
●保育時間
　月曜日～木曜日 ……8：30～14：00
　金曜日 ………………8：30～13：00
　土曜日（第1,3）………8：30～11：30
●スクールバス
　※きょうだい同時在園の場合、
　　弟妹のスクールバス代割引あり

●延長保育
　早朝保育 ……… 7：30～保育開始時間
　延長保育 ……… 保育終了時間～19：00
●給食
　月・水・木・金
●見学・参加できる行事
　・園内見学は随時可能です（要事前予約）
　・運動会　9/23 国体記念体育館
●未就園児サークル
　・カンガルーサークル　・ちゅうりっぷぐみ
　（詳細は本園のホームページをご覧ください）

白百合幼稚園白百合幼稚園
〒960-8164 福島市八木田字並柳141

TEL.024-546-8976 FAX.024-546-8999

●保育時間
　月・火・木・金 …………8：30～14：00
　水 ……………………8：30～13：00
●スクールバス
　往復利用 ……………月額4,000円
　片道利用 ……………月額2,000円
　※同時在園弟妹割引有り
　　往復2,000円、片道1,000円

●預かり保育
　早朝保育 ………7：30～保育開始時間まで
　預かり保育………通常保育終了後～18：00まで
　土曜日 …………7：30～13：00
　※春休み、夏休み、冬休みの際も預かり保育は
　　行います。
●給食
　月・水・金
●見学・参加できる行事
　運動会、ハロウィンなど
　見学随時可能（事前にお電話ください）
●未就園児サークル
　あいあい広場（年間12回）

福島愛隣幼稚園福島愛隣幼稚園
〒960-2156 福島市荒井字弁天前28-3

TEL.024-593-1054 FAX.024-593-1363

●延長保育
　早朝保育 …… 7：00～保育開始時間（200円）
　延長保育 …… 保育終了時間～18：00（無料）
　　　　　　　　18：00～19：00（200円）
●給食
　月曜日…お弁当給食（一斉）
　金曜日…お弁当給食（希望者のみ）
　水曜日…パン給食（牛乳とフルーツヨーグルト付）
　※火・木・金…… お弁当＋牛乳
　※アレルギーの方要相談
●未就園児サークル
　・ひよこサークル（毎月第3水曜日）
　 9：30～11：30　※初回のみ500円

福島こひつじ幼稚園福島こひつじ幼稚園
〒960-8113　福島市旭町7-12

TEL.024-534-1742 FAX.024-534-1743

●保育時間
　月曜日～金曜日 ……9：15～14：00
　土曜日（第1,3）………9：15～11：30
●スクールバス
　往復利用 ……………月額4,900円
　片道利用 ……………月額3,000円
　※きょうだい同時在園の場合、
　　弟妹のスクールバス代は無料

●延長保育
　・月曜日～金曜日  7：30～保育開始時間・保育終了時間～19：00
　・土曜日（第1,3）　7：30～保育開始時間・保育終了時間～13：00
　・夏季・冬季・春季休業中（盆休・年末年始などを除く）も行います。
　・創立記念日と園行事の振替休日（年3～4日程度）はお休みになります。
●給食　5歳児…週3回
　　　　4歳児…5月から週1回,8月から週2回
　　　　3歳児…6月から週1回,10月から週2回
●見学・参加できる行事
　・幼稚園見学会・入園説明会
●未就園児サークル
　・未就園児教室「ぶんぶんクラブ」
　 2～3歳のお子さんを対象に月2回程度開催

福島文化笹谷幼稚園福島文化笹谷幼稚園
〒960-0241 福島市笹谷字大谷地16

TEL.024-557-1444 FAX.024-557-1460

●保育時間
　月曜日～金曜日 ……8：30～14：00
●スクールバス
　往復利用 ……………月額3,000円
●給食
　月曜日～金曜日
　※園内厨房で調理した給食です。

●延長保育
　早朝保育 …………7：30～保育開始時間
　延長保育 …………保育終了時間～18：00
　春・夏・冬休み ……8：00～18：00
●見学・参加できる行事
　・夏祭り・運動会
●未就園児サークル
　・ピカリくらぶ（2歳～就園前のお子さま）
　・ピカリくらぶりとる（1歳～2歳までのお子さま）

福島わかば幼稚園福島わかば幼稚園
〒960-8057 福島市笹木野字中西裏19-11

TEL.024-557-0331 FAX.024-557-9068

●保育時間
　月・火・木・金 ………… 8：30～14：00
　水 …………………… 8：30～11：30
●スクールバス
　往復利用 ……………月額4,000円
　片道利用 ……………月額2,500円
　※きょうだい同時在園の場合、
　　弟妹のスクールバス代割引あり
●給食　月・金

●延長保育
　早朝保育 ……… 7：15～保育開始時間
　延長保育 ……… 保育終了時間～19：00
　土曜日 ………… 7：15～15：00
　長期休業中もあります。
●見学・参加できる行事
　・入園説明会（9/17  13：00～、9/27  10：00～）
　・運動会（9/23  あづま総合運動公園ミニ多目的広場）
　  （雨天時あづま体育館）
●未就園児サークル
　・ピッコロる～む（遊び場無料開放）
　  月・火・水　10：00～11：30
　・ピッコロクラブ（月2回　0歳～就園前）

めばえ幼稚園めばえ幼稚園
〒960-8254 福島市南沢又字下番匠田11-3

TEL.024-557-2036 FAX.024-557-2281

●保育時間
　月・火・木・金 ………… 8：30～14：00
　水・土（第1,3） ……… 8：30～11：00
●スクールバス
　バス維持費として月額5,000円
　※きょうだい同時在園の場合、
　　弟妹のスクールバス代2,500円
●給食
　有（希望者のみ）

●延長保育
　早朝保育（月～土） ……7：30～保育開始時間
　延長保育（月～金） ……保育終了時間～19：00
　土曜日（第1,3）…………11：00～14：00
　夏、冬休み中もあります。
●見学・参加できる行事
　見学は随時受け付けております。年間行事につき
　ましては当園ホームページをご覧ください。
●未就園児サークル
　・みそのキッズクラブ（年間16回開催）
　 随時受付中です。
　・屋内遊び場“わくわくルーム”一般開放中です。

みその幼稚園みその幼稚園
〒960-8163 福島市方木田字永樋15-11

TEL.024-546-1465 FAX.024-546-1488

●保育時間
　月・火・木・金 …………8：30～13：30
　水・土（第1,3） ………8：30～11：30
●スクールバス
　往復利用 ……………月額5,000円
　片道利用 ……………月額3,500円
●給食　無

●延長保育
　早朝保育……………7：30～保育開始時間（無料）
　延長保育（月～金） 保育終了時間～18：00
　延長保育（第1,3土） 保育終了時間～14：00
　春・夏・冬休み ……8：00～18：00
●見学・参加できる行事
　・園内見学随時（要事前連絡）・運動会（9/20）
　・入園説明会（9/17,10/4）・ミニ学院祭（9/27）
●未就園児サークル
　・エンゼルクラス（1歳半～未就園児の親子）無料
　・さくらんぼクラス（0歳～4歳の親子）1回につき
　 200円（保険・教材費込）　※要事前連絡
　 月・火・木・金　10：00～12：00

桜の聖母学院幼稚園桜の聖母学院幼稚園
〒960-8112 福島市花園町3番 6号

TEL.024-535-1301 FAX.024-535-1302

●保育時間
　月・火・木・金 ………… 8：30～14：00
　水曜日 ……………… 8：30～13：00
　土曜日（毎週土曜日は自由登園） 8：30～11：30
●スクールバス
　月額4,000円（交通障害保険料含む）
　※きょうだい同時在園の場合、
　　弟妹のスクールバス代は無料

●延長保育
　早朝保育　月～金…7：30～保育開始時間
　　　　　　土曜日…8：00～保育開始時間
　延長保育　月～金…保育終了時間～19：30　　　　　　
　（おやつ有）　土曜日…保育終了時間～17：00
●給食
　月曜日・火曜日・木曜日（給食）,水曜日（軽食）,金曜日（お弁当）
●見学・参加できる行事
　・園内見学（9/10～12）
　・説明会（9/13）　・運動会（10/8）
●未就園児サークル
　・未就園児クラスの「セブン幼児教室」
　  （週1回・園行事の参加有り）も実施しています。

西部三育幼稚園西部三育幼稚園
〒960-8055 福島市野田町字中ノ町117

TEL/FAX.024-559-0319

●保育時間
　8：30～14：00
●スクールバス
　往復利用…月額4,500円
　片道利用…月額2,250円
●給食
　毎週水曜日

●延長保育
　早朝保育を希望される方はお申し出ください。
　延長保育 ……… 保育終了時間～18：00
●見学・参加できる行事
　・お店屋さんごっこ
　・クリスマス発表会
　・人形劇
●未就園児サークル
　・ひまわり教室
　 火曜日（9：00～10：00）
　 モンテッソーリ教育体験
　 木曜日（10：00～11：30）
　 モンテッソーリ教育体験と親子活動

福島カトリック幼稚園福島カトリック幼稚園
〒960-8055 福島市野田町二丁目7-1

TEL.024-535-0816 FAX.024-535-0823

●保育時間
　月曜日～金曜日 ……9：15～14：00
　土曜日（第1,3）………9：15～11：30
●スクールバス
　往復利用 ……………月額5,700円
　片道利用 ……………月額3,000円
　※きょうだい同時在園の場合、
　　弟妹のスクールバス代は無料

●延長保育
　・月曜日～金曜日  7：30～保育開始時間・保育終了時間～19：00
　・土曜日（第1,3）　7：30～保育開始時間・保育終了時間～13：00
　・夏季・冬季・春季休業中 （盆休・年末年始などを除く）も行います。
　・創立記念日と園行事の振替休日（年3～4日程度）はお休みになります。
●給食　5歳児…週3回
　　　　4歳児…週1回（6月から週2回）
　　　　3歳児…週1回（10月から週2回）
●見学・参加できる行事
　・幼稚園見学会・入園説明会
●未就園児サークル
　・未就園児教室「ぶんぶんクラブ」
　 2～3歳のお子さんを対象に月2回程度開催

福島文化幼稚園福島文化幼稚園
〒960-8106 福島市宮町3-19

TEL.024-522-3655 FAX.024-522-3527

●保育時間
　月曜日～金曜日 ……9：15～14：00
　土曜日（第1,3）………9：15～11：30
●スクールバス
　往復利用 ……………月額5,700円
　片道利用 ……………月額3,000円
　※きょうだい同時在園の場合、
　　弟妹のスクールバス代は無料

●延長保育
　・月曜日～金曜日  7：30～保育開始時間・保育終了時間～19：00
　・土曜日（第1,3）　7：30～保育開始時間・保育終了時間～13：00
　・夏季・冬季・春季休業中（盆休・年末年始などを除く）も行います。
　・創立記念日と園行事の振替休日（年3～4日程度）はお休みになります。
●給食　5歳児…週3回
　　　　4歳児…5月から週1回,8月から週2回
　　　　3歳児…6月から週1回,10月から週2回
●見学・参加できる行事
　・幼稚園見学会・入園説明会
●未就園児サークル
　・未就園児教室「ぶんぶんクラブ」
　 2～3歳のお子さんを対象に月2回程度開催

福島文化瀬上幼稚園福島文化瀬上幼稚園
〒960-0101 福島市瀬上町字桜町1-7-3

TEL.024-553-3422 FAX.024-553-3492

●保育時間
　月・火・木・金 …………8：30～14：00
　水 ……………………8：30～11：30
●スクールバス
　往復利用 ……………月額4,000円
　片道利用 ……………月額2,500円
　※きょうだい同時在園の場合、
　　弟妹のスクールバス代割引あり
●給食　月・金

●延長保育
　早朝保育…7：15～保育開始時間
　延長保育…保育終了時間～19：00
　土曜日……7：15～15：00　※長期休業中もあります。
●見学・参加できる行事
　・入園説明会（9/20 10：00～,10/1 13：00～）
　・運動会（9/23  あづま総合運動公園ミニ多目的広場）
　（雨天時あづま体育館）
●未就園児サークル
　・ピッコロクラブ（月2回コース）
　 よちよちコース（1.6歳～）,わんぱくコース（2歳～）
　・ピッコロクラブ（月3回コース）
　 もうすぐ幼稚園コース（就園前の幼児）

福島めばえ幼稚園福島めばえ幼稚園
〒960-0112 福島市南矢野目字桜内41-4

TEL.024-558-3939 FAX.024-558-3940

●保育時間
　月曜日～金曜日 ……9：00～13：30
　土曜日（第1,3,5）……9：00～11：30
　※季節・その他で変更あり
●スクールバス
　往復利用 ……………月額3,240円
　片道利用 ……………月額2,160円
　※きょうだい同時在園の場合、
　　弟妹のスクールバス代割引あり

●延長保育
　現在はありませんが、緊急時は随時対応します。
●給食
　月2～3回の給食弁当あり（行事以外の水曜日）
　通常は、ご家庭の手作り弁当を持たせてください。
●見学・参加できる行事
　・夏まつり・運動会・もみじ祭（作品展）
　・園内見学は随時受付

　萊もみじ幼稚園　萊もみじ幼稚園
TEL.024-548-2266 FAX.024-549-5002

●保育時間
　月・火・木・金 …………8：30～14：00
　水・土（第1,3自由登園）8：30～11：00
●スクールバス
　通園安全費として月額3,800円

●延長保育
　早朝保育 …………7：30～保育開始時間
　延長保育 …………保育終了時間～18：00
●給食
　月 …………………給食
　火・木・金 …………お弁当
●見学・参加できる行事
　・園内見学は随時
　・運動会（9/30）・秋まつりバザー（11/1）
　・親子鑑賞会（12/15）
●未就園児サークル
　・ちゅうりっぷぐみ（月1回、主に水曜日）
　 10：00～11：30

●保育時間
　8：30～13：30（年長13：45まで）
●延長保育
　早朝保育 ……8：00～保育開始時間
　延長保育 ……保育終了時間～19：00
　土曜日 ………8：00～17：00

●給食
　月～金は給食（毎月10日はお弁当）
●見学・参加できる行事
　・園内見学随時
　・なつまつり、ファミリー・プレー・デー（運動会）時
　 に未就園児や卒園児、地域のみなさまをご招待
する行事あり

●未就園児サークル
　・ポプラクラブ（0歳～3歳）
　 10：30～12：00　※事前予約制
　・うさぎさんクラブ（年間8回）無料

福島学院大学附属幼稚園福島学院大学附属幼稚園
学校法人福島学院  認定こども園学校法人福島学院  認定こども園

〒960-0116　福島市宮代乳児池1-1

TEL.024-553-3223 FAX.024-553-3233

●保育時間
　月・火・木・金 ………… 8：00～14：30
　水曜日 ……………… 8：00～11：30
●スクールバス
　往復利用…月額6,000円
　片道利用…月額3,000円
　※自宅前送迎
　※きょうだい同時在園の場合、
　　弟妹のスクールバス代は半額

●延長保育
　早朝あずかり…… 7：30～8：00
　延長保育 ……… 保育終了時間～18：30
●見学・参加できる行事
　・保育見学は随時受け付けております。
　・運動会、バザーなど
●未就園児サークル
　ひよこクラブ（年間13回開催）
　※詳しくは当園にお問い合わせください。

●保育時間
　月曜日～金曜日 …… 8：30～14：00
　第1・3・5土曜日 …… 8：30～10：50
●スクールバス
　往復利用…月額4,000円
　片道利用…月額2,500円

●延長保育
　早朝保育……………7：00～保育開始時間
　延長保育（月～金）…保育終了時間～18：30
●給食
　火曜日…パン給食
　木曜日…ごはん給食
●見学・参加できる行事
　・運動会・防火集会・クリスマス発表会
　（開催時期などお問い合わせください。）
●未就園児サークル
　・さくらんぼクラブ（月に1～2回）
　 2歳～3歳対象

さくら幼稚園さくら幼稚園
〒960-1241 福島市松川町字東長壇19-17

TEL.024-567-2333 FAX.024-567-2333

飯坂恵泉幼稚園飯坂恵泉幼稚園
〒960-0211 福島市飯坂町湯野字八卦下1-7

TEL.024-542-0170 FAX.024-542-8199

●保育時間
　月・火・木・金 ………… 8：20～14：00
　水曜日 ……………… 8：20～11：00
　※給食のある水曜日は14：00まで
●スクールバス
　月額3,600円
●給食
　年間13回～15回（水曜日のみ）

●延長保育
　平成27年度より、現在の臨時あずかり保育を
　廃した延長保育を実施します。
　詳細については現在検討中です。
●見学・参加できる行事
　・施設見学日（9/22）・運動会（9/27）
　・幼稚園祭（10/19）
●未就園児サークル
　・パオちゃんクラブ（年間10～12回）

福島ルンビニー幼稚園福島ルンビニー幼稚園
〒960-1101 福島市大森字南中道47-1

TEL.024-545-0816 FAX.024-545-1478

●保育時間
　月曜日～金曜日 ……8：30～14：00
　毎週土曜日 …………8：30～11：30
●スクールバス
　月額4,000円
　※きょうだい同時在園の場合、
　　弟妹のスクールバス代は無料

●延長保育
　早朝保育 ………7：30～
　延長保育 ………～19：00まで
●給食
　月・火 ……………弁当
　水・木・金 ………給食
●見学・参加できる行事
　・園内見学は随時実施中
　・教育説明会（9/20）
　・三育親子デー（9/27）
●未就園児サークル
　・セブン幼児教室
　  （週1回火曜日・毎日コース）も実施しています。

三育幼稚園三育幼稚園
〒960-8202 福島市山口字高森11

TEL.024-534-9143 FAX.024-534-9145

（一社）福島市私立幼稚園協会 子育て支援事業・福島市私立幼稚園 安心環境づくり支援事業

　子どもたちに、たっぷり体を動かして、思いっきり遊ばせてあげたい！と望むお母さん、お父さんの願い、思う存分遊びたい子どもたちの願い
にこたえるため、福島市私立幼稚園協会では、「福島！親子の元気づくり広場」を開催することになりました。年に4回、ウィル福島と福島ビューホ
テルが巨大遊び場に大変身します！ご家族みんなで、ぜひご参加ください。
　9/2（火）の同時開催となる【第12回子育てフォーラム】では、「私立幼稚園情報コーナー」や「親子ふれあい広場」、「子育て相談会」を実施しま
す。未就園児がいらっしゃるご家庭なら、どなたでもお持ちの不安や疑問を解決するフォーラムです。ぜひお子さまと一緒にお越しください♪

主催／一般社団法人　福島市私立幼稚園協会（TEL.024-541-4230） 　共催／福島市教育委員会　協力／幼児体育研究所東北指導本部
後援／福島市私立幼稚園保護者連合会・福島市私立学校連合会・（公社）福島県全私立幼稚園協会・（一財）福島県幼児教育振興財団・福島民報社・福島民友新聞社・福島テレビ・テレビユー福島

第1回 5/28（水）…ウィル福島 ※終了
第2回 7/30（水）・31（木）…ウィル福島
第3回 9/2（火）…福島ビューホテル
第4回 1/14（水）…ウィル福島

開催日と会場

時　　間 10：00～15：00＜各回共通＞ 対　　象

入場
無料

＊三輪車サーキット
＊サイバーホイール＊エアキャッスル

＊ボールプール

＊エアトラック
　＊バランスボード
　　＊おままごとスペース
　　　＊トランポリン

福島わかくさ幼稚園福島わかくさ幼稚園
〒960-8166 福島市仁井田字中門11-1

TEL.024-546-6642 FAX.024-546-8530

〒960-8157 福島市　萊町二丁目1番2号

福島！親子の元気づ
くり広場

子育てフォーラムと共催

元気づくり広場では
、こんな遊びが体験

できます♪

福島市内

私立幼稚園情報

●保育時間…8：00～13：30
●スクールバス…有
●見学・参加できる行事
　・うんどう会（9/20　9：00～11：30）
　・感謝祭,もちつき大会
　（11/5　9：00～12：30）
　・クリスマス（12/13　9：00～11：30）
　・毎日英語　・体操教室　・プール（金曜日）
　  （事前TEL予約）

2歳～5歳（就学前）の幼児とその保護者（祖父母の参加も可）

●ウィル福島／福島市鎌田字卸町10-1　TEL.024-553-1451　●福島ビューホテル／福島市太田町13-73　TEL.024-531-1111


