
学区 施設名 子育て支援情報 所在地 電話番号

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。
　“大浦保育園地域子育て支援センター”で検索してみてください。

賀田
二丁目

7-2

82-
3037

三
大

柴田幼稚園

日時 ： １０月１４日（水）　１０時～１１時３０分
　　　　 １０月２２日（木）　 １０時～11時３０分

場所 ： 柴田幼稚園　小ホール

内容 ： １０月１４日（水）・・・体育遊び
　　　　 １０月２２日（木）・・・楽器遊び

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： ５～７組程度

申し込み： ９月３０日（水）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： 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）
　　　　　上靴（親・子）

※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。

担当　柴田幼稚園　伊世

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１０月１５日（木）　１０時３０分～１１時３０分
《場　所》　　弘前カトリック幼稚園　ホール
《内　容》　　令和3年度園児募集説明会・給食試食会・親子ふれ合いあそび
《対　象》　　未就園児の2歳頃～3歳児と保護者
《持ち物》　　着替え・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、１０月８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

日時　　１０月２１日（水）
　　　　　１０時００分～１１時００分
場所　　城西こども園
内容　　『感触遊びをしよう』
　　　　　小麦粉粘土を使い、感触遊びを楽しみましょう

       （参加される方は１０月１４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１０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。 R2.9.28現在

こちら
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https://imn-seimeikai.or.jp/oourahoikuen/index.html
http://www.jomon.ne.jp/~shibayo1/
http://www.tohoku-catholic.ac.jp/modules/tinyd2/index.php
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令和２年１０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。 R2.9.28現在

城
西

サムエル
保育園

☆１０月７日（水）　１０：００～１２：００
　　大きくなったね！！
　　～身長・体重を測ります～

☆１０月２１日（水）　１０：００～１２：００
　　ボール遊びをしましょう

※活動を再開いたしますが、県内でコロナウイルス感染症が出ましたら、活動中止といたします
ので事前にお問い合わせください。

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

城
西

弘前明の星
幼稚園

未就園児親子教室　《たんぽぽクラス》のお知らせ

※１０月のたんぽぽクラスは新型コロナウイルス感染予防に配慮して中止とさせていただきま
す。

紺屋町
127

32-
6669

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。

　子育て支援室情報として、YouTube配信を行っています。
　みどり保育園「わくわく宅配便」で検索してみてください。
　

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

こちら

こちら
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http://www.aomori-akenohoshi.ac.jp/hirosaki/
http://www.aomori-akenohoshi.ac.jp/hirosaki/
http://www.makotokai.jp/soma.html
http://www.hirosaki-midorihoikuen.com/
http://eikougakuen.jp/myojyo/
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kyouiku/kosodate/siennsennta-4.html
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kyouiku/kosodate/siennsennta-4.html
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令和２年１０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。 R2.9.28現在

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、申込みが必要です。）
　・１０月　６日（火）　何ができるかな？　～つくって遊ぼう～
　・１０月２２日（木）　みんなで何して遊ぶ？

※予定していた「給食を食べよう」は行わないことになりました。ご了承ください。

《園開放日》　（園開放日も申し込みが必要です。）
　・１０月　１日（木）
　・１０月１４日（水）

〇時間　　何れも１０：３０～１１：３０
〇料金　　何れも無料
〇持ち物　内履き（親子ともに）

紙漉町
5-3

33-
8080

大
成

弘前乳児院

　『第4回　母親カフェ』

こんな時期ですが…感染予防に気をつけて、楽しいひと時を過ごしませんか？
ちょっぴりお土産もあるよ☆彡

　日時：令和２年１０月２１日（水）１０：００ ～ １１：００

　場所：弘前乳児院  　弘前市品川町152

　対象：子育て中の保護者の皆様　（０歳～就学前のお子様）

　内容：『食事バランスを考えてみよう』　～お弁当箱の中身はなぁに？～
　　　　　紙やペンを使って制作します！

　定員：５組（大人１人に子ども１人で１組とします）
　※定員に達した場合、締め切らせて頂きます。

　託児：希望の方は、予約時にお知らせください
　※０ヵ月～お座りできる前までのお子様と限定させていただきます

品川町
152

35-
2155

千
年

弘前みなみ
幼稚園

☆１０月１日（木）は十五夜の会を当園ホールで行います。
　おいしいお団子を食べたり、十五夜の歌やお話を聞き、季節の行事に触れてみませんか？
　時間は１０：３０～１１：３０までです。

☆１０月７日（水）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。

☆１０月１７日(土)は作品展を行います。
　園内を自由に見て回りながら、子ども達ののびのびした作品を見て、ホールの作品で遊びな
がら楽しい時間を過ごしましょう♪園内で楽しむゲームや、ポン菓子のお土産もあります！
　時間は１０：００～１５：００までです。

☆１０月２３日（金）は、１０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♪
　１０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。

　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

☆１０月２６日(月）　午前１０時から観劇があります。
　昔話をもとにした　「この次ぎなあに？」　というタイトルです。
　お子さんと一緒に遊びに来てください。

　その他、一時預かり、育児相談、絵本無料貸し出しなどお問い合わせください。

常盤坂
四丁目

1-3

36-
0800
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http://www.bunka-youchien.ed.jp/
http://hirosaki-nyuujiin.jp/
http://hirosaki-minami-youchien.com/
http://hirosaki-minami-youchien.com/
http://www.yamabukids.com/index.html
http://www.yamabukids.com/index.html
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令和２年１０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。 R2.9.28現在

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！】
・１０月２日（金）　１０：００～１２：００
　あそぼう！！　ホールにたくさんの遊具を出して遊びます。

・１０月１６日（金）　１０：００～１２：００
　シール遊びとカボチャのオバケを制作します。～ハロウィンに向けて～

※県内で新型コロナウイルスが発症した時は活動は中止となります。
　　事前にお問い合わせください。

城西
二丁目

5-6

33-
1206

文
京

花園保育園

オープンスペース　『絵本読み聞かせ』

【日　時】　　１０月１６日（金）　１０：００～１１：００
【場　所】　　花園保育園
【内　容】　　朗読ボランティアの方が絵本の読み聞かせをしてくれます。
【対　象】　　就学前のお子さんとその保護者
【持ち物】　　内履き

※感染症が流行している時は中止します。
　　受付時間　　月～金　９：００～１７：００

　　　　　　　　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

☆♬　Make a something with Resin ♬
～レジンで何か作ろう！
　日時　１０月２１日（水）　１０：００～１１：００
　場所　分園ほりこし　　　弘前市大清水1丁目１１－４２
　※先着限定２組とさせていただきます。
　　・マスク着用、受付時の検温、新型コロナウイルス感染予防チェックリストへの記入を
　　　お願いしております。

★園庭開放
　　日時　１０月３日（土）　９：３０～１１：００
　　＊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。
　※事前申し込みが必要です。わからないことがありましたらご連絡くださいね。

◎新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次のような方はお断りさせていただいております。

　＊３７．５℃以上熱がある方、もしくは平熱プラス1℃以上ある方
　＊２週間以内に県外または国外へ行かれた方
　＊せき・のどの痛み、鼻汁、味覚障害、下痢、吐き気のある方

★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.ans.co.jp/u/takatomokai/dabide.html
http://www.sh-aiseien.jp/hanazono/
http://www.kitaharagakuen.com/horikoshi

