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石
川

石川こども園

１２月１８日(火)　クリスマス製作
　　　　２５日(火)　10:00～　クリスマスお誕生会
★１２月生まれのお友だちを一緒にお祝いしませんか？
　クリスマスツリーの前でミニサンタ姿で記念撮影もできます。

＊毎週水曜日…絵本の貸し出し日
＊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。

＊ママカフェ「ひまわりルーム」
開催日：毎週月･水・木・土曜日(９：３０～１３：００)
開催場所：認定こども園おおわに文化幼稚園内　ひまわりこども館
★これから出産を迎えるママや育児中のママたちが自由に使えるス
ペースとなっています。お友だちを誘って是非遊びにおいで下さい。

～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

12月の活動
日時　平成30年12月7日（金）10:00～11:00
場所　岳暘保育園　遊戯室
催し　簡単オーナメント製作　ほか
内容　☆パネルシアター「森のクリスマス」
　　　　　動物たちがサンタさんからのプレゼントを待っている話
　　　　☆雪だるまorサンタの簡単オーナメント製作
　　　　　（色ちり紙をまるめたり、シールはりなど）

＊前日までに電話でのお申込みをお願いいたします＊
＊毎月活動を予定しておりますので、1月もおたのしみに＊

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
すみれ

乳児保育園

子育てひろば　あそぼう会・子ども図書室お知らせ

【日時】
○12月19日（水）　14:00～15:00　Xmasグッズ（スノードーム）の製作
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Xmasソングを楽しむ会
　　　　　　　　　　　15:00～15:30　こども図書室開館
申し込みしめきり　12月12日（水）までに電話36-1155へご連絡を

○12月26日（水）　14:00～15:00　お正月飾りの製作
　　　　　　　　　　　15:00～15:30　こども図書室開館
申し込みしめきり　12月21日（金）までに電話36-1155へご連絡を

【場所】
子育てひろば（すみれ乳児保育園向かい）

参加は無料！おやつもありますよ！

【今月の子ども図書室】
12月7日（水）、21日（水）　…16:30～17:00
12月14日（水）、28日（水）…15:00～15:30
ぜひいらして下さいね。

青山
五丁目
25-1

34-
1134

平成３０年１２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。

H30.11.26現在

こちら
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平成３０年１２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。

H30.11.26現在

三
大

柴田幼稚園

柴田幼稚園の広いホールで遊びませんか！
　 　一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

施設名：柴田幼稚園
　　　　　（所在地　清原１－１－１　電話番号３２－６５１８）
内容 ：「体を動かして遊ぼう!」～エンジョイふれあい親子体操
            　　                         子ども体育研究所の先生と一緒に～
対象年齢 ：２歳～３歳（未就園児）
日時 ： １２月１４日（金）１０時～１１時
場所 ： 柴田幼稚園　ホール
持ち物 ： 飲み物、汗拭きタオル、ズック（親・子）

※前日のお昼までに電話でのお申し込みをお願いします。

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　　　12月5日（水）10:30～11:30
場　所　　　弘前カトリック幼稚園　保育室
内　容　　　『ひと足はやくクリスマスを楽しもう』
　　　　　　　わくわく宝さがしゲーム、クリスマスソングの合奏
　　　　　　　親子ダンス　など
持ち物　　着替え、上履き、お手ふきタオル、
　　　　　　　水筒（各自飲み物をご持参ください）
※12時半まで園を開放しますので、お弁当を持参してきてもよろしい
です。
※駐車場あります。
※ご不明な点がありましたら、おしらせ下さい。

百石町
小路
20

33-
5688

城
西

城西こども園

〇子育てサークルのご案内
『クリスマス会』

日　時　　　１２月１９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　　　クリスマスの読み聞かせやツリー製作を行います
　　　　　　　サンタさんとの記念写真撮影もありますので、
　　　　　　　ぜひ遊びに来て下さい
　　　　　　　（参加する方は、１２月１５日（土）までにお知らせください）
連絡先　　３３－２６７０（工藤まで）

西大工
町

38-1

33-
2670

城
西

サムエル
保育園

☆12月12日（水）10:00～12:00
　クリスマス飾り制作をします。
　～お部屋に飾るものを作りましょう～

☆12月19日（水）10:00～12:00
　クリスマス会をしましょう

＊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（来園でも可）　火曜～金曜　9:00～16:00

鷹匠町
24

32-
4474
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平成３０年１２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。

H30.11.26現在

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
日　時　　　12月5日（水）10:30～12:00
対象児　　 2～3歳児
場　所　　　弘前明の星幼稚園ホール（駐車場あり）
持ち物　　 上履きとおしぼりをご持参ください。
内　容　　　「クリスマス・ツリーをつくろう」
　　　　　　　（親子で製作）
　　　　　　　親子で楽しく幼稚園を体験できます。
　　　　　　　子育てに関しての悩みや疑問なども話し合いながら、
　　　　　　　皆さまの交流の場になることを願っています。
※おやつとお茶を準備いたします。（飲み物を持参する方は水かお
茶。アレルギーのあるお子さまはお知らせください。）
※ご質問のある方、また、お子さまについてご相談のある方は、お電
話でも承ります。TEL32-6669

紺屋町
127

32-
6669

相
馬

相馬保育所
相馬保育所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

8-3

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。

吉野町
3-3

32-
0510

大
成

明星幼稚園

◎あゆみクラス
　当園のあゆみクラスで、親子での時間を過ごし
　子育てのたの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用します）
　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）

山道町
23

32-
3984

致
遠

ふじこども園

○12月1日（土）9:45～12:30　ふじこども園　発表会
場所　岩木文化センター　あそべーる
駐車場　あそべーる前、後ろ駐車場

○12月14日（金）10:00～　もちつき会
参加費無料、申込不要
場所　ふじこども園　遊戯室
駐車場　ふじこども園　園舎前
～大きな臼ときねでぺったんぺったんおもちつき♪つきたてのおもち
を食べませんか？～

※ご不明な点がありましたら、ふじこども園までお問合せください。

＊＊その他見学、子育て相談を随時受け付けております＊＊

浜の町
西

一丁目
4-2

36-
4264

こちら

こちら
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平成３０年１２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。

H30.11.26現在

千
年

ちとせ幼保園

日時：12月27日（木）10時～11時30分
場所：ちとせ幼保園　ホール
内容：もちつき大会
　　　　大きな臼で餅つき体験後、つきたてのお餅を色々な味で
　　　　味くらべして食べます。
　　　　親子で一緒に楽しみましょう。

狼森字
天王
33-1

87-
2480

朝
陽

やまぶき保育
園

認定こども園体験デー

１２月２２日（土）餅つきを行います。
そのあとみんなで丸めて食べます。
施設見学をかねて遊びに来てください。

育児相談・絵本無料貸し出し、園庭開放などもあります。

常盤坂
四丁目

1-3

36-
0800

朝
陽

養生幼稚園

子育てひろばのおしらせ

１２月２１日（金）　１０：３０より
♪メリークリスマス♪
みんなでサンタさんと一緒に楽しみましょう！
参加料　１００円
上履きをご持参ください。
場所　養生幼稚園
※１２月２０日（木）までに電話でお申し込み下さい。

元長町
19

32-
7507

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！】
・12月7日（金）10:00～12:00
　もうすぐクリスマス。みんなでクリスマス制作をしましょう！
・12月21日（金）10:00～12:00
　一足早くクリスマスを楽しみます。

～どなたでもどうぞ！～

城西
二丁目

5-6

33-
1206

文
京

花園保育園

花園保育園　１２月オープンスペース

日時：１２月６日（木）
時間：１０時　～　１０時３０分（予定）
場所：花園保育園　遊戯室
内容：トーオー楽器のエレクトーン奏者さんが保育園の遊戯室で色ん
な曲を弾いてくれます♪流行中の曲や、懐かしい曲、クラシックも演奏
してくれます♪子どもたちと一緒にエレクトーン演奏会を楽しみません
か？
※感染症が流行した場合は中止となります
受付：月～金曜日9時～17時の間に参加ご希望の方はお電話くださ
い。
電話：0172-33-6250
担当：武林　赤平

豊原
一丁目

1-3

33-
6250
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平成３０年１２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。

H30.11.26現在

堀
越

堀越こども園

☆子育てサロン「ひまわり」
  ～フォトフレーム作り～

日　 時　　１２月１日（土）　　９：３０～１１：３０
場　 所　　平川市文化センター１F　和室
内 　容　　造花やレースの布テープ等を使ってオリジナルフォト
　　　　　　フレームを作ります。
　　　　　　その後、お菓子やお茶をいただきながらおしゃべりを
　　　　　　楽しみます。
参加費    無料

☆エレクトーンコンサート
日　 時　　１２月１７日（月）　１０：００～１１：００
場　 所　　堀越こども園
内 　容　　トーオー楽器の講師の先生によるエレクトーンコンサートで
　　　　　　す。クリスマスソングや子どもたちの好きな曲を演奏していた
　　　　　　だいてみんなで楽しみたいと思います。

～詳しくは園へお尋ね下さい～

☆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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http://www.kitaharagakuen.com/horikoshi

