開しております。
　

吉野町
3-3

32-
0510

大
成

明星幼稚園

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
あゆみクラスのイベントは、しばらくお休みとさせていただきます。
火曜日と水曜日は園庭開放をいたしますので、お天気のいい日は園庭においでください。

※あゆみクラスでのおやつはございませんが、各自飲み物をご用意ください。

＊対象年齢と時間＊
【火曜日】　10：30～11：30　…あゆみクラス対象のお子さん（2才～就園前）
【水曜日】　10：30～11：30　…みょうじょう広場対象のお子さん（1才～2才）

園の都合やコロナウイルスの影響等で、予定が変更になる場合もございます。
ご不明な点がございましたら、お気軽に園へお申し付けください☆

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、申し込みが必要です。）
◎８月２０日（木）　夏のあそびでいい気持ち！

《園開放日》　※8月はありません。

〇時間　　10：30～11：30
〇料金　　無料
〇持ち物　内履き（親子ともに）・着替え・水分補給用の飲み物（水筒などに入れて）

紙漉町
5-3

33-
8080

こちら

『わくわく宅配便第６号～最終便～』

こちら

『わくわく宅配便第５号』

2 / 4 ページ

http://www.makotokai.jp/soma.html
http://www.hirosaki-midorihoikuen.com/
http://eikougakuen.jp/myojyo/
http://www.bunka-youchien.ed.jp/
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kyouiku/kosodate/siennsennta-4.html
https://youtu.be/6kOp6B2K314
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kyouiku/kosodate/siennsennta-4.html
https://youtu.be/GrUTiez5l3M
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令和２年８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。
　行事の内容等について詳しくお知りになりたい場合は、各施設へ直接お尋ねください。 R2.7.27現在

致
遠

ふじこども園

★寒天で遊ぼう～！！

～寒天に触れ、感触を楽しんでみませんか？～　参加費は無料です。

【日時】　8月26日（水）　１０：００～１１：００
【場所】　ふじこども園　別棟ふくろう２階
【駐車場】　ふじこども園　園舎前
【準備物】　寒天を使用するので、汚れても良い服装でお願いします。

※3組までとさせていただきますので、申込みをお電話で受け付けます。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、予定が変更となる場合があります。ご不明な
点がありましたらお電話ください。
※来園する際は、マスクを着用してください。また、37.5℃以上の熱がある、咳、鼻水等体調が
悪い場合や、2週間以内に県外への移動がある場合は参加できません。

＊子育て相談を受け付けております。子育てについてのお悩み、相談いつでもお気軽にお電話
ください。
また、施設見学も行っております。見学を希望する場合はお電話ください。

藤代
1-12-5

36-
7056

千
年

弘前みなみ
幼稚園

☆８月６日（木）、２０日（木）は親子見学を行います。
　園の中を見学し、広いホールや園庭で遊びながら幼稚園の雰囲気を味わってみませんか？
　幼稚園に興味のある方はぜひお越しください。
　時間は９：３０～１１：００までです。

☆８月２８日（金）は、８月生まれのお友達のお誕生会があります。
　先生たちの出し物を見たり、お誕生日のお歌を歌い、お誕生日のお友達を一緒にお祝いしま
しょう♪
　８月生まれのお友達にはお誕生日のペンダントをプレゼントいたします！
　時間は１０：３０～１１：３０までです。

※いずれも料金は無料です。
　人数制限を設けておりますのでお越しの際は前日までに園にお電話をお願いします。
　
　☎0172-88-3733

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」のお知らせ

☆７日（金）　誕生会を行います。
　　8月生まれのお子さんと一緒に遊びに来てください。
☆19日（水）　食育の日
☆21日（金）　お化け屋敷

※時間はすべて10時からですが、感染症対策のため先着２家族に限定させていただきますの
で前もってお電話ください。
　また、一時預かり保育も受け付けています。

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！】
7月やっと活動を再開しましたが、県内で新型コロナウイルス感染者が発生した為、感染予防の
一環としてしばらく活動日（開放日）をお休みいたします。

城西
二丁目

5-6

33-
1206
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http://www.fuji--fuji.com/index.html
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
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令和２年８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。
　行事の内容等について詳しくお知りになりたい場合は、各施設へ直接お尋ねください。 R2.7.27現在

文
京

花園保育園

オープンスペース　『水遊び』

【日時】　　8月5日（水）　10：00～11：00
【場所】　　花園保育園　園庭
【内容】　　水に触れてあそびましょう（雨天時は中止とします）
【対象】　　就学前のお子さんとその保護者
【持ち物】　水分補給の水やお茶・水着や着替えなど

※感染症が発生した場合は中止といたします。　　　　　　　　担当　石澤・工藤千秋

豊原
一丁目

1-3

33-
6250

堀
越

堀越こども園

☆園庭開放

日時　８月２２日（土）・８月２９日（土）　９：００～１１：００

　＊お天気の良い日はぜひ園庭に遊びにいらしてください♪
　　遊具などで体を動かして遊びましょう。

※園庭の状況によっては開放できない場合もありますのでご了承ください。
※来園の際はマスクの着用をお願いします。
　お子様に関しては熱中症予防のため保護者様の判断にお任せします。
※事前申し込みが必要です。

☆電話による育児相談は今まで通り行っておりますのでお気軽にどうぞ。
　 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

4 / 4 ページ

http://www.sh-aiseien.jp/hanazono/
http://www.kitaharagakuen.com/horikoshi

