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石
川

石川こども園

6月5日(火)10:00～　エレクトーンコンサート
★歌のお姉さんと一緒に歌ったりリズム遊びを楽しみます。素敵な演
奏を聴きにおいで下さい。

6月8日(金)10:00～　歯科衛生指導
★歯科衛生士さんによる虫歯予防のお話やブラッシング指導がありま
す。鏡を見ながら正しいブラッシング体験をしてみませんか？

6月14日(木)10:00～　父の日プレゼント制作
★「大好き！」の気持ちを込めてプレゼント作りをおこないます。

＊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。
～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

6月の活動
日時　平成30年6月26日（火）10:00～11:00
場所　岳暘保育園　遊戯室
催し　小麦粉粘土で遊ぼう
料金　無料
内容　７色の小麦粉粘土を自由にこねこねしたり、つぶしてみたり、混
ぜ合わせて感触を楽しみましょう。
仕上げた作品と記念の１枚をぱしゃ！（写真撮影）

＊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、７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】
○6月13日（水）　14:00～15:00　木のおもちゃであそぼう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（五感を育みます。）
　　　　　　　　　　 15:00～15:30　こども図書室開館
　申し込みしめきり　6月11日（月）までに電話36-1155へご連絡を
○6月27日（水）　14:00～15:00　七夕飾り製作
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（おりひめとひこぼしを作ります。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　絵本の読み聞かせと「たなばたさま」の歌
　　　　　　　　　　 15:00～15:30　こども図書室開館
　申し込みしめきり　6月23日（土）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！
こども図書室は毎週水曜日　16:30～17:00も開館しています。ぜひ遊
びにきてみて下さいね。

青山
五丁目
25-1

34-
1134

平成３０年６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。 H30.6.4現在

こちら 
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平成３０年６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。 H30.6.4現在

三
大

柴田幼稚園

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

日　時：6月11日（月）10:00～11:00
場　所：柴田幼稚園　ホール
持ち物：ズック（親・子）、飲み物、タオルなど
内　容：「ホールで遊ぼう！」ゲーム遊びなど
対象年齢：2～3歳（未就園児）

※前日までに電話でのお申し込みをお願いします。
※詳しくは、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　　　6月27日（水）10:30～11:30
場所　　　弘前カトリック幼稚園　園庭　ホール
内容　　　「お外で遊ぼう」
　　　　　　※砂遊び、すべり台、ブランコなど
参加費　　無料

※事前申込みは不要です。
※詳しくは園へお問い合わせください。Tel　33-5688
※「つくしんぼ」の一年間の予定表をご希望の方に差し上げておりま
す。お気軽においで下さい。

幼稚園の遊びをお友だちと楽しみませんか？あそびにきてね。

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
『製作遊び～七夕飾り製作～』
日　時　　　6月28日（木）　10:00～11:00
場　所　　　城西こども園　子育て支援室
内　容　　　七夕飾り製作を楽しみましょう
　　　　　　　（参加される方は6月22日（金）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

城
西

サムエル
保育園

☆6月6日（水）10:00～12:00
　制作をしましょう！
　～書いたり貼ったりして遊ぼう～
☆6月20日（水）10:00～12:00
　戸外遊びをしよう！
　～かけっこ、砂遊び、好きな遊びを楽しもう！帽子を忘れずに！！～

＊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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＊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。 H30.6.4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　　　6月6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
持ち物　　　上履きとおしぼりをご持参ください。
内　容　　　「あてっこしよう！　～トン、トン、トンな、何の音？」
　　　　　　　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）

◎みょうじょう広場
　当園では、少しでもお母さま方の手助けになればと以下の要綱で園
庭開放をしております。
　この機会にお砂場デビューしてみませんか？
　対　象：　1～3才までのお子さんとお家の方
　日　時：　毎週水曜日　10:00～12:00の間
　場　所：　明星幼稚園　園庭
　参加費：　無料
　駐車場：　パークホテル有料駐車場が利用可能です。
　　　　　　　※駐車料金は各自でお願いいたします。
　
※おむつ交換や授乳、トイレなどは幼稚園の中もお使いいただけま
す。
～どろんこになってもいいようにお着替えをお持ちください～

山道町
23

32-
3984

こちら 

こちら 
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平成３０年６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。 H30.6.4現在

致
遠

ふじこども園

～おさがりＢＯＸをやります～

気温もだいぶ高くなり、衣替えの時期ですね。サイズが小さくなってあ
まり着られなかったお子さまの洋服、靴、帽子などありませんか？
汚れやほつれが無く、何度か着たものは洗濯をし、状態の良いものを
お持ちください。また、気に入ったものがありましたらお持ち帰りくださ
い。

○期間　　6月1日（金）～30日（土）
○場所　　ふじこども園　玄関ホール

※事前に連絡はいりませんので、お気軽にお越しください。
※ご不明な点がありましたら、ふじこども園までお問合わせください。

その他見学、子育て相談を随時受け付けておりますので、いつでもお
電話下さい。

藤代一
丁目
12-5

36-
7056

千
年

弘前みなみ
幼稚園

☆6月6日（水）、20日（水）は親子見学を行います☆
時間は9:30～11:00です。
お家の人と一緒に広い園庭で遊んだり、お友達や先生と遊びながら
幼稚園の雰囲気を感じてみて下さい。
詳しくは園にお問合せ下さい。
料金は無料です。お越しの際は前日までに園にお電話をお願いしま
す。

☆6月24日（土）は当園の運動会です！子どもたちの元気に頑張る姿
をぜひ応援しにいらしてください☆
未就園児の競技もありますのでぜひご参加下さい☆

原ヶ平
字

山中
32-10

88-
3733

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！】
・6月8日（金）10:00～12:00
　お天気がよければ藤棚の下で砂遊びをしましょう。
・6月15日（金）10:00～12:00
　次の日曜日は父の日です。
　お父さんの為に製作をします。

～どなたでもどうぞ！～

城西
二丁目

5-6

33-
1206

文 城南保育園  城南一 34-
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平成３０年６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。 H30.6.4現在

堀
越

堀越こども園

☆「むし歯予防集会」
～ペープサートを見たり、ゲームを楽しんだりします～
日時　　6月4日（月）　10:00～10:50
場所　　堀越こども園ホール

☆人形劇団『えりっこ』が来園します♪
「～おおかみゴンノスケの腹ペコ日記～今夜は食べほうだい！」
楽しいお話を親子で鑑賞してみませんか？
日時　　6月5日（火）　10:00～11:00
場所　　堀越こども園ホール
　
※いずれも料金は無料です。
　 詳しくは園へお問い合わせください。

☆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

松
原

弘前大学
教育学部

附属幼稚園

チューリップクラブ（未就園児対象の子育て支援事業）のお知らせ
日時：6月8日（金）9:30～11:00
場所：附属幼稚園
持ち物：内履き、飲み物、外遊びのための帽子など
在園児と一緒に遊び、本園の保育内容を体験できます。
申し込みは、5月25日（金）から電話で受付します。

子育ての相談にも応じています。
お気軽に参加してください。

詳しいことはＨＰをご覧ください。

学園町
1-1

32-
6815
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平成３０年６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。 H30.6.4現在

子育て支援だより　平成30年6月号

園庭には毎日、子ども達の元気な声が聞こえて笑顔があふれていま
す。いろいろな遊びを楽しんでいます。
6月の園庭開放日を設けました。
就学前のお子さんと一緒ならどなたでも参加できます。
気軽に遊びに来てください。
ご来園の際は、事前に電話でご連絡下さい。
ホームページもありますので保育園の子どもたちの活動もご覧くださ
い。

日時　6月5日（火）10:00～10:30
場所　弘前すみれ保育園分園　子どもの櫓
内容　時計作りを楽しみましょう。
担当保育教諭　大谷

日時　6月5日（火）16:00～16:30
場所　学童　こどもの城
内容　さくらんぼを収穫しよう。
担当保育教諭　太田

日時　6月6日（水）10:00～10:30
場所　弘前すみれ保育園（3.4.5歳児）
内容　マット・縄跳びで運動あそびを楽しもう。
担当保育教諭　笠井

日時　6月13日（水）10:00～10:30
場所　弘前すみれ保育園（0.1.2歳児）
内容　ピアノにあわせて、模倣あそび・リズムあそびをしましょう。
担当保育教諭五十嵐

日時　6月27日（水）15:15～16:00
場所　附属こどもの城
内容　リズムあそびを楽しみましょう。
担当保育教諭　江良

弘前すみれ
保育園

和
徳

野田
二丁目

1-6

32-
5465
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