
遊びにきませんか？

保育所・幼稚園・認定こども園

保 育 所
幼稚園

赤間 / 恵愛 / 西海 / 日の里東 / 日の里西 /野ばら /
野ばら第二 /野ばらユリックス分園/第二赤間/平等寺/ 玄海風の子/
ひかり/かとう/かとう西/ みつぼし/大島へき地/ 福岡教育大学附属

東郷信愛 / 東海大学付属自由ケ丘 / いちごの丘/赤間くるみ

浄徳寺 / 博多のびっこ / 日の里 / 玄海ゆりの樹 /

玄海ゆりの樹 地島分園
幼 稚 園

認定こども園

注）新型コロナウイルス等の影響により日程や内容が
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宗像市内の保育所・幼稚園・認定こども園では、園の特色を生かし、

未就園児のお子さんや保護者の方が参加できる催しを行っています。

友だちづくりや集団遊びを体験する場として、ぜひご利用ください。



恵愛保育園
（三郎丸１丁目）
℡３２－３２６５

育児相談・
保育園見学

＜対象＞
地域の方々
＜内容＞
育児、保育園の事、どんな小さなことでも
お話してみませんか。
保育園を見学して園児の様子を見てくださ
い。

第１・３水曜日 １０:００～１１:００

※事前に電話連絡をください

西海保育園
（東郷４丁目）
℡３６－８４３０

さいかい
にこにこキッズ

＜対象＞
０歳～就学前の乳幼児とその保護者
＜内容＞
保育園らしいいろいろな材料を使って季節
の制作などを親子で楽しむ。
また、参加した保護者同士のコミュニケー
ションを大切にし、保護者同士の仲間づく
りにもつなげる。
（お父さんの参加も大歓迎）

６／２５（土） 七夕 笹飾り
１／２１（土） 節分（お面作り）
２／２５（土） おひなさま作り

＊各日９：３０～１１：００ 感染予防のため５組まで。
＊要事前予約 必ずお電話での予約をお願いします。
＊天候などにより変更の場合あり。事前に園にお問合せください。
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保 育 所

赤間保育園
（赤間４丁目）
℡３２－６２４６

ママのリフレッシュ
タイム

＜対象＞
地域の方々
＜内容＞
保護者が子どもから離れ、少しだけ自分の
時間を持つことでリフレッシュできる時間
を持つ
<定員５名> ＊要事前予約
＊定員になり次第、終了いたします。
<費用>無料

１２／1（木）クリスマスリースづくり
（予約日：１１／１６（水） １４：００～）

各日 １０：００～１１：３０

ママとキッズの
なかよしクラブ

＜対象＞
０歳～就学前の乳幼児とその保護者
＜内容＞
季節感のある保育や、家庭では
体験できない保育を親子で楽しむ
＜定員５組＞ ＊要事前予約
＊定員になり次第、終了いたします。

※１０：００(受付)

６／ ８（水）うんどうかいごっこ
（予約日： ５／２５（水） １４：００～）

７／２７（水）おまつりごっこ
（予約日： ７／１３（水） １４：００～）

９／２８（水）キャンプごっこ
（予約日： ９／１４（水） １４：００～）

各日 １０：００～１１：００

おひさまランチ

＜対象＞
０歳～就学前の乳幼児とその保護者
＜内容＞
食べることの楽しさを知り、旬の食材や行
事食を味わう
＜定員３組＞＊要事前予約
＊定員になり次第、終了いたします。
＜費用＞無料

６／１５（水）
（予約日： ６／ １（水） １４：００～）

７／ ７（木）たなばたランチ
（予約日： ６／２２（水） １４：００～）

９／ ７（水）
（予約日： ８／２４（水） １４：００～）

１０／２６（水）ハロウィンランチ
（予約日：１０／１２（水） １４：００～）

各日 １１：３０～１３：００

おやつを
たべよう!

＜対象＞
０歳～就学前の乳幼児とその保護者
＜内容＞
手作りおやつを親子で味わう
＜定員３組＞＊要事前予約
＊定員になり次第、終了いたします。
＜費用＞無料

８／ ３（水） （予約日： ７／２１（木） １４：００～）
１１／ ９（水） （予約日：１０／２６（水） １４：００～）

各日 １４：００～１５：３０

個別
カウンセリング

＜対象＞
地域の方々 ＊託児あり
＜内容＞
子育ての悩みや不安を解決します。
＜費用＞無料＊要事前予約

８／ ６（土） 発達相談員 心理学博士 海塚 敏郎先生
（予約日：７／１９（火） １４：００～）

園 名 名 前 内 容 日 程



日の里東保育園
（日の里５丁目）
℡３６－５８０３

コロちゃん
クラブ

＜対象＞
０歳～就学前の乳幼児とその保護者
＜内容＞
手作り玩具、季節に応じた遊び、親子ふれあい
遊び、育児相談

＜定員 ６組＞
事前予約お願いします。

４／２２（金） こいのぼり制作
５／２０（金） 戸外遊び
６／１７（金） 運動遊び
７／未定 音楽会
８／３０（火） 小麦粉粘土
９／１６（金） ミニミニ運動会

１０／ ６（木） 観劇会
１１／１１（金） 保育参加
１２／ ９（金） クリスマス制作
１／３１（火） 新聞紙遊び
２／１７（金） おひなさま制作
３／２４（金） 園外散歩

＊各日１０：００～１１：００
＊７月、１０月分は定員はありません。

日の里西保育園
（日の里９丁目）
℡３７－２０７８

ひのにし
クラブ

＜対象＞
０歳～就学前の乳幼児とその保護者

＜内容＞
親子で制作、水遊び、ヨガ教室等
※「ひのにしクラブ」のご参加時、育児相談に
も応じます。

親子で制作を楽しむ（予約が必要です）
４／２３（土） こいのぼり製作
６／ ４（土） 時計制作 対象：０歳児～２歳児親子

１２／１７（土） 親子でクリスマスリース作り
対象：３歳児～５歳児親子

１／２８（土） 節分のお面作り
２月下旬（土） ひな飾り作り

離乳食を作ろう（予約が必要です）
９／ ３（土）離乳食作りを体験し、自分で作った離乳食をわが子に食

べさせる楽しさを体感する。対象：０歳児親子

親子ヨガ教室
毎月第１・第３金曜日 １３：３０～１５：００
インストラクターによる、ヨガ教室を開催いたします。
（定員はありません・予約はいりません）

親子水遊び教室
７月・８月

（日時は、お電話でお問合せください）

園 名 名 前 内 容 日 程
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野ばら保育園
（久原）

℡３６－０８４９

野ばら第二保育園
（朝町）

℡３２－２３９０

すくすく
野ばら会

園庭開放を中心に実施
状況によっては園舎見学有
＜対象＞
０歳～就学前の乳幼児とその保護者
事前予約が必要です。
＜定員＞
１０組
＜内容＞
みんなと一緒に戸外で遊びましょう。
・固定遊具
・砂場遊び
・自然遊び
・アスレチックステージ
・農道散歩等

＊いずれの日も親子や地域の方と一緒に遊んだ
り、お子様が遊んでいるそばで見守ったり、子
育ての情報交換などして過ごしてください。
新型コロナウイルスの動向により見合わせる

場合があります。

▽野ばら保育園・・・園開放日
奇数月の第２木曜日を基本に、年５回
５／１２(木)
７／１４(木) 水あそび

１０／２０(木) ミニ運動会ごっこ
１１／１０(木)
１／１２(木) どんど焼き

受付 ９：３０
各日 １０：００～１１：００

▽野ばら第二保育園・・・園開放日
偶数月の第２木曜日を基本に、年５回
６／ ９ （木）
９／ ８ （木）

１２／ ８ （木） お楽しみクリスマス会
２／ ２ （木）

受付 ９：３０
各日 １０：００～１１：００

体験保育

＜対象＞
１．２歳の乳幼児とその保護者
事前予約が必要です。
＜定員＞
２～３組（料金無料）
＜内容＞
各年齢のクラスに入って、親子で保育体験をし
ます。

▽野ばら保育園
新型コロナウイルスが収束次第行います。

各日 １０：００～１１：００

▽野ばら第二保育園
新型コロナウイルスが収束次第行います。

各日１０：００～１１：００



園 名 名 前 内 容 日 程

保 育 所
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平等寺保育園
（平等寺）

℡３３－２５５４

子育て支援
地域開放事業

＜対象＞
０歳～就学前の乳幼児とその保護者
＜内容＞
・季節の制作
・行事体験
・育児相談

６／２４ (金) 戸外遊び
７月未定 いきいき出前コンサート
８／ ５ (金) 泥んこ遊び

１０／ ７ (金) 運動会ごっこ
１２／２３ (金）クリスマス会参加
２／１７ (金）保育参加
３／ ３ (金)  ひな祭り

＊受付： ９：４５
＊開始：１０：００～１時間程度
＊３日前までの要事前予約
＊１日２～３組まで

（※感染症予防により、変更になる場合があります。ご了承下さ
い。）

第二赤間保育園
（広陵台１丁目）
℡３４－１２０２

マザーリング
クラブ

＜対象＞
マタニティーの方、今から育児を始められ
る方、赤ちゃんを育児中のお母さんと、そ
の家族
＜内容＞
赤ちゃんを迎えるための準備や、家族と一
緒に食事を囲む準備のための離乳食の作り
方や進め方、レシピの配布、身体測定（身
長・体重）と育児相談（予防接種の進め方
やほけんだより配布など）

６／１８（土） ８／１０（水） １０／１５（土）
１１／２９（火）

＊各日１０：３０～１１：３０
＊各回定員３名
＊要事前予約（前日まで受付）

キッキーとあそぼう

＜対象＞
・就学前の乳幼児とその保護者
・地域の方々
＜内容＞
うた ＆ つながり遊び
絵本の読み聞かせ
わらべうた、制作他

５／１１（水） ６／ ８（水） ７／１３（水）
９／ ７（水） １０／ ５（水） １１／ ９（水）

１１／１６（水）

＊各日１０：００～１１：００
＊各回定員５名
＊要事前予約（前日まで受付）

野ばら
ユリックス分園
（ユリックス内）
℡３９－３１２３

ミニプレー
パーク

＜対象＞
１，２歳児の乳幼児とその保護者
事前予約が必要です。
＜定員＞
７組まで
＜内容＞
園児と一緒にと戸外で楽しく遊びません
か（ユリックス内古墳広場での遊びにな
ります）

５月 ６月 ９月 １０月 １１月 ３月（夏と冬は休みです）
※日程 第１・３火曜日
※受付 ９：４０～ 前日まで要予約
※開始 １０：００～１０：４０ １時間程度

玄海風の子保育園
（江口）

℡６２-９０８８

子育て支援
ぽかぽかくらぶ

＜対象＞
０歳～就学前の乳幼児とその保護者
＜内容＞
保育園見学、家庭で遊べる遊びの体験等
※育児相談にも応じます。

４／２１（木）・５／１９（木）・６／１６（木）・７／２１
（木）・８／２３（火）・９／１５（木）・１０／２０（木）・
１１／２３（水）・１２／１５（木）・１／１１（水）・２/１６
（木）

※１日2組～3組まで（感染症予防により）
※事前予約が必要です。
※園行事により日程調整させていただく場合があります。
ご了承ください。

ひかり幼育園
（陵厳寺２丁目）
℡３３－５３０１

子育て支援
地域開放事業

＜対象＞
０歳～就学前の乳幼児とその保護者
＜内容＞
行事体験、園庭開放

１０／ ８（土） 運動会
＊天候などにより変更あり。行事の前にお問合せください



福岡教育大学
附属幼稚園

（赤間文教町）
℡３５－１２６２

さくらんぼ
クラブ

＜対象＞
未就園児とその保護者
＜内容＞
・園庭開放と製作遊び、わらべうたなど。
・７月は、常設プールを開放します。
（水深は10㎝程度にしています。）親子
ともに水着を持参するか、濡れてもいい
服装で来てください。
・福岡教育大学の音楽科の学生による
「さくらんぼコンサート」を予定してい
ます。(日程は園のホームページでご確認
ください。）
※参加費・保険料として１００円いただ
いています。

４／２１（木） １０:００～１１:００
５／２６（木） １０:００～１１:００
６／２３（木） １０:００～１１:００
７／１４（木） １０:００～１１:００
９／ ２（金） １０:００～１１:００

１２／ ８（木） １０:００～１１:００
１／２６（木） １０:００～１１:００
２／２４（金） １０:００～１１:００

※雨天時の園庭開放は中止です。
※天候や感染症の状況により、変更の可能性もありますので、来園
前に園のホームページでご確認ください。

園 名 名 前 内 容 日 程
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保 育 所

幼 稚 園

かとう保育園
（城西ヶ丘６丁目）
℡３５－６６５５

子育て支援
コアラ

＜対象＞
未就園児とその保護者
＜内容＞
保育園見学、家庭で遊べる遊びの体験等
＊育児相談にも応じます。

※１日１組～２組まで（感染症予防により）
※平日火曜日～金曜日 １０:００～１１:００
※事前予約が必要です。
※園行事により日程調整させていただく場合があります。
ご了承ください。

かとう西保育園
（河東1616番1）
℡３５-７２２０

子育て支援
ペンギン

＜対象＞
未就園児とその保護者
＜内容＞
保育園見学、家庭で遊べる遊びの体験等
＊育児相談にも応じます。

※１日１組～２組まで（感染症予防により）
※平日火曜日～金曜日 １０:００～１１:００
※事前予約が必要です。
※園行事により日程調整させていただく場合があります。
ご了承ください。

みつぼし幼保園
（徳重）

℡４８－９０２２
きらきらくらぶ

＜対象＞
未就園児とその保護者
＜内容＞
プール遊び、工作、制作、粘土遊びなど
〈定員〉１０組
※事前予約お願いします。

８月開始予定です。詳しくはお問い合わせください。
８／１８（木）水遊び

１０／２０（木）小麦粉粘土遊び
１１／１０（木）クリスマスリース作り
１／１２（木）おにのお面作り
時間 ９:５０～１１:００

大島へき地保育所
（大島）

℡７２－２５３４

＜対象＞
未就園児とその保護者
＜内容＞
保育園見学・親子遊び・季節のあそび

９月未定 未就園児交流（リズム遊び・泥だんご）
２月未定 未就園児交流（リズム遊び・散歩・赤ちゃん体操

・ハイハイの大切さ学習）
※事前予約が必要です。
※園行事により日程調整させていただく場合があります。
ご了承ください。



幼 稚 園

浄徳寺幼稚園
（光岡）

℡３６－２５３４

先生と遊ぼう

＜対象＞
２歳～３歳の未就園児とその保護者
＜内容＞
先生と歌ったり、工作をしたり、体を動
かしたりして遊びます。

６／１１(土） ７／ ２(土）
８／３０(火）

＊各日１０：３０～１１：３０
＊申込みは前日の午前中まで
＊変更になる場合がありますので、詳細は園にお問い合わせください

園庭開放

＜対象＞
１歳～４歳の未就園児とその保護者
園庭で自由に遊んでください。園内見学
もできます。

５／１６（月） ６／２０（月）

９／ ５（月） １０／２０（木）
＊各日１０：３０～１１：３０
＊雨天時は、ホール開放の有無をお問い合わせください

ぴょんちゃん
クラブ

（親子教室）

＜対象＞
２０２０年（Ｒ２）４月２日～
２０２１年（Ｒ３）４月１日生まれの未
就園児
＜内容＞
親子体操、リズム遊び、ゲーム遊び、製
作活動、プール遊び、生活の自立

＊２学期中旬より母子分離
＊申込：電話受付のみ
２０２３年１月１０日（火）１４時～
受付開始。定員になり次第締め切り

２０２３（令和５）年度（５月開始）

▽（火）クラス８名
▽（木）クラス８名
▽（金）クラス８名
＊各クラス年間３０回
＊各日１０：３０～１２：００
＊入会説明会は２０２２年１１月に行います。

博多のびっこ幼稚園
（日の里７丁目）
℡３６－７４７３

のびっこランド

＜対象＞
１歳～４歳の未就園児とその保護者
＜内容＞
親子で制作やふれあい遊び・ダンス等を
して遊びます。親子で楽しく遊んで、お
友達をたくさん作りませんか。

＊参加費無料
＊予約制です。

▽月に１回、都合のよい日に参加ください
① ５／１３（金）・ ５／１６（月）
② ６／１７（金）・ ６／２０（月）
③ ８／２９（月）
④ ９／ ９（金）・ ９／１２（月）
⑤１０／２１（金）・１０／２４（月）
⑥１１／ ８（火）
⑧１２／１９（月）
⑨ １／１３（金）

＊変更になる場合もありますので、園にお問い合わせください。
＊ホームページから予約可能です。

日の里幼稚園
（日の里２丁目）
℡３６－００５６

※希望の方は、それぞれ
の日程で園に問い合わせ
ください。

わんぱくキッズ

＜対象＞
２歳～３歳の未就園児
＜内容＞
先生やお友だちと一緒にお名前呼びした
り、歌ったり、踊ったり、親子運動も取
り入れ遊びます。保護者の皆様も軽装で
参加ください。参加自由で無料です。

５／１４（土） 親子でふれあい遊び
６／１１（土） 製作遊び・リトミック
７／２１（木） 夏祭りごっこ・縁日ごっこ
９／２３（金） 運動会（旗取り）
９／２８（水） 見学会

１０／ ６（木） 入園説明会

＊開始 １０：１０～

満２歳児幼稚園で
遊ぼう

＜対象＞
満２歳児の未就園児とその保護者
（先着８名：参加自由で無料）
＜内容＞
お友達と一緒に遊んだり、先生と育児に
ついて談話をして過ごします。

６／３０（木） ８／２５（木） ９／２９（木）

１０／２７（木）
＊開始 １０：１０～

玄海ゆりの樹幼稚園
（上八）

℡６２－３８３６

キラキラ親子
クラブ

キラキラ親子クラ
ブのほかにミセス
カレッジ（母親講
座やコンサート）、
エルちゃんクラブ
（親子遊び）等も
行っています。

＜対象＞
１歳～３歳の未就園児とその保護者
＜内容＞
歌やダンス、体操やゲーム、制作、季節
のあそびや野菜の収穫など

＊詳細は決まり次第、園のホームページ
などでお知らせします

６／未定 ９：３０～
８／未定 ９：３０～

１１／未定 ９：３０～
３／未定 ９：３０～

＊各日約２時間
＊参加希望の方は、事前に園にお問合せください。
＊詳細は園のホームページにも掲載しています。

玄海ゆりの樹幼稚園
地島分園
（地島）

℡６２－１２３１

もじゃこ
ルーム

＜対象＞
島内の未就園児とその保護者
＜内容＞
園児や保護者同士の交流

▽各学期１～２回（開催日未定）
＊各日１０：００～１１：３０

園 名 名 前 内 容 日 程
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認定こども園
東郷信愛幼稚園
（田熊５丁目）
℡３６－１１３７

たんぽぽ組
（未就園児親子

クラス）

＜対象＞
・２歳～４歳の未就園児とその保護者
・１年間通して通園できる方
・事前に申し込みが必要です。
（２０２２年2月中旬頃～受付開始）
定員になり次第、締め切らせて頂きます。
＜内容＞
・歌・手遊び、楽器遊び、リズム遊び、
プール遊び、クッキー作り、簡単クッキ
ング、在園児との交流・運動会（未就園
児プログラム）などへの参加
＜費用＞
・１回500円：半年分を前納して頂きます。
・傷害保険料：年間1,300円（2021年度）

２０２２年度（２０２２年５月～２０２３年３月）

＊全１５回の予定 （月１～２回）
Ａクラス：火曜日（園行事により変更有）
Ｂクラス：水曜日（園行事により変更有）

＊１０：００～１１：３０（お弁当がある日は１３：００まで）

園庭開放日

＜対象＞
未就園児とその保護者
＜内容＞
・幼稚園の運動場、ホールなどで自由に
遊びます。
・園内見学もできます。（事前予約必要、
参加費無料）
・傷害保険に加入希望の方は前日正午ま
でに直接園にお申込み下さい。（１日１
人５００円）

５／３０（月） ６／１３（月） ６／２８（火）
７／ ５（火） ９／１２（月） １０／２１（金）

＊各日１０：００～１１：３０
＊２０２２年度は「幼児教育専門家の熊丸みつ子先生」をお招きして
の活動を数回予定しております。

＊状況により、日程変更又は中止になることがありますので、ホーム
ページをご確認ください。

認定こども園
東海大学付属
自由ケ丘幼稚園
（田久１丁目）
℡３２－１１１９

にこにこパンダ
(未就園児親子
クラス）

＜対象＞
２歳～４歳（２０１８年（平成３０年）
４月２日生まれ～２０２０年（令和２
年）４月１日生まれ）の未就園児とその
保護者
＜受付開始＞
１月１７日（月）～
定員になり次第締め切ります。
＜内容＞
・親子で手遊び、ダンス、運動遊び
・園バスに乗っての園外保育や、保育・
給食体験、在園児との交流など

・５月から開始
１回目5/10（火）・5/11（水）・5/12（木）

<費用＞
入会費（保険代・名札）１０００円
月 ３回 １２００円

◎「にこにこパンダ」

＜日程＞
【前期】５月～９月（８月休み）１１回
【後期】１０月～２月 １３回

火曜・水曜・木曜日クラス １０：００～１１：３０

◎「にこにこパンダ」体験日 ※事前予約が必要です

＜日程＞４／１４(木)
【前半】≪受付≫１３:１５～１３：３０≪活動≫１３:３０～１４：００
【後半】≪受付≫１４:１５～１４：３０≪活動≫１４:３０～１５：００

◎オープンキャンパス(見学会) ※事前予約が必要です
日常保育を公開します。園児の元気な様子をご覧いただきます。

＜日程＞６／１０（金）・６／１６（木）
【前半】≪受付≫ ９:４５～１０:００≪見学≫１０:００～１０:４５
【後半】≪受付≫１０:４５～１１:００≪活動≫１１:００～１１:４５
＜定員＞各１０組
※「にこにこパンダ」体験日とオープンキャンパス（見学会）は感染
症予防のため、事前予約で人数の調節を致します。

※状況によって、日程変更又は中止になることがありますので、ホ―
ムページを確認ください。

いちごの丘こども園
（田久２丁目）
℡３２－８５６０

いちご倶楽部

＜対象＞
０歳～就学前の乳幼児とその保護者
＜内容＞
おひさま広場で先生やお友達と遊ぼう！
園紹介や子育て相談スペースもあります。
その他運動会参加や生活発表会見学など

５／ ７（土）おひさま広場
９／１７（土）おひさま広場

１０／１５（土）運動会参加
１１／ ５（土）職員による観劇会
１２／１７（土）生活発表会見学

＊各日１０：３０～１１：３０（時間変更の場合有）
＊要事前予約
＊各日１５組の定員になり次第、受付を終了します。

園 名 名 前 内 容 日 程

認 定 こ ど も 園
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赤間くるみ幼稚園
（冨地原）

℡３３－３５０１

※諸事情等により内容等
が変更になることもあり
ますので、希望内容の日
程、ひと月前までにご連
絡ください。
※各講座での募集人数は
感染状況に応じて変更し
ます。ご了承ください。

くるみっこ
クラブ

＜対象＞
・在園児の保護者
・未就園児とその保護者
・地域の方々
＜内容＞
情報交換、未就園児は体験保育

５／２４ （火）
講和 「子どもを守る交通安全」
（講師：ジャフ福岡）
＊１０：００（受付）
１０：３０～１１：３０

６／２９ （水）
親子でリズム遊び（楽しい歌やリトミックをご一緒に）
ヤマハ音楽教室（誠音堂）
＊１０：００（受付）
１０：３０～１１：３０

７／２２ （金）
「環境を考える（生ゴミについて）」
段ボールコンポスト作り

（講師：ゴミ問題を考える住民の連絡会宗像）
＊１０：００（受付）
１０：３０～１１：３０

８／ ４ （木）
親子で運動（運動遊びをご一緒に）
コスモスポーツ
＊１０：００（受付）
１０：３０～１１：３０

１０／１２ （水）
「陶芸教室」マイ陶器づくり
田中先生（津屋崎窯）

＊１０：００（受付）
１０：３０～１１：３０

１１月の月曜日
おもちゃづくり
（講師：元三歳児教育学会事務局長 古賀 毅敏先生）
＊１０：００（受付）
１０：３０～１１：３０

１２／ ９ （金）
講和「食品について」
（講師：北九州市立大学教授 森田 洋先生）
＊１０：００（受付）
１０：３０～１１：３０

１／２０（金）
ママヨガ「ヨガと食事」 ※託児あります
グローバルアリーナ
＊１０：００（受付）
１０：３０～１１：３０

＊新型コロナウイルス感染状況により中止、変更等になることもあります。
ご了承ください。

幼稚園見学会・
園庭開放日

○芝生の庭で楽しく遊びませんか？
〈対象〉在園児の保護者・未就園児
（保育体験）とその保護者・地域の方

５／２８（土） ６／１８（土） ７／１４（木）
１１／２６（土）
＊予約が必要です。
＊１０：００～１１：００
入園説明会８／２６(金）・９／３(土）の予定です。

教育相談
○お子様の教育相談伺います
〈対象〉未就園児とその保護者

○ご希望に合わせて致します。

＊予約が必要です。

くるみ学びクラ
ブ

○卒園児学習会「くるみ学びクラブ」
〈対象〉卒園児とその保護者

○毎月第２．第４土曜日予定
＊変更の場合があります
＊予約が必要です。

園 名 名 前 内 容 日 程
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