
 

 

 

 

 

 

   

 

 

幼稚園の行事に 

参加してみませんか！！ 

☆立正幼稚園  

「お買い物ごっこ」６/５日(月)  

「プレ保育」６月頃、９月頃（２歳児）ＨＰでご確認下さい 

「公開保育」「説明会」10/12(木) 

「作品展」 12/２(土)、３(日) 

「おもちつき」12/８(金)未就園児 

 

☆立正桜ケ丘幼稚園（2 歳～4 歳） 

 「園庭・園舎内見学」 

 5/30( 火 ) 、 6/12( 月 ) 、 6/27( 火 ) 、 7/10( 月 ) 、    

9/7(木)、10/12(木)、11/7(火)、1/30(火) 

「説明会と体育遊びの会」10/21(土) 

 

☆青葉幼稚園 

「園庭開放」予約不要 6/8(木)、１６(金)、２９(木)、 

7/6(木)、9/12(火)、21(木) 

「自由見学」予約不要 

6/20（火）、21（水）、２２（木）、２３（金） 

「生活展」2/１７(土)、１８(日) 

 

*「成道会（リズム発表会）」12 月 

 今年度は場所が確保できていないため、参加ご希望の方は 

近くなりましたら直接園にお問い合わせください 

 

☆育和幼稚園  

「お楽しみ会」 7/21(金) * H30 年度入園対象者 

「演劇鑑賞会」 10/10(火) * H30 年度入園対象者 

「バザー」11/11(土)（どなたでも） 

「幼稚園見学会」（要予約） 6 月中旬～10 月末 

 

☆ｽｶｲﾊｲﾂ幼稚園 (未就園親子対象) 

「縁日」8/26（土）未就園児 

「すくすく広場」「幼稚園見学会」については HP にて 

 

☆初音丘幼稚園 （未就園親子対象） 

「園庭開放」5/18（木）、6/15（木） 

「水あそび」7/12（水）、14（金）、18（火）、２０（木） 

＊「幼稚園見学会」「未就園児対象のプレキンダー」（5～10 月） 

 については HP をごらんください 

 

☆上星川幼稚園  

 「作品展示会」9/1 (金)、9/２ (土)） 

 入園希望者説明会（保護者対象）要予約 10/7(土) 

 

 

☆横浜友の会幼児生活団  （２～３才） 

「公開生活団」７/15(土)通っている子どもたちと体験します 

       11/11(土)親子体操 

１/20(土)通っている子どもたちと体験します 

 

 

 

 

 

 

 

☆保土ケ谷幼稚園 （2 歳～４歳対象）詳細は園に 

「公開保育(お店やさんごっこ) 6/16(金) 

「ちびっこ動物園」かわいい動物との触れ合いです 10/6(金) 

「入園説明会」10/18 (水) 

「クリスマス会」かながわアートホールにて 12/9(土)予定 

「作品展」1/27 (土) 

「幼稚園見学」（事前にお問い合わせください） 

６月上旬～10 月末   「園庭開放」常時 

 

☆仲よし幼稚園  

「ふれあい動物園」 10/４ (水) 

「入園説明会」10/18（水） 

 

☆認定こども園峯岡幼稚園 

「バザー」 ６/25(日) 

「公開保育」 9/4(月)～9/8(金) 

 

☆若草幼稚園 （どなたでも参加できます） 

「お楽しみ会」8/25(金)幼稚園に小さなお店が出ます 

「バザー」 11/3(金)幼稚園にお店がたくさんできます 

「作品展」12/２(土)、３(日) 

「園見学」随時可能です。ご希望の方は園にご連絡ください 

 

☆セント・メリー幼稚園 (未就園の方どなたでも) 

「納涼祭」 7/８(土)  

「プール遊び」7/２４(月)詳細は園まで 

「バザー」 11/10(金)  

  

☆三恵幼稚園 

「親子体操教室」5/16 (火)、6/13(火)、7/25 (火) 

9/12(火)、10/10（火）（予約制） 

「作って遊ぼう園庭開放」5/25(木) 

「バザー」6/17 (土) 

「どろんこ遊び」6/22 (木)  

「水遊び」7/6 (木)  

「幼稚園説明会」9/23（土）     

「おゆうぎ会」11 月、「作品展」2 月 

（順次ブログでご案内します） 

 

☆向原幼稚園 

「体験保育」（2013.4.2 生まれ～2015.4.1 生まれ） 

6/1５(木)、8/2５(金)、9/１３(水)、9/２２(金) 

「創作おゆうぎ会」11/28(火)（日程変更の可能性あり） 

「餅つき大会」12/12(火) 

 

☆岩崎学園附属幼稚園  

「ふれあい動物園」 5/15 (月)  雨天５/22(月)  

園庭にひつじやうさぎ等の動物が遊びに来て触れ合えます 

「夕すずみ会」7/8(土)模擬店・コーナー遊びができます 

 

    

 

 

 お家の近くや、見てみたいな～と思っていた園に 

この機会にお出掛けしてみてはいかがですか。 

＊スペースの都合上、事前申し込みが必要な 

プレ幼稚園などは、こっころひろばにて 

掲示させていただいています。 

 

★ ２０１７ ★ 

  

－未就園児対象行事－ 

 

開催時間、申込方法や内容など詳細は直接園へお問い合わせください 



―うんどうかいー   

 

 

                                            

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

保土ケ谷区地域子育て支援拠点こっころ 
保土ケ谷区川辺町２－５ ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ横濱星川 1 階 

tel  045-340-0013  fax 045-332-3190 

URL  http://www.kokkoro.org 

幼稚園連絡先 

・青葉幼稚園       ☎ 045-332-4671 

・育和幼稚園       ☎ 045-339-1900 

・岩崎学園附属幼稚園   ☎ 045-335-2244 

・上星川幼稚園      ☎ 045-381-0705 

・さかいぎ幼稚園     ☎ 045-351-6622 

・スカイハイツ幼稚園   ☎ 045-335-6001 

・セント・メリー幼稚園 ☎ 045-331-2952 

・仲よし幼稚園      ☎ 045-741-5749 

・初音丘幼稚園      ☎ 045-331-3377 

・保土ケ谷幼稚園    ☎ 045-331-3231 

 

行事等詳細は、各園にお問い合わせ下さい。 

 

・三恵幼稚園（施設型給付幼稚園） 

    ☎ 045-331-2185 

・認定こども園峯岡幼稚園     

   ☎ 045-341-8227 

・向原幼稚園   ☎ 045-331-5523 

・立正幼稚園   ☎ 045-331-9653 

・立正桜ヶ丘幼稚園  

         ☎ 045-353-2640 

・若草幼稚園   ☎ 045-331-5490 

・横浜友の会幼児生活団 

         ☎ 045-331-8103 

     

              

          

     

H2９年 6 月１7 日作成  

10 月 7 日（土） 

・青葉幼稚園    常盤台小学校 （雨天８、９日） 

・認定こども園峯岡幼稚園  峯小学校校庭にて（雨天８、９日） 

・ｾﾝﾄ・ﾒﾘｰ幼稚園      園庭にて （雨天順延） 

・向原幼稚園 仏向小学校校庭にて （雨天８日） 

・立正幼稚園 園庭にて （雨天８日） 

・立正桜ヶ丘幼稚園 園庭にて（雨天８日） 

・若草幼稚園 宮谷小学校校庭にて（雨天８日） 

10 月 21 日（土） 

・スカイハイツ幼稚園 帷子小学校校庭にて（雨天２２日） 

 

9 月 30 日（土） 

・岩崎学園附属幼稚園  仏向矢シ塚公園 （雨天 1 日） 

・さかいぎ幼稚園 園庭にて（雨天１日） 

・保土ケ谷幼稚園 桜台小学校校庭にて（雨天１日） 

・三恵幼稚園  園庭にて （雨天 1 日） 

・仲よし幼稚園 瀬戸ヶ谷小学校校庭にて （雨天１日） 

・育和幼稚園   常盤台小学校校庭にて （雨天１日） 

・初音丘幼稚園 初音が丘小学校校庭にて （雨天１日） 

 

未就園児競技の詳細や 2 日以上の雨天順延の

場合は直接園にご確認ください。  

 

10 月 4 日（水） 

・横浜友の会 幼児生活団 岸根公園にて（雨天６日） 

 

10 月 14 日（土） 

・上星川幼稚園 保土ケ谷中学校校庭にて（雨天１５日） 

 

＊若草幼稚園は未就園児教室（要登録）で運動会を行うため、 

在園児の運動会での参加競技はありませんが見学は可能です。 

http://www.kokkoro.org/

