
 

  

地域子育て支援センターでは、こんなことをしています。 

◎育児相談   電話相談・面接相談・訪問相談 月曜日～土曜日  9時～17時 

◎子育て支援室と園庭の開放 (無料)  月曜日～土曜日 10時～15時 

♡支援室のご利用は 1日 5組の予約制ですが、園庭遊びのみの場合は、別枠で予約可能となります。 

◎子育てに関する情報提供 

◎子育てサークル等の支援・育成 

◎地域の子育て家庭への支援 

 

☆保護者の方には、必ずマスクを着用していただきます。                 

  （お忘れの際には、園の使い捨てマスクをお渡しいたしま

す。） 

☆入室前には、手指消毒・検温・質問紙の記入をお願いして

おります。         

☆毎日の検温、熱や呼吸器症状など、親子共に体調の確認

をしましょう。体調不良時には、無理なさらず、症状に応じ

て病院の受診をお願いいたします。 

 

みどり保育園 地域子育て支援センター 

～ご利用について～ 

 

毎月の子育て通信に、行事の詳細を掲載しております。 

みどり保育園ホームページ、または弘前市役所ホームページの 

子育て支援センターを検索していただき、子育て通信をご確認ください。 

【みどり保育園】 

◎JR弘前駅よりバス約７分  
バス停・住吉町入口下車徒歩４～５分 
小栗山線･狼森線・自衛隊線（富田大通り経由） 
（駅より１ｋｍ・徒歩 20分） 
◎弘南電鉄 中央弘前駅下車徒歩 5分 

園庭から、弘南鉄道大鰐線の電車を見ることができます。 
中央弘前駅出発 10：30/11：30/12：30/13：30/14：30 
中央弘前駅到着 11：05/12：05/13：05/14：05 

保育園の場所は 
弘前中央駅の近くです。 

美術館 

☆弘前市内の新型コロナウイルス感染状況を考慮しながら、 

支援センターの活動を進めていきますので、行事内容の変更、 

または前日に中止となる可能性もあります。 

ご了承くださいますようお願いいたします。 

 

3密～密閉・密集・密接～を避けるため 

イベント以外のフリーデーも、予約が必要です 

〒０３６－８１８８ 

青森県弘前市吉野町３の３ 

TEL  0172-32-0510 

FAX  0172-39-7503 

お電話お待ちしております。 

一時保育のご案内 

・病院や美容院にいきたい。 

・介護や兄姉の学校参観・懇談。 

・自分の時間が欲しい。 

・妊娠中で体調が優れず、安静が

必要。 

・自分の子どもと同年齢の子どもと

遊ばせたい。 …など。 

※生後４ヶ月からのお子様が対象

となります。 

お気軽にお電話ください。 



      ☆ベベフィールドサークル☆ 
日時： 8月 1６日(火)・３０日(火) 

10時 30分～11時 30分 
場所： みどり保育園 子育て支援室 
内容： 各国の音楽に合わせて親子遊びをおこないます。遊び

の中で、多言語での挨拶に触れながら交流を楽しみま
しょう。 

対象： 未就園児と保護者 
※要予約 限定 5組 （受付開始 7/２９・1３時～） 

親子で遊ぼうデー♡ちゃぷちゃぷ水遊び♡ 
日時： 8月２日(木)  10時～11時 
場所： みどり保育園 園庭 
内容： 保育園のプールで水遊びを体験します。水の感触を

楽しみましょう。 
対象： 未就園児と保護者  
※要予約 限定 5組 （受付開始 7/30・1３時～） 

ひとりじゃないよ 

 子育て…大変な毎日をお過ごしの事と思います。おむつを

替えても、ミルクをあげても、抱っこしてもおんぶしてもギャン

泣きされると、天使が悪魔に見えることがありますよね。子育

ての悩みは尽きないものです。私たちスタッフも同じようなこ

とを経験してきました。皆さんの辛さはわかる気がします。 

 どんなことでも一人で悩まずお電話ください。 

ひとりじゃないよ…  私たちは繋がりたいと思っています。 

 

 
  

 
     

 
 

 

 
  

 

日 曜

日 

行事予定 

1 月 ♡ 

2 火 ♡親子で遊ぼうデー♡ちゃぷちゃぷ水遊び♡ 

3 水 ♡ヒップホップ教室 

4 木 ♡リフレッシュ講座 

5 金 ♡みどりの森ペン字講座 
6 土 ♡ 
7 日  

8 月 ♡ 
9 火 ♡ 

10 水 ♡ 

11 木 山の日 

12 金

土 

♡ 

13 土 ♡ 

14 日  

15 月 ♡ 

16 火 ♡ベベフィールドサークル 

17 水 ♡ヒップホップ教室 

18 木 ♡ 

19 金

度 

♡ 

20 土 ♡ぴょんぴょんずサークル 

21 日  

22 月 ♡ 
23 火 ♡ 

24 水 ♡ 

25 木 ♡Junちゃん＆うさちゃんのすくすく体操 

26 金 ♡ぴょんぴょんずサークル 

27 土 ♡ 

28 日  

29 月 ♡ 

30 火 ♡ベベフィールドサークル 

31 水 ♡ 
子育て支援室と園庭 開放時間 10時～15時 
 ♡マークの日は、イベントを行わないフリーデーとなります。 
遊びにきてくださいね。 

地域子育て支援センター みどり保育園 

8月号 

 
親子で遊ぼうデー ♡ちゃぷちゃぷ水遊び♡ 

日時：8月２日（火）  10時～11時 

場所：みどり保育園 園庭 

内容：保育園のプールで水遊びを体験します。 

     水の感触を楽しみましょう。 

対象：未就園児と保護者 

※要予約 限定 5組（受付開始 7/２９・13時～） 

 

ヒップホップ教室 
日時： 8月３日(水)・１７日(水)  

10時 30分～50分(20分間) 
場所： みどり保育園 遊戯室    講師：MAYA先生 
内容： FUNKY STADIUM の先生と一緒に、ヒップホップダン

スやリズム遊びを楽しみましょう。 
対象： 未就園児と保護者 

※要予約 限定 5組 (受付開始 7/２９・1３時～) 

令和４年度 
№３４０ 

Junちゃん＆うさちゃんのすくすく体操(0～1歳) 
日時： 8月 2５日（木）10時～11時 
場所： みどり保育園 子育て支援室     講師：小関潤子氏 
内容： 運動機能の発達を促す体操です。 

親子で一緒に楽しみましょう。 
対象： 未就園児(0～1歳)と保護者   
※要予約 限定 5組 
        (受付開始 7/２９・1３時～) 

リフレッシュ講座♡癒しのアロマ♡ 
日時： 8月４日(木)  10時～11時 
場所： みどり保育園 子育て支援室   
講師： 弘前大学大学院保健学研究科 
内容： アロマの香りのする、オシャレなアロマワックス缶を作り

ます。一緒にいい香りで癒されましょう♡ 
対象： 未就園児と保護者  
託児： お子様を一時保育にお預かりすることができますので、

ぜひご利用ください。おむつ・おしりふき・タオルを 
手提げ袋かカバンなどに入れて持ってきてください。 

※要予約 限定 5組 （受付開始 7/２９・1３時～） 

みどりの森ペン字講座 
日時： 8月５日(金)   10時～11時 
場所： みどり保育園 子育て支援室      講師： 樋口 和佳子 
内容： 一緒に楽しくペン習字にチャレンジしましょう。 

初心者の方大歓迎です！ 
対象：未就園児と保護者 
託児： お子様を一時保育にお預かりすることができますので、ぜひ

ご利用ください。おむつ・おしりふき・タオルを手提げ袋か 
カバンなどに入れて持ってきてください。 

※要予約 限定 5組 （受付開始 7/２９・1３時～） 
 


