
令和４年６月～令和４年９月行事予定

月日 時間 行事名 場所 担当課（電話番号）

6月1日 9：00～17：00 文化財展示館企画展「長泉の江戸時代Ⅱ」（～7月18日） 文化財展示館 文化財展示館（055－986-9209）

6月1日 14:00～15:30 第１回ながいずみセミナー コミュニティながいずみ 生涯学習課（055-986-2289）

6月1日 午前中 ５歳児分散参観 竹原保育園 竹原保育園(055-971-7282)

6月1日 9:00 歯科検診 職員室 中央保育園(055-987-4185)

6月1日 9:30 交通教室 長泉幼稚園 長泉幼稚園(055-986-6990)

6月2日 9:30 こっそり保育参観（３・１歳児） 各保育室 中央保育園(055-987-4185)

6月2日 9:30 歯科検診 長泉幼稚園 長泉幼稚園(055-986-6991)

6月2日 10:00 梅狩り 元長窪梅畑 桃沢幼稚園 (055)986-3813

6月2日 9:00 おひさまフェスティバル 南こども園 南こども園(055-986-6991)

6月2日 9:15 5歳児くすのき組るんるんデー 北こども園 北こども園(055-986-6992)

6月3日 9:30 こっそり保育参観（３・１歳児） 各保育室 中央保育園(055-987-4185)

6月3日 9:30 園外保育(桃沢幼稚園) 桃沢幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

6月3日 9:15 ５歳児けやき組るんるんデー 北こども園 北こども園(055-986-6992)

6月3日 14:00 わらべの会 パル　乳児ゾーン こども交流センター (055)988-1086

6月4日 9:00～20:00 長泉わくわく塾開講式 コミュニティながいずみ 生涯学習課（055-986-2289）

6月5日 19:00 ウクライナチャリティコンサート ベルフォーレ 行政課（055-989-5502）

6月6日 9:30 交通教室 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

6月6日 終日 My巾着作り パル　多目的室 こども交流センター (055)988-1086

6月7日 9:30 歯科検診 竹原保育園 竹原保育園(055-971-7282)

6月7日 9:30 こっそり保育参観（３・１歳児） 各保育室 中央保育園(055-987-4185)

6月7日 10:00 ５歳児　プール掃除 長泉幼稚園 長泉幼稚園(055-986-6992)

6月7日 9:30 プール掃除（年長児） 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

6月7日 10:00 ５歳児プール清掃 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

6月7日 9:30 プール開き 南こども園 南こども園(055-986-6991)

6月7日 10:00 プール掃除保護者ボランティア 北こども園 北こども園(055-986-6992)

6月7日 10:00 チームオレンジフォローアップ講座 いずみの郷 集会室 長寿介護課(055-989-5537)

6月8日 午前中 ４歳児分散参観（～6月10日） 竹原保育園 竹原保育園(055-971-7282)

6月8日 10:00 未就園児ポポの会 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

6月8日 9:30 ５歳児お茶会 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

6月8日 9:30 つくしの会 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

6月9日 午後 ５歳児面談（～6月17日） 竹原保育園 竹原保育園(055-971-7282)

6月9日 10:00 ジャガイモ・玉ねぎの収穫 長泉幼稚園の畑 長泉幼稚園(055-986-6993)

6月9日 9:30 プール開き 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

6月9日 9:30 3,4,5歳児交通教室 北こども園 北こども園(055-986-6992)

6月10日 10:00 ジャガイモ・玉ねぎの収穫予備日 長泉幼稚園(055-986-6994)

6月10日 9:30 プール開き 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

6月10日 9:00 ３、５歳園外保育 沼津市門池公園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

6月10日 9:20 ４歳児園外保育 沼津市門池公園 北こども園(055-986-6992)

6月10日 10:00 ５歳プール掃除 北こども園 北こども園(055-986-6992)

6月10日 10:30 パルタイム職員劇 パル　ホール こども交流センター (055)988-1086

6月10日 14:30 パルタイム職員劇 パル　ホール こども交流センター (055)988-1086

6月11日 終日 My巾着作り パル　多目的室 こども交流センター (055)988-1086

6月11日 9:00 休日納税相談 こども未来課カウンター 税務課（055-989-5507）

6月12日 8:30 第２土曜日窓口開庁 長泉町役場 住民窓口課（005-989-5509）

6月13日 10:00 5歳児買い物（カレーパーティー） ウェルディ長泉 桃沢幼稚園 (055)986-3813

6月13日 9:30 避難訓練 南こども園 南こども園(055-986-6991)

6月14日 10:00～12:00 オンラインスキル習得講座基本編③ コミュニティながいずみ 生涯学習課（055-986-2289）

6月14日 13:30～15:30 オンラインスキル習得講座応用編③ コミュニティながいずみ 生涯学習課（055-986-2289）

6月14日 午前中 ３歳児分散参観（～6月16日） 竹原保育園 竹原保育園(055-971-7282)

6月14日 9:30 こっそり保育参観（４・２歳児） 各保育室 中央保育園(055-987-4185)

6月14日 9:30 プール開き 長泉幼稚園 長泉幼稚園(055-986-6995)

6月14日 9:00 ２年次研修日 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

6月14日 9:30 交通教室 南こども園 南こども園(055-986-6991)

※新型コロナウイルスの感染症に伴い、今後の状況によって参加者の健康と安全を最優先に考慮し、
各種行事を延期または中止・変更する場合があります。



令和４年６月～令和４年９月行事予定

6月14日 9:20
５歳児じゃがいも掘り
（保護者ボランティアあり）

北こども園の畑 北こども園(055-986-6992)

6月15日 9:00 歯科検診 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

6月15日 19:00～20：30 第１回図書館講座 コミュニティながいずみ 図書館（055-988-7801）

6月15日 9:30 こっそり保育参観（４・２歳児） 各保育室 中央保育園(055-987-4185)

6月16日 15:00 あつまれ！ちゅうりっぷ（参観） 竹原保育園 竹原保育園(055-971-7282)

6月16日 9:30 こっそり保育参観（４・２歳児） 各保育室 中央保育園(055-987-4185)

6月16日 9:00 園外保育　柏谷公園（函南町） 函南町 長泉幼稚園(055-986-6996)

6月16日 10:00 防犯訓練 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

6月16日 9:30 ３～５歳児ジャガイモ・タマネギ掘り 桃沢幼稚園畑 桃沢幼稚園 (055)986-3813

6月16日 11:30 お弁当自由参観（4～5歳児） 南こども園 南こども園(055-986-6991)

6月16日 9:30 4,5歳児歯科検診 北こども園 北こども園(055-986-6992)

6月16日 13:30 親子でEnglish～英語で遊ぼう～ パル　アクティブゾーン こども交流センター (055)988-1086

6月17日 18:00～翌13:00 わんぱく通学合宿（～6月18日） コミュニティながいずみ 生涯学習課（055-986-2289）

6月17日 9:00 4歳児園外保育 柿田川公園 竹原保育園(055-971-7282)

6月17日 9:30 避難訓練 各保育室から園庭 中央保育園(055-987-4185)

6月17日 11:30 カレーパーティー 長泉幼稚園 長泉幼稚園(055-986-6997)

6月17日 9:30 じゃがいも掘り 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

6月17日 11:30 お弁当自由参観（4～5歳児） 南こども園 南こども園(055-986-6991)

6月17日 10:00 プール開き 北こども園 北こども園(055-986-6992)

6月17日 終日 My巾着作り パル　多目的室 こども交流センター (055)988-1086

6月19日 10:00～11:30 長泉町少年の主張大会 コミュニティながいずみ 生涯学習課（055-986-2289）

6月20日 8:15 実習生受け入れ 中央保育園 中央保育園(055-987-4185)

6月20日 9:30 ジャガイモ掘り 南こども園 南こども園(055-986-6991)

6月20日 9:30 5歳児花火指導 北こども園 北こども園(055-986-6992)

6月21日 9:00 誕生会 長泉幼稚園 長泉幼稚園(055-986-6998)

6月21日 9:00 ひよこ学級（未就園児の会） 長泉幼稚園（園庭） 長泉幼稚園(055-986-6999)

6月21日 9:30 ６月誕生会（カレーパーティー） 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

6月21日 9:00 4歳児オープン参観（～27日） 北こども園 北こども園(055-986-6992)

6月22日 9:30 起震車体験 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

6月22日 13:30～15:00 くすのき学級教養講座(講演会） 文化センター 生涯学習課（055-986-2289）

6月22日 9:00 5歳児園外保育（間伐体験） 桃沢方面 竹原保育園(055-971-7282)

6月22日 9:30 お茶会（５歳児） ベルフォーレ 長泉幼稚園(055-986-7000)

6月22日 9:30 さつまのつるさし 桃沢幼稚園畑 桃沢幼稚園 (055)986-3813

6月22日 12:30 引き渡し訓練 北こども園 北こども園(055-986-6992)

6月22日 15:00 小学生わくわくタイム パル　アクティブゾーン こども交流センター (055)988-1086

6月23日 9:30 避難訓練 竹原保育園 竹原保育園(055-971-7282)

6月23日 10:00 さつま芋のつるさし 長泉幼稚園の畑 長泉幼稚園(055-986-7001)

6月23日 9:00 誕生会（カレーパーティー） 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

6月23日 9:30 1,2,3歳児歯科検診 北こども園 北こども園(055-986-6992)

6月23日 終日 保健師による育児相談 パル　ホール こども交流センター (055)988-1086

6月24日 9:30 誕生会 竹原保育園 竹原保育園(055-971-7282)

6月24日 9:30 誕生会 遊戯室 中央保育園(055-987-4185)

6月24日 10:00 避難訓練（地震） 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

6月24日 9:30 避難訓練 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

6月24日 9:00 園外保育 柏谷公園 南こども園(055-986-6991)

6月24日 10:00 ななちゃんあそびたいむ パル　多目的室 こども交流センター (055)988-1086

6月24日 14:00 ななちゃんあそびたいむ パル　多目的室 こども交流センター (055)988-1086

6月24日 18:30 静岡県市町駅伝　長泉町駅伝実行委員会発足式 ベルフォーレ 健康増進課（055-989-5575）

6月25日 9:30 避難訓練 長泉幼稚園 長泉幼稚園(055-986-7002)

6月26日 10:00～12:00 オンラインスキル習得講座基本編④ コミュニティながいずみ 生涯学習課（055-986-2289）

6月26日 13:30～15:30 オンラインスキル習得講座応用編④ コミュニティながいずみ 生涯学習課（055-986-2289）

6月26日 終日 My巾着作り パル　多目的室 こども交流センター (055)988-1086

6月26日 10:00 にぎわい交流イベント企画セミナー ウェルピアながいずみ 産業振興課（055-989-5516）

6月27日 9:30 サツマのつるさし 南こども園 南こども園(055-986-6991)

6月27日 9:45 パルリトミック パル　多目的室 こども交流センター (055)988-1087

6月28日 9:30 防犯訓練 園庭 中央保育園(055-987-4185)

6月28日 9:30 参観会 長泉幼稚園 長泉幼稚園(055-986-7003)

6月28日 9:00 さつまいもつるさし 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

6月28日 9:30 誕生会・カレーパーティー 南こども園 南こども園(055-986-6991)
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6月28日 9:20
５歳児さつまのつるさし
（保護者ボランティアあり）

北こども園の畑 北こども園(055-986-6992)

6月29日 19:00～20：30 第２回図書館講座 コミュニティながいずみ 図書館（055-988-7801）

6月29日 9:30 交通教室 竹原保育園（公道指導） 竹原保育園(055-971-7282)

6月29日 9:30 参観会 長泉幼稚園 長泉幼稚園(055-986-7004)

6月29日 9:00 オープン参観（５歳） 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

6月29日 11:30 お弁当自由参観（3歳児） 南こども園 南こども園(055-986-6991)

6月29日 9:20 誕生会 北こども園 北こども園(055-986-6992)

6月29日 9:50 お母さんのためのストレッチ パル　多目的室 こども交流センター (055)988-1088

6月30日 8:00 自然教室(～７月１日） 北小学校 北小学校（055-986-0400）

6月30日 9:30 園外保育 駿河平自然公園 中央保育園(055-987-4185)

6月30日 9:30 参観会 長泉幼稚園 長泉幼稚園(055-986-7005)

6月30日 9:00 オープン参観（3.4歳） 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

6月30日 11:30 お弁当自由参観（3歳児） 南こども園 南こども園(055-986-6991)

6月30日 9:00 ３歳児オープン参観（～7/6） 北こども園 北こども園(055-986-6992)

7月1日 14:00～16:00 第２回ながいずみセミナー コミュニティながいずみ 生涯学習課（055-986-2289）

7月1日 9:30 地震体験車 竹原保育園（駐車場） 竹原保育園(055-971-7282)

7月1日 9:00 誕生会（７月生まれ） 長泉幼稚園 長泉幼稚園(055-986-7006)

7月1日 9:30 誕生会（７月） 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

7月1日 9:30 誕生会 南こども園 南こども園(055-986-6991)

7月1日 14:00 わらべの会 パル　乳児ゾーン こども交流センター (055)988-1086

7月3日 10:00 にぎわい交流イベント企画セミナー ウェルピアながいずみ 産業振興課（055-989-5516）

7月4日 9:30 防犯教室 竹原保育園 竹原保育園(055-971-7282)

7月4日 10:00 身体測定 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

7月6日 14:00 マイスター講習会 パル　多目的室 こども交流センター (055)988-1088

7月7日 13:00～17：00 第３回図書館講座 コミュニティながいずみ 図書館（055-988-7801）

7月7日 8:00 自然教室（～７月８日） 長泉小学校 長泉小学校（055-986-0476）

7月7日 9:30 七夕 遊戯室 中央保育園(055-987-4185)

7月7日 9:30 たなばた 長泉幼稚園 長泉幼稚園(055-986-7007)

7月7日 9:30 七夕まつり 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

7月7日 9:30 七夕 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

7月7日 9:30 七夕のつどい 南こども園 南こども園(055-986-6991)

7月7日 9:20 七夕飾り(保護者ボランティアあり） 北こども園 北こども園(055-986-6992)

7月7日 10:00 七夕 パル　ホール こども交流センター (055)988-1086

7月8日 13:30～15:00 読み聞かせボランティア育成講座 コミュニティながいずみ 図書館（055-988-7801）

7月8日 9:30 交通教室 遊戯室 中央保育園(055-987-4185)

7月8日 9:30 ７月誕生会 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

7月8日 9:30 避難訓練 南こども園 南こども園(055-986-6991)

7月9日 9:00 休日納税相談 こども未来課カウンター 税務課（055-989-5507）

7月9日 8:30 第２土曜日窓口開庁 長泉町役場 住民窓口課（055-989-5509）

7月11日 午後 保護者希望面談（～7/15） 竹原保育園 竹原保育園(055-971-7282)

7月11日 10:00 避難訓練 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

7月11日 終日 保健師による育児相談 パル　ホール こども交流センター (055)988-1086

7月12日 9:00 誕生会（８月生まれ） 長泉幼稚園 長泉幼稚園(055-986-7008)

7月12日 9:15 交通教室 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

7月12日 9:00 おひさまファミリーデー（3歳児） 南こども園 南こども園(055-986-6991)

7月13日 19:00～20：30 第４回図書館講座 コミュニティながいずみ 図書館（055-988-7801）

7月13日 9:30 お茶会（５歳児） ベルフォーレ 長泉幼稚園(055-986-7009)

7月13日 9:30 ５歳児お茶会 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

7月13日 9:30 つくしの会 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

7月13日 9:00 おひさまファミリーデー（4歳児） 南こども園 南こども園(055-986-6991)

7月13日 9:30 親子リトミック パル　ホール こども交流センター (055)988-1087

7月13日 10:30 健やか脳教室in認知症カフェ
・ながいずみホーム 地
域づくりセンター
・モク・オハナ

長寿介護課(055-989-5537)

7月14日 9:30 交通教室 竹原保育園（公道指導） 竹原保育園(055-971-7282)

7月14日 9:30 花火指導 遊戯室 中央保育園(055-987-4185)

7月14日 10:00 ポポの会(未就園児の会） 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

7月14日 9:30 防犯訓練 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

7月14日 9:00 おひさまファミリーデー（5歳児） 南こども園 南こども園(055-986-6991)
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7月14日 9:20 誕生会 北こども園 北こども園(055-986-6992)

7月14日 14:00 小学生わくわくタイム パル　アクティブゾーン こども交流センター (055)988-1086

7月15日 13:30～15:00 くすのき学級教養講座(音楽鑑賞） 文化センター 生涯学習課（055-986-2289）

7月15日 15:00 あつまれ！もも・もみじ（参観） 竹原保育園 竹原保育園(055-971-7282)

7月15日 9:30 避難訓練 各保育室から園庭 中央保育園(055-987-4185)

7月15日 9:30 夏祭りごっこ 長泉幼稚園 長泉幼稚園(055-986-7010)

7月15日 10:00 誕生会 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

7月15日 9:30 ８月誕生会 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

7月15日 9:30 誕生会 南こども園 南こども園(055-986-6991)

7月15日 10:00 ちょうどいい子育ての話 パル　多目的室 こども交流センター (055)988-1088

7月18日 13：30～16：30 長泉宇宙の学校 コミュニティながいずみ 生涯学習課（055-986-2289）

7月19日 9:30 交通教室 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

7月19日 9:30 避難訓練 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

7月20日 9:30 防犯教室 北こども園 北こども園(055-986-6992)

7月20日 9:45 パルリトミック パル　多目的室 こども交流センター (055)988-1087

7月21日 9:30 避難訓練 竹原保育園 竹原保育園(055-971-7282)

7月21日 9:30 夏祭り（園内） 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

7月21日 13:30 近隣支援センター情報交換会 パル　多目的室 こども交流センター (055)988-1087

7月22日 14:00～16:00 第３回ながいずみセミナー コミュニティながいずみ 生涯学習課（055-986-2289）

7月22日 9:30 誕生会 竹原保育園 竹原保育園(055-971-7282)

7月22日 9:30 誕生会 遊戯室 中央保育園(055-987-4185)

7月22日 9:00 終業式 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

7月22日 10:30 終業式 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

7月22日 9:15 終業式 南こども園 南こども園(055-986-6991)

7月22日 9:30 終業式 北こども園 北こども園(055-986-6992)

7月24日 10:00 にぎわい交流イベント企画セミナー ウェルピアながいずみ 産業振興課（055-989-5516）

7月24日 9:00 親子水生生物観察会 元長窪地内桃沢川 くらし環境課（055－989-5514）

7月25日 9:00
３号（1,2歳児）
こっそり参観(～29日）

北こども園 北こども園(055-986-6992)

7月25日 10:00 ななちゃんあそびたいむ パル　多目的室 こども交流センター (055)988-1086

7月25日 14:00 ななちゃんあそびたいむ パル　多目的室 こども交流センター (055)988-1086

7月27日 19:00～20：30 第５回図書館講座 コミュニティながいずみ 図書館（055-988-7801）

７/27～28日 ― 広島市への中学生代表派遣事業 広島市（平和記念公園など） 行政課（055-989-5500）

7月27日 ― オンライン平和学習（上記中止の場合） 役場防災センター 行政課（055-989-5501）

7月29日 16：00～17：00 第39回児童・生徒等表彰 長泉町役場西館大会議室 生涯学習課（055-986-2289）

7月30日 14:00 マイスター講習会 パル　多目的室 こども交流センター (055)988-1088

7月31日 13:30～15:00 子ども読書活動推進講座 コミュニティながいずみ 図書館（055-988-7801）

8月1日 9：00～16：00 夏の体験講座（～24日） 文化財展示館 文化財展示館（055－986-9209）

8月4日 10:00 パル祭り パル　ホール こども交流センター (055)988-1087

8月5日 11:00 パル祭り パル　ホール こども交流センター (055)988-1088

8月11日 14:00～16:00 一日図書館員体験（1回目） コミュニティながいずみ 図書館（055-988-7801）

8月12日 10:00～12:00 一日図書館員体験（2回目） コミュニティながいずみ 図書館（055-988-7801）

8月10日 14：00～16：00 夏休み子ども体験講座 コミュニティながいずみ 生涯学習課（055-986-2289）

8月10日 10:00 ちょうどいい子育ての話 パル　多目的室 こども交流センター (055)988-1088

8月12日 ― 特別保育(～17日） 北こども園 北こども園(055-986-6992)

8月13日 9:00 休日納税相談 こども未来課カウンター 税務課（055-989-5507）

8月13日 8:30 第２土曜日窓口開庁 長泉町役場 住民窓口課（055-989-5509）

8月18日 14:00～16:00 第４回ながいずみセミナー コミュニティながいずみ 生涯学習課（055-986-2289）

8月19日 13:30～15:00 くすのき学級教養講座(映画鑑賞） 文化センター 生涯学習課（055-986-2289）

8月20日 13:00～14：30 第６回図書館講座 コミュニティながいずみ 図書館（055-988-7801）

8月20日 16:00～18:30 夏休み子ども体験講座 コミュニティながいずみ 生涯学習課（055-986-2289）

8月23日 10:00 新入園児説明会 長泉幼稚園 長泉幼稚園(055-986-7011)

8月23日 8:30 新入園児説明会 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

8月24日 10:00 新入園児入園説明会（幼稚園部） 南こども園 南こども園(055-986-6991)

8月24日 ― 1号入園説明会 北こども園 北こども園(055-986-6992)

8月26日 10:00 ななちゃんあそびたいむ パル　多目的室 こども交流センター (055)988-1086

8月26日 14:00 ななちゃんあそびたいむ パル　多目的室 こども交流センター (055)988-1086

8月29日 ― 入園願書受付 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

8月29日 15:00 災害時引渡し訓練 竹原保育園 竹原保育園(055-971-7282)

8月29日 15:30 園児引き渡し訓練 各保育室及び遊戯室 中央保育園(055-987-4185)

8月29日 9:45 パルリトミック パル　多目的室 こども交流センター (055)988-1087
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8月30日 9:20 始業式 北こども園 北こども園(055-986-6992)

8月31日 9:30 誕生会 竹原保育園 竹原保育園(055-971-7282)

8月31日 9:30 誕生会 遊戯室 中央保育園(055-987-4185)

8月31日 9:20 誕生会 北こども園 北こども園(055-986-6992)

9月1日 ― 始業式 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

9月1日 9:00 始業式 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

9月1日 9:15 始業式 南こども園 南こども園(055-986-6991)

9月1日 10:00 避難訓練 パル　ホール こども交流センター (055)988-1088

9月2日 ― お弁当始まり 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

9月2日 9:30 避難訓練 各保育室から園庭 中央保育園(055-987-4185)

9月3日 9:00 見学会 遊戯室 中央保育園(055-987-4185)

9月3日 ― 2,3号見学会　 北こども園 北こども園(055-986-6992)

9月5日 9:30 交通教室 長泉幼稚園 長泉幼稚園(055-986-7012)

9月5日 10:00 避難訓練 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

9月6日 9:30 つくしの会 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

9月6日 9:30 交通教室 遊戯室 中央保育園(055-987-4185)

9月6日 9:30 プール最終日 長泉幼稚園 長泉幼稚園(055-986-7013)

9月6日 9:30 園外保育 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

9月6日 9:30 避難訓練 南こども園 南こども園(055-986-6991)

9月6日 10:00 認知症子どもサポーター養成講座 長泉小学校 体育館 長寿介護課(055-989-5537)

9月7日 9:30 ５歳児お茶会 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

9月8日 9:15 交通教室 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

9月8日 8:00 自然教室（～９月９日） 南小学校 南小学校（055-986-7313）

9月8日 10:00 ポポの会(未就園児の会） 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

9月8日 10:00 プールじまい 北こども園 北こども園(055-986-6992)

9月8日 10:00 ちょうどいい子育ての話 パル　多目的室 こども交流センター (055)988-1088

9月9日 9:30 防犯訓練 園庭 中央保育園(055-987-4185)

9月9日 13:30 新入園児健康診断 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

9月9日 9:00 読み聞かせ②（保護者ボランティア） 北こども園 北こども園(055-986-6992)

9月9日 9:30 避難訓練 北こども園 北こども園(055-986-6992)

9月10日 9:00 見学会（3回実施） 竹原保育園 竹原保育園(055-971-7282)

9月10日 13:00 中竹合同研修会 ウエルピア長泉（アリーナ） 中央保育園(055-987-4185)

9月10日 9:00 休日納税相談 こども未来課カウンター 税務課（055-989-5507）

9月10日 8:30 第２土曜日窓口開庁 長泉町役場 住民窓口課（055-989-5509）

9月11日 13：30～16：30 長泉宇宙の学校 コミュニティながいずみ 生涯学習課（055-986-2289）

9月12日 9:30 稲刈り 桃沢幼稚園畑 桃沢幼稚園 (055)986-3813

9月12日 9:30 交通教室 南こども園 南こども園(055-986-6991)

9月12日 9:00 5歳児オープン参観(～16日） 北こども園 北こども園(055-986-6992)

9月13日 13:30 新入園児健康診断 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

9月13日 9:30 園外保育 ウェルピア長泉 中央保育園(055-987-4185)

9月13日 10:00 交通教室 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

9月13日 ― 令和5年度 新入園児健康診断 北こども園 北こども園(055-986-6992)

9月14日 9:30 お茶会（５歳児） ベルフォーレ 長泉幼稚園(055-986-7014)

9月14日 9:00 防犯訓練 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

9月14日 14:00 わらべの会 パル　乳児ゾーン こども交流センター (055)988-1086

9月14日 10:30 健やか脳教室in認知症カフェ
・ながいずみホーム 地
域づくりセンター
・モク・オハナ

長寿介護課(055-989-5537)

9月15日 14:00～15:30 第５回ながいずみセミナー コミュニティながいずみ 生涯学習課（055-986-2289）

9月15日 9:30 こっそり参観（２・１・０歳児） 各保育室 中央保育園(055-987-4185)

9月15日 13:30 新入園児健康診断 南こども園 南こども園(055-986-6991)

9月16日 9:00 園外保育（３・４歳児） 御殿場神山公園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

9月16日 9:30 こっそり参観（２・１・０歳児） 各保育室 中央保育園(055-987-4185)

9月16日 9:30 防犯教室 長泉幼稚園 長泉幼稚園(055-986-7015)

9月16日 9:00 園外保育 柿田川湧水公園 南こども園(055-986-6991)

9月16日 13:00 小学生わくわくタイム パル　アクティブゾーン こども交流センター (055)988-1086

9月20日 9：30～18：00 第34回ながいずみ美術展（～25日） コミュニティながいずみ 生涯学習課（055-986-2289）

9月20日 9:30 こっそり参観（２・１・０歳児） 各保育室 中央保育園(055-987-4185)

9月21日 19:00～20：30 第７回図書館講座 コミュニティながいずみ 図書館（055-988-7801）

9月21日 9:30 3,4,5歳児交通教室 北こども園 北こども園(055-986-6992)

9月22日 11:00 誕生会（おにぎりパーティー） 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813
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9月22日 9:30 避難訓練 竹原保育園 竹原保育園(055-971-7282)

9月22日 9:30 避難訓練 各保育室から園庭 中央保育園(055-987-4185)

9月22日 9:00 誕生会 長泉幼稚園 長泉幼稚園(055-986-7016)

9月22日 9:00 ひよこ学級（未就園児の会） 長泉幼稚園 長泉幼稚園(055-986-7017)

9月22日 13:30 新入園児親子面接 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

9月22日 9:30 誕生会 南こども園 南こども園(055-986-6991)

9月22日 9:20 誕生会 北こども園 北こども園(055-986-6992)

9月22日 10:00 ななちゃんあそびたいむ パル　多目的室 こども交流センター (055)988-1086

9月22日 14:00 ななちゃんあそびたいむ パル　多目的室 こども交流センター (055)988-1086

9月24日 9:15 避難訓練 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

9月25日 13：30～14：30 第34回ながいずみ美術展表彰式 コミュニティながいずみ 生涯学習課（055-986-2289）

9月26日 9:30 防犯訓練 南こども園 南こども園(055-986-6991)

9月27日 9:15 3歳児さくらんぼ組るんるんデー 北こども園 北こども園(055-986-6992)

9月28日 13:30 新入園児親子面接 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

9月28日 9:30 誕生会 竹原保育園 竹原保育園(055-971-7282)

9月28日 9:30 誕生会 遊戯室 中央保育園(055-987-4185)

9月28日 10:00 大根の種まき 長泉幼稚園の畑 長泉幼稚園(055-986-7018)

9月28日 13:30 新入園児親子面談（幼稚園部） 南こども園 南こども園(055-986-6991)

9月28日 9:15 3歳児いちご組るんるんデー 北こども園 北こども園(055-986-6992)

9月29日 10:00 誕生会 東幼稚園 東幼稚園(055-971-7230)

9月29日 13:30 新入園児親子面談（幼稚園部） 南こども園 南こども園(055-986-6991)

9月29日 9:15 3歳児ぶどう組るんるんデー 北こども園 北こども園(055-986-6992)

9月29日 9:45 パルリトミック パル　多目的室 こども交流センター (055)988-1087

9月30日 8:00 早緑祭　合唱の部 北中学校 北中学校（055-987-1820）

未定 10:00 とがりテーブル コミュニティながいずみ敷地内 産業振興課（055-989-5516）


