








 

旭川聖母幼稚園  園長 山田 栄二 

〒078-8216  旭川市 6 条通 22丁目 4番地の 46 （電話 0166-32-2021） 

【第 1 会場】 

園の紹介 

1. 聖母幼稚園の教育目標 

・ 子どもにふさわしい良い環境の中で、キリスト教の愛の精神を伝えます。 

・ 「お祈り」「親切」「がまん」の心を、経験を通して学べるように子どもを保育し

ていきます。 

・ 保護者の方も子どもと共に学べるよう、支援します。 

・ 本園は「子ども・子育て支援新制度(施設型給付)」の幼稚園です。 

 

2. 本 園 の 沿 革 

昭和 32 年 10 月 1 日に旭川六条カトリック教会付属・聖母幼稚園として開園し

ました。初代園長に浅井春雄神父が就任し、園児数 73 名から始まりました。 

昭和 56 年 8月新築、平成 5 年 11月に増築を行いました。 

昭和 56 年に宗教法人から学校法人旭川カトリック学園へ変更し、 

現在 3886 名の在園児を送り出しました。 

又、旭川市内の旭川天使幼稚園、旭川みその幼稚園と姉妹園です。 

 

 

【幼稚園での教育について】 

幼児の自発的な活動の遊びを通して、心身の調和のとれた発達を促し、その教育が

就学に向けての基礎を培うことを目的とします。 

聖母幼稚園では基本、年齢別保育で発達段階にあったカリキュラムの教育を行い、

縦割り保育（異年齢保育）の長所も十分に取り入れながらの縦割りクラス活動もあ

ります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学年 クラス 公開保育内容 担任 

3 歳（満 3 才） 

年少組 
たんぽぽ 神様からのプレゼント（木の実） 山城 まみ 

4 歳 

年中組 
こすもす 神様からのプレゼント（木） 笠原 幸 

5 歳 

年長組 
すずらん 神様からのプレゼント（火） 田代 裕美 

コーディネーター 増山 由香里（札幌国際大学人文学部心理学科 准教授） 

記録 聖母幼稚園 

公開保育について 

■公開保育クラスと保育内容■ （公開クラス 3 クラス） 

■参加可能数■  

■交通・駐車場■  

参加可能数：６０名 

駐車場：30 台 

バス利用の場合 

＊行きバス （旭川電気軌道） 

１８番・２１番 他 豊岡、東光方面 

△乗車バス停「１の７フィール前」 

▽下車バス停「4 条 2１丁目 徒歩 7 分」 

 

＊帰りバス （旭川電気軌道） 

１番・9 番・10 番・19 番・93 番・

９４番 

△乗車バス停「4 条 21 丁目」 

  ▽下車バス停「1 条 7 丁目・駅前  」 

■運営■  

 

旭川市 6 条通 22 丁目 4 番地の 46 

（電話 0166-32-2021） 

 

※地図が入ります。 

別紙にご記入いただいたものを業者

が作って記載いたします。 

①旭川聖母幼稚園 

 

 



 

たいせつ幼稚園  園長 加茂 邦子 

〒071-8138  旭川市末広 8条 2丁目 5392番地 2 （電話 0166-55-1234） 

園の紹介 

【第 2会場】 

『 やさしく かしこく げんきな子 を育む 』 

たいせつ幼稚園は 

建学の精神を胸に子どもたちにいつもよりそい共に未来に歩んでいます. 

 

感謝する心、思いやりの心をもった心豊かな やさしい子 

友だちと助け合う心、約束を守る力、考える力をもった かしこい子 

挑戦する心、がんばる心をもった心身ともに健康で げんきな子 

そんな子どもたちを育むことが私たちの願い、たいせつ幼稚園の建学の精神です。 

たいせつ幼稚園では、子どもの中の小さな育ちの芽を見逃さず、大切に養い、望ましい環境を整え、

育つよう常に励まし、伸びるべき道を明確に示し、子どもがもてる力を最大限に発揮し、成長して

いけるよう努めています。 

 

【たいせつ幼稚園の保育の特徴】 

 

○心身ともに健康な身体の成長を促すために、体操教室、剣道教室、サッカー教室、一輪車やスト

ライダーやなわとびの検定、夏のプールに冬の歩くスキーや雪板(簡易スノーボード)体験など、

多様な運動を積極的に導入し、子どもたちの身体能力・体力向上に年間を通じ取り組み、心身と

もに鍛えています。 

 

○地域に根ざした園であることを願い、近隣施設を訪問した際やお祭りなどの地域行事の場で、お

遊戯や歌、伝統的に取り組んでいるマーチングやプレイバルーンの発表を見ていただいたり、就

園前の小さなお友だち、小・中学校・高等学校のお兄さんお姉さん、百寿大学のお祖父さんお祖

母さんなど、幅広い年齢層の人々との交流の機会を得たりしています。多くの人々とのふれあい

が子どもたちの中に優しさや思いやりの心を育んでいます。 

 

○生命の尊さ・自然の大切さを学ぶため、未だ豊かな自然が残る地域の特性を活かし、『森あそび』

と称した自然体験学習を積極的に取り入れています。専門家の指導を受け、里山や森林での遊び

や様々な活動を通じ、動物や昆虫、草木との係わり方や楽しみ方を学んでいます。散策、昆虫や

植物の観察、登山や冬のかんじき体験、間伐作業体験や間伐材を薪に美味しいものを味わう活動

など多種多様。四季の移り変わりと同じように、子どもたちの尊い命・大切な自然への優しい想

いが色濃く育っています。 



 



 

【第 3会場】 

旭川天使幼稚園  園長 棚田 まどか 

〒070-0841  旭川市大町 1条 10丁目   （電話 0166-51-3493） 

【沿革】 

・1962年（Ｓ37年） 

 カトリック大町教会の幼稚園として、キリスト教の世界観に基づく人間形成を目指して教育し、

宗教的雰囲気の中で正しい道徳観を育て、幼児の心身を健やかに育むことを願い、宣教師によって

開設されました。 

・1981年（S56年） 

 学校法人旭川カトリック学園の幼稚園となりました。 

 

【教育目標】 

〇子どもにふさわしい良い環境の中で、キリスト教の愛の精神を伝えます。 

〇「お祈り」「親切」「がまん」の心を、経験を通して学べるように保育していきます。 

〇保護者の方も、子どもと共に学べるよう支援します。 

 

【旭川天使幼稚園とは…】 

◆神様の愛の中で、伸び伸びと生き生きと主体的に人生を歩んでいくための力を養います。 

◆園児と保育者、保育者と保護者が信頼関係を築き、力を合わせて一人一人の子どもを大切に育て 

ます。 

 

【園の特色】 

・宗話   … カトリック教会の神父様や先生から、神様のお話を聞きます。 

・園外保育 … お散歩をしたり、園バスに乗ったりして、公園や公共施設などへ出かけます。野外 

活動の機会を多く設けることで、自然と触れ合い、四季の変化を体感し、公共施設 

を利用することでマナーを知ります。 

・食育   … 幼稚園の畑で育て、収穫した野菜で園児がクッキングをすることによって、食の大 

切さを体験します。 

・モンテッソーリ教育 … イタリアの女医マリア・モンテッソーリが始めた教育で、日常生活の練 

習・感覚・言語・数・文化の５分野があります。 

・体力作り … 体操教室の講師による定期的な体操遊びや、毎朝のマラソンを通して、健康な体を 

培います。 

園の紹介 



 

（大通幼稚園理事長・園長　北私幼経営研究委員長）



 

【第 4会場】 

ひまわり幼稚園  園長 韓 守賢 

〒078-8216 旭川市 6条通 25丁目  （電話 0166-32-0077） 

園の紹介 

◎沿革 

 1960年  宗教法人日本基督教団旭川豊岡教会付属ひまわり幼稚園設立 

 1973年  障がい児を迎えて統合保育開始 

 1978年  学校法人北海道キリスト教学園に加盟（現在、道内１５園が加盟） 

 1997年  園舎改修工事 

 2009年  ひまわり幼稚園開園５０周年 

 2014年  幼稚園型認定こども園として認可 

 2015年  １・２歳児保育開始 

 2018年  園舎増築・改修工事 

 2019年  ０歳児保育開始 

◎教育理念 

  キリスト教の信仰に基づいて、一人一人が大切にされる保育を行い、神と人と自然を 

愛する子どもを目指します。 

◎教育目標 

 １． 神に愛されていることを信じ、安心してのびのび育つ子ども 

 ２． お友だちやいろいろな人の個性や違いを大切にできる子ども 

 ３． 失敗を恐れず、いろいろなことに興味をもち、チャレンジするたくましい子ども 

◎教育の特色 

 ＊ 遊びを豊かに楽しめる子ども～子どもたちの自由な遊びを重視し、異年齢の子どもとも関り

をもつようにしています。 

 ＊ 絵本を楽しむ～現在約 1700冊の厳選された絵本を所有し毎日の絵本の読み聞かせ、週 1回の

絵本貸し出しをしています。 

 ＊ 統合保育～すべての命は神さまが造られたものです。支援の必要なお友だちと共に遊び、大

切にし共に育ち合います。 

 ＊ 自然と遊ぶ（園外保育）～野外の自然で普段できない直接体験をします。（じゃが芋等の栽培

や田植え、稲刈り、飛行場への園外保育等） 

 ＊ 作って食べよう～自分で収穫した野菜を使ってみんなでクッキングをします。 

◎学級編成 

年齢 3 歳児 4歳児  5歳児 

クラス名 

園児数 

もも組 

21名 

たんぽぽ組 

17名 

ちゅーりっぷ組 

16名 

すみれ組 

28名 

 



 

５０

（札幌ゆたか幼稚園園長　北私幼教育研究副委員長）

（大藤学園教務局長）



 

旭川ふたば幼稚園  園長 山中 健司 

〒078-8236 旭川市豊岡 6条 7丁目 4-33   （電話 0166-33-6608） 

【第 5会場】 

園の紹介 

 
◎ふたば幼稚園の保育 

  『遊びを中心とした保育』『こどもが主体となり一人ひとり丁寧に関わり、環境・遊びを通して心を育

む保育』この２つを基本に『遊び＝幼児期の学び』と捉えて、五感を通して感じることを大切にしてい

ます。そして何よりも育みたい力として『生きる力』を考え、『知識及び技能の基礎』『思考力、判断力、

表現力等の基礎』『学びに向かう力、人間性等』の育成を環境・遊びを通して総合的な保育で行っており

ます。   

◎ふたば幼稚園の環境 

  当園の環境は他ではあまり無いような環境で驚かれた方、危険と思われる方もいると思います。確か

に危険と思うところもあるかもしれませんが、危険と思われるところには力がない子どもは登れない・

行けないなど環境を工夫し、ハザードになるものは除去しながら成長に必要なリスクは残し、子どもた

ち自ら考えて遊ぶことを大切にしております。ただし遊ぶ中で多少の怪我（擦り傷・打撲など）はして

しまうなどはあります。すべての怪我を防ぐことが出来ませんが、小さな怪我などを経験して大きな怪

我につながらないように子ども自身も気をつけられるようになってもらいたいと思います。特に園庭で

は、水遊び・泥遊びなどもいっぱい経験し学んでもらいたいと考えています。環境のテーマとして【挑

戦できる環境】【関わり合える環境】【試すことの出来る環境】【力を出し切る・発散出来る環境】【ホッ

とできる環境】を掲げて環境構成をしております。 

 

  園庭：当園では『遊び＝幼児期の学び』と捉えて活動を行っており、子ども達には『自立心・自己肯

定感などの生きる力』が育って欲しいと願っております。それらの成長の為に保育を行ってお

り、その中の一つの手段として『園庭遊び』があります。園庭は子ども達が１日の保育時間の

３０～４０％を過ごす空間でありその重要性は高い物であります。ですから、この園庭という

空間をしっかり考える為に、５年ほど前からしっかりと整備するということで『園庭改造プロ

ジェクト』がスタート致しました。特に『遊べる環境』ではなく『遊び込める環境』を目指し

て行っております。設計・施工はすべて一級建築士であり保育環境のアドバイザーの方に指導

を受けながら製作をしております。 

 

  室内：各クラス担任の思いを大切にしながら、園庭と同様に『遊び込める環境』を目標に環境を作っ

ており、導線を考えながら主にコーナを作り遊びが混在しないようにし集中して遊びを展開で

きるよう工夫しております。各クラス違った環境構成ですが、思いは全クラス一緒で年齢に応

じての環境構成となっておりまます。 

 

 



 



 

みどり幼稚園  園長 小山 英明 

〒070-0029  旭川市金星町 1-3-5  （電話 0166-26-2972） 

【第 6 会場】 

園の紹介 

◎沿革 

本園は、旭川市のほぼ中央、石狩川と牛朱別川の緑の堤防に囲まれ、緑橋通りの緑橋のたもとに

位置し、青葉若葉のように元気よく、すくすくと伸びるように、という願いを込めて「みどり幼稚

園」と名付け、昭和 32年に法恩寺付属幼稚園として誕生しました。昭和 57 年に学校法人となり、

平成 12年に新園舎落成し現在に至っております。 

 

◎基本理念 

・子ども達との信頼関係を十分に築き、共によりよい教育環境を創造するように努めます。 

・子どものより主体的な活動を促し幼児期にふさわしい生活が展開されるようにします。 

・遊びを通しての指導を中心として各領域に示すねらいが総合的に達成されるようにします。 

・一人ひとりの特性に応じ、発達の課題に則した指導を行ないます。 

 

◎教育内容 

・当園の保育は仏教の教えを基に「つよく・あかるく・なかよく」をモットーに、子どもの主体性・

社会性を育てるために子どもを取り巻くすべての環境を大切にした保育を行なっています。 

・私たちは子どもが自立していくために発達にあった遊具・道具を指示し、主体的にあそべるよう

な日課を保障してあそびを具体的に補助します。また、わらべうたを伝え日本人であることの民

族性を伝えていくことを大切にした独自の保育を行なっています。 

・「一人ひとりを大切にしたい」との思いから、尊重し、信頼して「できる・できない」といった結

果にこだわらず、それまでの過程を大切にすることで自信を持って活動していくことから、人の

気持ちに気が付き、何事にも積極的に関わる中で、人と協力することができるような大人になっ

て欲しいとの願いを持って子ども達と関わっています。  

・ことばがけも否定的・命令的な言葉を使わず、肯定的に話をします。(例えば、「廊下を走るな！」

ではなく「廊下は歩こうね。」また「エライね」ではなく「有難う。」など)○○したからエライ、

良いではなく、その子どもを信頼しありのままの姿を無条件に受け入れるようにしています。 

・人は「大事にされている」と感じる時に体の中にある「力」が、自然に動き始めます。私たちは

子ども達に、あらゆる方法で「大切に思っているよ！」ということを伝え、子どもに存在する「無

限の可能性」・「無限の力」を引き出し、育てています。 

 

◎学級編成 

 満３歳児・３歳児 ４歳児 ５歳児 

クラス名 ぶどう・さくらんぼ くるみ た け 

 



 

５０



 

めいほう幼稚園  園長 目良 佐都美 

〒070-0876  旭川市春光 6条 6丁目 4番 33号   （電話 0166-52-2750） 

【第 7会場】 

園の紹介 

【沿革】 

 昭和 46年 学校法人めいほう幼稚園創立 

 平成 7年 屋内温水プール竣工 本格的な水遊び・水泳保育開始 

 平成 21年 園舎改築落成・グラウンド完成 

 令和元年  第 71回北海道放送教育大会公開保育園（10月 25日） 

 

【教育目標】               【めざす幼稚園像】 

   

 

 

 

 

【教育の重点】 

① 幼児が遊びの中で主体性を発揮し、「生きる力」の基礎づくりのために、充実した遊びの提供と

時間の確保に努める。 

② 自分の目で見て、耳で聞き、手で触れ、心で思い、頭で考える等、豊かな体験をもち、主体的に

行動をする能力を育てる。 

③ 他人を思いやる心や感動する心など豊かな人間性を育む。 

④ 集団の中で、仲良く元気に活動し、「基本的生活習慣」を身に付ける。 

⑤ 自然や社会の様子に関心を持ち、進んで環境に働きかける子どもの育成を図る。 

⑥ 生活の中で様々な事物や出来事と出会い、そこから感じ取り、表現することを通して「感性豊か

な」子どもの育成を図る。 

⑦ たくましく生きるための健康と体力を育てる。  

 

【教育の特色】 

〇のびのびと活動できる環境づくり 

 ・オープンスペースの園舎と中庭の活用によりクラスの枠を外した全園的な活動の重視。 

 ・自由あそび（おひさま時間）で夏も冬も屋外で充実した遊びの体験を多く持つ。 

 ・園全体を利用した冒険サーキット（運動遊びを取り入れたサーキット遊び）の取り組み。 

 ・屋内温水プールの設置により、水に親しむ機会を多くし健康づくりを図る。 

 ・旭岳登山や冬の活動（雪上サッカー・歩くスキー）を通し自然に関心を持つ。 

〇NHK教育番組を利用し、子どもの心をゆさぶり、豊かな感性を育てる。 

〇スクールバスを持たず、徒歩降園を実施。 

◎明るく 元気に 遊べる子ども 

◎良く聞き 考え 工夫する子ども 

◎みんな仲良く 助け合う子ども 

◎子どもにとって 楽しい幼稚園 

◎保護者にとって 信頼できる幼稚園 

◎教師にとって 生きがいのある幼稚園 



（わかば幼稚園園長　北私幼教育研究副委員長　旭私幼研究委員長）



 

めばえ幼稚園  園長 梅田 正貴 

〒070-8018  旭川市神居 8条 12丁目 71番地   （電話 0166-61-0524） 

【第 8会場】 

園の紹介 

1, 沿革 

昭和４６年、学校法人雪嶺学園めばえ幼稚園が開園しました。創立者である 故 梅田雪嶺会長は、

長年に渡る書道教育を通じて「人格形成の基礎は幼児期に完成される」ことを身を持って体験し、

幼児教育の重要性を痛感して幼稚園を設立し、情熱を持って教育に打ち込み、今日に至っています。 

・昭和４６年 学校法人雪嶺学園めばえ幼稚園開園 

・昭和５７年 学校法人光風学園めばえ幼稚園となる 

・昭和５９年 園舎改築落成 

・平成１９年 学校法人雪嶺学園めばえ幼稚園となる 

 

2, 教育目標 「強いからだと 豊かな心を育てる」 

・自然に親しみ、心身共に健康な子どもに育てる 

・思いやりのある情操豊かな子どもに育てる 

 

3, 特色ある教育活動の推進 

◎つよくたくましいからだづくりのために 

・専門教師からルール・マナーを学ぶ体操教室・剣道保育・ゴルフ保育 

・園庭プールでの水遊び、スイミングスクールでの水泳教室 

・つよいからだを育てる はだし保育の実施 

・冬の環境を生かした雪遊び、歩くスキー保育、伊ノ沢スキー場でのソリ滑り 

・虫歯予防のため、フッ素洗口の実施 

◎豊かな思いやりのある心を育てるために 

・「書く喜びを味わう」書道保育の実施 

・専門講師と共にオールイングリッシュで行う英会話教室 

・自然とのふれあいを大切に、神社山他周辺環境を生かした園外保育 

・同年代の子どもと交流を深める、めばえ・くりの木合同お泊り会の実施 

・植物の生長を目の当たりに 育て、収穫を味わう田植え・果物狩り・めばえ菜園での栽培活動 

 

4, クラス編成  理事長 梅田 楷宗  園長 梅田 正貴 

学年 クラス名 担任名 園児数 

３歳児 う め 本間 里菜 ２４名 

4歳児 
さくら 佐々木 有希子 １５名 

ゆ り 五島 玲香 １５名 

５歳児 き く 藤井 笑里 ２０名 

 



 

（拓殖大学北海道短期大学保育学科　准教授）



 

ユリアナ幼稚園  園長 髙橋 典子 

〒070-8016  旭川市神居 6条 19丁目 44番地   （電話 0166-62-1203） 

【第 9会場】 

園の紹介 

◎沿革 

昭和４９年 学校法人 老久保学園（理事長 老久保サヨ） ユリアナ幼稚園 設置認可 

昭和５０年 開園 ２学級編成（４歳児・５歳児） 

昭和５５年 ３歳児学級増設 ３学級編成 

 

◎建学の精神 

人間形成の上でかけがえのない幼児期の教育を通して、ゆたかな人間形成の基礎となる資質を身

につけ、将来社会において自律と自立できる人間を育成する。 

 

◎教育方針 

○教育目標  健康で 明るく 意志の強い 子どもを育てる 

       元気な子どもは ここにいます！ ～のびのび・アットホーム＋チャレンジ～ 

○保育の重点  一人ひとりを見つめ育てる ＜一人ひとりのよさや、持ち味を大切に！＞ 

         ・楽しく：子どもにとって楽しい活動を 

・ただしく：人として当たり前のことがきちんとできるように 

・たくましく：心身ともに健康に 

 

◎特色 

・書道：文字に対する興味と、伝統を尊重する心。 

・ダンス：感性や表現力（自己表現）、コミュニケーション力。 

・茶道：おもてなしの心、季節を感じられる心、社会に対する関心。 

・水泳、スキー、縄跳び、サッカー教室、雪遊び：体力づくり。 

・造形、絵画、音楽遊び、絵本読み聞かせ：情操教育で表現力や創造性、心情豊か。 

・種植え・収穫の自然体験：食育活動、環境保全の考え、食べ物への関心。 

・保護者の勤務先見学、地域との交流：社会への見聞を深め、社会参加の意識。 

・３歳～５歳全園児の縦割り保育： 異年齢児とのかかわり。 

 

◎学級編成 

年齢 満３歳児・３歳児 ４歳児 ５歳児 

クラス名 タンポポ チューリップ リリー 

園児数 ２８名 ２６名 ２３名 
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（認定こども園北見北光幼稚園理事長・園長　北私幼教育研究副委員長）





■運営■  

 

学年 クラス  

 

【選択コーナー遊び】 

 

・ピタゴラスイッチ 

・紙皿づくり 

・秘密基地づくり 

・衣装づくり 

・工作 

担任 

 

 

 

 

満 3 歳～5 歳 

そらのくに 日下部 花華 

ほしのくに 吉田 琴理 

大西 穂花 

つきのくに 武田 未来 

にじのくに 秋保 伽奈 

田中 ひとみ 

はなのくに 秦 みなみ 

河野 佑衣 

ゆめのくに 宇城 美咲 

河崎 綾夏 

コーディネーター 

（ECEQ コーディネーター） 

青木 賢亮（北海道私立幼稚園協会研究委員長 慈恵ひまわり幼稚園園長） 

東  重満（全日本私立幼稚園幼児教育研究機構理事長 美晴幼稚園理事長園長） 

記録 東聖こばと幼稚園  

 

上川郡東神楽町ひじり野南 1 条 2 丁目 2-2 番 

（電話 0166-83-4777） 

 

※地図が入ります。 

別紙にご記入いただいたものを業者が作って

記載いたします。 

公開保育について  －ECEQ 公開保育― 

⑩東聖こばと幼稚園 

 

■公開保育クラスと保育内容■ （公開クラス 6 クラス） 

■参加可能数■  

■交通・駐車場■  

参加可能数：６0名 

駐車場：40 台 

バス利用の場合 

① 旭川電気軌道 67・84 番 

 

いずれも 

△乗車バス停「 旭川駅 」 

▽下車バス停「ひじり野１の１」 

 

※裸足保育ですので上靴は必要あり

ません。 

 

（慈恵ひまわり幼稚園園長　北私幼教育研究委員長）

（美晴幼稚園理事長・園長   全日私幼幼児教育研究機構理事長）
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【道北ブロック大会申込方法】

申込の手順

1，北海道私立幼稚園協会旭川支部のホームページを開く
http://kyokushiyo.jp/academic/

２，第６２回北海道私立幼稚園教育研究大会道北ブロック大会の開催要項・旭川大会参加
申込書をダウンロードする

３，旭川大会参加申込書に必要事項を打ち込む。参加費・懇親会費に反映します。

４，旭川大会参加申込書をメールで送る

【申込先】

５，参加費支払い方法

参加費、懇親会費とも、下記口座へ９月６日(金)までにお振込みくださ
い。送金料はご負担ください。

・銀 行 名
・口座番号
・口座名義

旭川信用金庫 あたご支店
普通預金 ０３６１８３２
旭川私立幼稚園協会研究大会　小山　英明

【連絡事項】

【駐車場について】

受　　付 ８月１９日（月）～ ８月３１日（土）

北私幼旭川支部大会事務局　

d-kensyu@kyokushiyo.jp（申込み専用アドレス）

※１　原則メールで申込みください。

※２　申し込みに関する問い合わせは大会事務局へ
旭川ふたば幼稚園 　TEL：0166-33-6608

１．公開保育で、参加希望者が偏った場合は、期限内に届いた申込みを優先して､実行委員会の
中で調整させていただきます。ご了承ください。

２．公開保育参加先は、ホームぺージで『大会参加者名簿』を見ることができます。
　　＊閲覧方法については、後日、改めてお知らせします。
３．参加される方は、幼稚園名・職名・氏名を記載した名札をご用意ください。
４．上履き、付箋に記入するために黒色のサインペン（中字）を持参ください。
５．昼食、宿泊は各自で手配してください。
６．大会スタッフは、台紙がカラーのネームプレートをつけています。
７．大会当日、公開保育幼稚園で大会要項・参加者名簿をお渡しします。

全体会会場の旭川市公会堂周辺には一般の 

駐車場はありません。 

 石狩川河川敷に駐車場を用意しました。 

懇親会が終了するまで、駐車場の出入りが

出来ます。ご利用ください。
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8
条
通4丁
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9条通

緑橋通→
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