
町田市子育τ

“「
カレングー
(南地域版)回 覧
お住きいの近くの「子育てひうけ」をご案内しきけ
こなたても遊びに来てくださいわ
イベントの詳細勝各国にお問い合わせください
※天候によιl変更や中止の場合があι勝すので

※特に記職かない限ιl駐車場はあιl春せん お車での来□けご遠慮ください

,

各□にお問い合わせください
町田市子育て情報
『ほっこメールヨ

町田市から子育て
「 88_力・ J墜腱 書踵 .

配倍サービス

:ちだ 」

|の

QRコードで構帯電話
から手軽にアクセス

〆
 子育てひう勝カレンダー配市場所 ｀

「子育てひうけカレンダー」はこの南地域版の他に
「堺」「忠生 J「町田 J「鶴‖」地域版があι:春す
他地域のカレンターは各市立保青□覇配布していきす
ぜひご利用ください

南地域版勝掲職保青□及び下記の場所覇配布していきす

n 「勝っこする情報」
をお届l■し審す ′

↓この南地域版では下記の保育国のイベントについてご紹

`保育口名 住所 Tel Fax
マイ保青□

=豊
空南ロ

① 成瀬くι:の家保育□ 町田市成瀬1-5-1 042-710-8177 042-710-8178 ○

② 高ヶ坂保育□ 町田市高ヶ坂6-2-10 042-727-2373 042-727-5373 ○

③ 高ヶ堰ふたば保青□ 町田市高ヶ坂7-26-6 042-720-8215 042-720-8217 ○

④ 町田わかくさ保青□ 町田市成瀬7-10-7 042-728-0288 042-728-0344 ○

⑤マ蓄量露撃喜署相餞センター)
町田市金森東1-12-16

042-710-2752
(子育てひろば専用 )

042-710-2753 ○

⑥ わむのホ保青ロ 町田市金森東3-17-25 042-706-0733 042-706-0737 ○

① こばこ保青□ 町田市金森6-37-18 042-796-3628 042-796-3697 ○

③ 光の原保育□ 町田市南町田1-3-48 042-788-5381 042-788-5385 ○

⑨ 南つくし野保青□ 町田市南つくし野2-17-1 042-788-5228 042-788-5328 ○

⑩ ′ヽリピートリーム鶴間 町田市南町田4-22-7 042-796-3322 042-796-3328 ○

① こうιlん保青□ 町田市金森7-6-1 042-725-7070 042-727-2822 ○

⑫ もら:のあがわ保青□ 町田市小川 1-11-2 042-788-7025 042-799-2070 ○

⑬ 成瀬南野保青□ 町田市成瀬が丘3-22-1 042-795-2101 042-796-3315 ○

⑭ こびこのも
`:保

青□ 町田市小川6-1-32 042-850… 5423 042-795-1455 ○

⑮ レイモンド南町田保青□ 町田市鶴間8-4-30クレイント
・
ヒ
・
ルlF 042-706-9641 042-706-9642 ○

⑩ 町口南保青ロ 町田市金森東4-36-8 042-796-3346 042-796-8346 ○
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<市立金森保育園>
口園庭開放
2017年5月 毎週月～土曜日 &30～ 17:00

広い口庭で楽しい遊具やおもちゃを使つて

元気に遊びましょう

・育児相談
2017年5月 毎週月～土曜日 a30～ 17:∞

子育てのことを一緒に考えましょう

相談は電話、来日、家庭肪間でお受けしています

土曜日の希望は要問合せ

・室内開放
2017年5月毎週月・火・水口金曜日 10∞～10∞

空調工事のため5月 1日 ～7月 31日まで

南地域子育て相談センター相談室、

他施設にて行います
※月曜日:ふれあいもみじ館5月 1日・8日

(10:00～ 15:30)

5月 15日・22日 口29日 (13:∞～15:30)

※火曜日:金森図書館2階おはなし室
5月 2日・16日・30日 (10:00～ 15:30)

5月 9日 (10:∞～la∞ )

※水ヨ金曜日:南地域子育て相談センター相談室

(10:00～ 16:00)

飲食不可

口育児サークル支援
2017年5月 毎週月～土曜日 830～ 17:00

サークル活動へのアドバイスや相談

おもちゃの貸し出し等をしています

お気軽にご相談ください

おもちゃの貸し出し要予約 (a∞～17:∞ )

※地域専用駐車場5台 (930～ 1000)

<保育日からのお知らせ>このページには、定期的に開催されるイベントについて掲載していきけ

※特に記載aむい限ιl ・̈①日曜日および祝日勝白休み

“

②各イベントけ す ③駐車場けあιl春せん

④Gイベントい保護者(ス勝六人)こ一緒の自触酬評勝す

<高ヶ坂保育園>

・ 子育て相談
2017年 5月 毎週月～金曜日 1000～ 1600

食事、睡眠のこと、子育ての悩み等

気軽にご相談ください

電話による相談も受け付けています

来日前にお電話ください

・あそぼう会 園庭・室内遊び

2017年5月 9日 016日 (火曜日)a30～ 1200

親子で、又、在日児と―緒に国庭や室内で遊びます

・ あそほう会 集まリ
2017年5月 9日 016日 (火曜日)11●0～ 1130
エプロンシアターや在日児と一緒に手遊び

歌などでゆつたりしながら楽しみます

・ひだまり広場
2017年5月 11日・18日 (木曜日)a30～ 12:∞

屋上テラスで自由に遊びましょう :

雨天中止

金森□書館からのお知ら世

★おけなし会★

5月 10日・17日 024日 03:日 (ホ )15:00～
★ぢ事ぢちょうお議会★

5月 19日 (金)‖ :00～

I問い合わせ先】
金森□書館 町田市金森東3-5-1

TEL8042-710-17'7

00o_

<高ヶ坂ふたば保育園>

・口庭開放
2017年5月 毎週月～土曜日 990～ 17:00

日庭を開放しています 気軽に遊びに来てください

・ 子育て相談口子育て支援スペース開放
2017年5月 毎週月～金曜日(19日 午前を除く)

9:00-12:30  15:00-17100

保育口に来て、友達の輸をひろげませんか

育児に関する相談もお受けしています

・ おひさま文庫
2017年5月 8日・22日 (月 曜日)

17日 口24日・31日 (水曜日)・ 12日 (金曜日)

11:00～ 12∞

親子でゆつくり本を選びませんか

本の貸出を行います

<レイモンド南町田保育園>

・ 園開放 (れもんてい一)

2017年5月 毎週火・水・木曜日 鋭30～ 1230

子育て支援室にて「れもんてぃ一」の開放を

行つております

お気軽に遊びに来てくださいね
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<こうりん保育園>
・園庭開放

2017年5月 毎週月～土曜日 1000～ 1230
親子で園庭遊びをお楽しみください

駐車スペースが一杯の場合がありますので
車で来園する場合はご確認のうえお越しください
駐車場4台 (要確認)

・子育て相談
2017年5月 毎週月日水 0金曜日 10∞～1590
毎日の子育ての中で感じる心配事など
お気軽にお話しください

要予約

ロリんりんひろば
2017年5月 毎週月0水 口金曜日 1000～ la∞
室内開放
駐車スペースが一杯の場合がありますので

車で来園する場合はご確認のうえお越しください

飲食可

都営金森第6アパート第2集会室
駐車場4台 (要確認)

<成瀬くりの家保育園>
・園庭開放

2017年5月毎週月～金曜日 1000～ 1100
保育園のお庭で遊びましょう
雨天中止

・まるんひろば
2017年5月 毎週月～金曜日 1000～ 16●0

子育て支援スペースを開放しています
お気軽にどうぞ
あとりえリーず

<ねむの木保育園>
・ねむの木ひろば

2017年 5月 10日・31日 (水曜日)1000～ 1lЮ0

親子で一緒に遊びましょう
成瀬が丘ふれあい会館

<南つくし野保育園>
・園庭開放

2017年5月毎週月～金曜日 1000～ 1130
みんなで一緒に遊びましょう
色々なおもちゃがありますよ

<成瀬南野保育園>
口園庭開放
2017年 5月 毎週月～土曜日 9ЮO～ 1130
保育園のお友達と一緒に遊びませんか?

<こびとのもり保育園>
D子育て相談
2017年 5月 毎週月～金曜日 1000～ 1690
食事のこと、睡眠のことなど
ちよつとした子育ての悩みをご相談ください
電話でもお受けします

・こびとひろば(室内開放 )

2017年5月 毎週月日水口金曜日 10∞～15:∞

保育園のお部屋を開放します
ご自由に遊びに来てください
上履きをお持ちください

<町田南保育園>
口保育国で遊ぼう
2017年5月 9日・16日 口23日 (火曜日)

17日 口31日 (水曜日)a30～ 1230
保育園の園庭やホールで
保育園の子ども達と一緒に遊びましょう

・ おはなし会 (～ 3歳 )

2017年5月 12日・26日 (金曜日)a30～ 1230
みんなで遊んだ後に手遊びや

絵本口紙芝居などを楽しみましょう
おはなし会の後は日庭やホールで遊べます

※駐車場7台

<もりのおがわ保育園>
口子育て相談
2017年 5月 毎週月～金曜日 9ЮO～ 1■∞
食事や睡眠、毎日の子育てでの悩みなど
お気軽にご相談ください

電話でも受け付けます

・室内開放
2017年5月 毎週火・水・金曜日 930～ 1230
保育園のお部屋を開放いたします
ご自由に遊びに来てくださいね :
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<光の原保育園>

・育児相談
2017年 5月毎週月～金曜日 9:00～ 17:∞

食事のこと、睡眠のこと、発達について口…

育児でのお悩みなどお気軽にご相談ください

要問い合わせ

・園庭開放
2017年5月毎週月～金曜日 10●0～ 16●0

保育国のお庭で遊びましょう !

<町田わかくさ保育園>
・園庭口室内開放

2017年 5月毎遍月～土曜日 9100～ 16:∞

親子で園庭・室内遊びを楽しみましょう
大型遊具も充実しています !

あったかなるせ室・飲食可
駐車場5台

口図書ロビデオ貸し出し
2017年 5月毎週月～土曜日 990～ 16:∞

本と子ども向けビデオの貸し出しを
『あったかなるせ室Jで行つています
駐車場5台

口育児相談
2017年 5月毎週月～土曜日 9:∞～16:∞

育児に関わることの相談を受けています
些細な事でもお気軽にどうぞ
駐車場5台

・わかくさ綸食
2017年5月 12日 (金曜日)・ 17日 (水曜日)

25日 (木曜日)11:30～
当日自慢の綸食をぜひ食べてみませんか?
離乳食・アレルギー除去食 (卵・牛乳のみ)応相談
要予約(3組 )

有料1組500円 (大人1人は3∞円)

駐車場5台

・わらベビ駅前教室1(生後2～6か月)

2017年5月 9日・16日 (火曜日)10:00～ 1030
わらべ歌を使つたペビーマッサージで
親子でリラックスしましょう
パスタオルをご持参ください
要予約(10組)2回シリーズ
成瀬駅前センター和室

０
９

逮

９
９

多

<こばと保育口>

・ 園庭開放
2017年 5月 毎週月～金曜日 900～ 12∞
口…ラー滑り台口砂場や

保育日のおもちゃを使つて遊びましょう !

口育児相談
2017年 5月毎週火・木・金曜日
9:30-12:(X) 15:00-17:30

子育てについて(食事・睡眠ロトイレトレーニングなど)

不安や悩みを感じた時はご相談ください

要予約 (4月 25日 10:∞～)

・ こばと広場 (室内開放 )

2017年5月 毎週月日水・木曜日 a30～ 12:∞

こばとの室内で遊びましょう :

おもちゃ開放や、絵本の貸し出しも行います
※10日 は避難訓練の為お休み致します

※駐車場あり

親こ子の春むびのひろ勝

日時 :「もしゃポ
"ポ

』5月2日・:0日 030日 (火曜日)'4:00～ :6:00
「パパ●しゃ』 5月28日 (日曜日)14:00～ 16800

対象 :町田市内tt00・ :歳l■t保護者、マタニ贅 の方 (「 ●しゃrf7ポ Jの■)

場所 :町田市生涯学習センター 1階 保育室

肉害 :「●しゃポッポ」自由遭び、スキンシッ■遭び、
―

、絵本の読み日かせミニ
=ヨ

閣司H7子情報交換)0こ
「パパきじゃJ自由W、 スキンシヴ宙日■ 書 、絵本の読み日かせ、おもちJW作0こ

費用:無料

申し込み:不喜(直持会場へ)

※宅しゃポ
"ポ

ヘの参加け月2口春てです ご部合の良い口を選んでご参К ださい

IH01合わせ先l町田市生涯学習センター 町田市原町田6-3-l TEL:042-728-007:

生涯学習センターからの詢知ら世

楽しむ・嘉う♪輝くママの家庭教育支極学緞
'7年

鷹生募集′(保育付)

詳綱勝、町田市ホームページをご覧ください



<イベントカレンダー > ※イベントの詳細につιlτ勝各国にお問合わ世ください

特に記載のない限ι
l、 開催場所勝主催保青口です

きた各イベント勝保護者(ス勝太人)こ一緒の参加こならlきす

日 曜 主催籠澱 予約・費用・場所他 イベント名(対象年齢 )・イベント内害 時間

8 日

高ヶ坂ふたば保育園 要予約 さくらんぼくらぶ (2～ 3歳児)しやばん玉遊び 10:00-11:00

こうりん保育園
要予約 (10組)都営
金森第6アパート第2

集会室 駐車場4台

お話会 「お話し如雨露」の方による手遊びやわらべ

歌、読み聞かせなど 読み方のコツなども教えてもら

えます (予約受付平日10ЮO～ 17ЮO)

10:30～ 11:00

9 火

こびとのもり保育園
要予約 (3組 4/25
10:00-)

お誕生会 5月 生まれのお友達、保育園のお友だち
とお誕生日のお祝いをしましょう:

9:30～ 10:30

ハッピードリーム鶴間
要予約 (平 日1000～
1■00)給食費有料

親子体験保育 保育園つてどんな所?親子で一緒に

体験してみませんか?
9:30～給食終了

高ヶ坂保育園 ・や
あそぼう会 身体測定 地域のお友だちの身体測定
を行います 大きくなったかな?

10:00-11:00

二ばと保育園
要予約(8組 4/25
1000～)駐車場あり

ベビーマッサージ(2～ 12か月児)どこでも簡単にで

きるマッサージをいつしょに楽しみましょう!バスタオ

ル・飲み物持参

10:00-11:30

市立金森保育園

金森図書館 (2階 )

第2駐車場をご利用く

ださい

よちよちひろば(～ 10か月)ゆつたりとおもちゃで遊
んだり、ふれあい遊びを楽しみます 子育ての情報交

換もできます              _____
14:00-15:00

:0 ホ

町田わかくさ保育園
要予約 (5組 )

駐車場5台

プレママ&新米ママの初めて育児 初めてお産を迎

える方・産後2～ 3か月の方、赤ちゃんのいる暮らしに

ついてお話しませんか?0歳児組の見学可

10:00～ 10130

レイモント
・
南町田保育園

電
‐

4●

お誕生日会 保育園で一緒にお誕生日会に参加して

みませんか?
10:00～ 10:30

市立金森保育園
雨天中止(900に判
断)地域専用駐車場
5`卦 (9:30～ 16:00)

体育あそび (1歳6か月～)空調工事のため園庭の

みで遊びます 身体をたくさん動かして遊びましょう
10:00～ 11:00

町田南保育園
要予約 (3組)予約受
付時間 (平 日1000～
1■00)駐車場7台

誕生会 保育園の誕生会で一緒にお祝いしましょう

誕生会の後は保育園のホールや園庭で遊べます
10:00～ 12:30

こうりん保育園
要予約 (10組)都営
金森第6アパート第2

集会室 駐車場4台

寝相アート(～ 1歳 )テ ーマは「母の日」 お家から衣

装を着てきてもOK持つてきてもOK(予約受付平日

10:00-17:00)

10:30-12:00

南つくし野保育園 南町田会館Bホール
にこにこランド 保育士によるパネルシアターやふれ

あい遊びです 気軽に足を運んでください :育児相談
も承ります

14:00-15:00

ホ 光の原保育園 ¢
おしゃべリティータイム お茶を飲みながらおしゃべり
しましよう!育児のこと、家庭のこと、悩みごと“・み
んなで語りましょう !

10:00-11:00

12 金

高ヶ坂ふたば保育園 要予約

こあらくらぶ (H28.10月 生まれ以降の赤ちゃん)「い

つでもどこでもベビーマッサージ春のコース(1)」 (全3

回)持ち物:′ スヽタオル

10:00～ 11:00

南つくし野保育園 要予約

みんなのおへや開放 お部屋の開放をしています
色々なおもちゃがありますよ どうぞお気軽に遊びに

きてください
10:00-11:30

こうりん保育園
要予約 (10組)都営
金森第6アパート第2

集会室 駐車場4台

寝相アート(1歳～)テーマは「母の日」お家から衣

装を着てきてもOK持つてきてもOK(予約受付平日

10:00-17:00)

10:30～ 12:00

15 日 市立金森保育園
ふれあいもみじ館
駐車場10台

靴下着用

ぷちわんひろば(11か月～1歳 6か月)好きなおも
ちゃで遊ぼう 親子で触れ合い遊びや体操もします

10:00～ 11:00

:| 火

高ヶ坂ふたば保育園
要予約
保護者食事代300円

体験保育 (2歳～)親子で同年齢のクラスに入つて、

園児と楽しく過ごしましょう 給食も食べます
9:15-12:00

高ヶ坂保育園 撃
あそぼう会 誕生会 5月 生まれのお友だちの誕生会
を行います 歌とカードのプレゼントがあります 誕生
会は1100～

9:30～ 12:00

光の原保育園 要予約
つくつてあそぼう 廃材を使つてオリジナルのおもちゃ
を作りましょう!

10:00～ 11100
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日 曜 主催施設 予約・費用・場所他 イベント名(対象年齢 )・イベント肉害 時間

17 水

南つくし野保育園
要予約 (各クラス3組 )

有料 (昼食1食 300円お
やつ1食 100円 )

親子体験保育(3か月～)保育園つてどんなところ?
親子で体験してみませんか?給食・離乳食もご用意
できます

930～給食終了

町田わかくさ保育園
要予約 (5組 )

駐車場5台

まんまクラブ(1歳児クラス)1歳児クラスのお友だち
と一緒に歌や手遊び、絵本の読み聞かせなどをした
後、外で遊びましょう 園見学も可

9:45-10:15

市立金森保育園
鶴間公園 さわやか広
場 雨天中止(a00に
判断)

鶴間公園で遊ぼう 鶴間公園でたくさん身体を動かし
ましょう 親子で体操をしたり、かけつこをします

10:00-11:00

高ヶ坂ふたば保育園 おひさまくらぶ ふうせん遊び 10:00-11:00

18 ホ 光の原保育園 要予約 (8組 )

ベビーマッサージ(4か月～1歳未満)ベビーマッ
サージで赤ちゃんの心もからだもスッキリ!各自バス
タオルを1枚ご持参ください

10:00-11:00

:9 金

ハッピードリーム鶴間

〈̀
と

1ヽ   (|::ili:::::::::;レ

ハッピーこっこ 紅茶を飲んでほっと一息入れながら、
楽しく遊んだりお喋りしましょう

9:30-11:00

ハッピードリーム鶴間
ゆめたまご(妊婦～4か月)これからの育児に関する
不安や悩みなど、先輩ママや同じプレママに話してみ
ましょう !

9:30～ 11:00

町田南保育園 駐車場7台
おしゃべり広場 育児の悩みや不安など、保育士や
保護者の方とお話しましょう 個別のご相談もお受け
しています お申し出ください

3:30-12:30

レイモント
・
南町田保育園

鶴間公園
雨天時保育園

「遊び歌シンガーソングライターシヤケさん」と一緒に
遊ぼう「保育シンガーソングライター荒巻シャケさん」
と一緒に歌遊びやふれあい遊びを楽しみませんか

10:00-11:00

ねむの木保育園 要予約
みんなで遊ぼう! 手作りの玩具や木製玩具で遊び
ます

10:00～ 11:30

20 土 ハッピードリーム鶴間
要予約 (15組まで 平
日10:00～ 17:00)

育児講座「離乳食の進め方」 栄養士が離乳食の段
階や、食物アレルギーについてお話しします

10:00-11:30

22 日

市立金森保育園
ら、れあいもみじ館
駐車場10台

靴下着用

わんわんひろば(1歳7か月～)好きなおもちゃをみ
つけて遊びましょう 親子でのふれあい遊びや体操も
一緒にしましょう

10:00～ 11:00

高ヶ坂ふたば保育園 要予約 さくらんぼくらぶ (2～ 3歳児)絵の具遊び・誕生会 10:00-11:00

23 火

成瀬南野保育園
要予約 (10組 4/25
100～ 5/10締切 )

ベピーマッサージ(2か月～1歳迄)オイルを使い
マッサージをおこない、赤ちゃんも十分リラックスでき
ます

9:30～ 10:30

光の原保育園
雨天時室内での講座
のみ

ごみ出前講座 ごみ収集車が園庭にやってきます
物の大切さを楽しく学びましょう :

10:00-11:00

市立金森保育園
金森図書館 (2階)第
2駐車場をご利用くだ
さい

たのしいおりがみ(1歳～)お子さんを遊ばせなが
ら、大人が折り紙を楽しみます 時間に遅れないよう
にお越しください

10:30～ 11:30

市立金森保育園
金森図書館 (2階 )お は
なし室 第2駐車場を
ご利用ください

よちよちひろば (～ 10か月)ゆつたりとおもちゃで遊
んだり、ふれあい遊びを楽しみます 子育ての情報交
換もできます

14:00´V15:00

24 ホ

町田南保育園
要予約 (3組)予約受
付時間 (平 日1000～
1700)駐車場7台

ごみと環境の出前講座 人気の清掃車がやってきま
す 楽しい演奏やお話で、環境問題もわかりやすく楽
しく学べます

9:30-12:30

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 4/25
9:30-)

お誕生会 (5月 生まれのお子さん)5月 生まれのお友
達 保育園のみんなとお誕生日のお祝いをしましょう

9:50～ 11:00

成瀬南野保育園
要予約 (お祝い2組
見学5組 4/25 9ЮO～
5/10締切 )

誕生会 誕生月のお友達にはカードのプレゼントが
あります 保育士からの楽しい出し物をみたり、みん
なでお祝いをします

10100-10:40

市立金森保育園
要予約 (15組 4/25～
9:00～ 1■00)成瀬コ
ミュニティセンター

育児講座「リズムあそびJ(6か月～1歳 )心も身体も
リフレッシュしませんか 先生と一緒に親子でリズム
遊びを楽しみましょう 駐車場なし

10:00-11:00

高ヶ坂ふたば保育園 ぐ おひさまくらぶ 手作りおもちゃ工作 10:00-11:00
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日 曜 主催蘭置 予約・■日・場所他 イベント名(対象年齢)・イベント肉害 時間

24 ホ 町田わかくさ保育園
親子写真カード有料
50円 駐車場5台

身体測定&誕生フォト 身体測定。お気軽育児相談
誕生月のお子様は親子で記念撮影し誕生フォトカー
ドを作ります

10:30～ 11:00

25 ホ

市立金森保育園
成瀬台ゆりの木会館
駐車場なし

ゆりつこひろば おもちゃでじっくり遊んだあとは体操
をして、身体を動かして遊びましょう

10:00～ 11:00

もりのおがわ保育園
要予約 (10組 4/25
930～ )つくし野セント
ラルパーク 雨天中止

公園で遊ぼう! 広い公園で伸び伸びと親子で外遊
びを楽しみませんか?1000にもりのおがわ保育園集
合(園より送迎バス)飲み物持参

10:00～ 11:30

成瀬くりの家保育園 要予約
誕生会 5月 生まれのお友だちの誕生会です 保育
園のお友だちと一緒にお祝いをしましょう

10:15-11:00

こびとのもり保育園
要予約(5組 4/25
1000～)食事代有料
300円

こびとランチタイム (1歳半以上のお子さん)保育園
のおいしい給食を食べながら、楽しくお話しません
か?普段のご飯のヒントにもなりますよ !

11:00～ 12:00

26 金

南つくし野保育園 鏃
ちょつとほつとカフェ 子育て中の保護者同士でお茶
を飲みながらお話しませんか?健康相談・身体測定
もしています

9:30-11:00

こばと保育園
要予約 (10組 4/25
1000～ )駐車場あり

誕生会 5月 生まれの誕生会 !お誕生会に参加した
あとは、ステキな衣装を着て記念撮影をしませんか? 10:00-11:00

光の原保育園 Oo わらべうた 伝承遊びのわらべうたを楽しみましょ
う!

10:00-11:00

29 日 市立金森保育園
ふれあいもみじ館
駐車場10台

靴下着用

ぷちわんひろば(11か月～1歳 6か月)好きなおも
らゃで遊ぼう 親子で触れ合い遊びや体操もします

10:00～ 11:00

30 火

こうりん保育園
要予約 (5組 ～5/26)

駐車場4台
お楽しみ会 ミニ運動会 5月 生まれの誕生会も行い

ます (予約受付平日1000～ 17ЮO)
10:00～ 10:45

こばと保育園
要予約 (3組 4/25
10ЮO～ )駐車場あり

体験保育 (H.26.4/2～ H.27.3/31生まれのお子さん)

こばとの保育を体験してみませんか? 10:00-11:00

光の原保育園 重..

みんなのひろば おもちゃであそぼう!お友達と一緒
こ楽しく遊びましょう 保護者同士のお話も楽しめま
すよ !

10:00-11:00

町田南保育園
要予約 (5組)予約受
付時間 (平 日1000～
1700)駐車場7台

わらべうた。ベビーマッサージ(2～ 8か月)楽しいわ
らべうたに合わせてベビーマッサージをしましょう
予防接種後は2日 後以降にお越しください

10:00-12:30

3, ホ

市立金森保育園
成瀬台公園 雨天中
止 (9ЮOに判断)

駐車場なし

成瀬台公園で遊ぼう 成瀬台公園で思いつきり遊び
ましょう 親子で体操やボールあそび等、体をたくさん
動かそう

10:00-11:00

町田わかくさ保育園
要予約 (10組)雨天
時室内 (内容変更あ
り)駐車場5台

お店屋さんごつこ 園児が作つた品物がお店屋さん
(ごつこ)に並びます !お買い物をして楽しく遊びま
しょう お買いもの袋をご持参ください

10:00～ 11:00

成瀬南野保育園
要予約 (10組 4/25
900～ 5/10締切 )

雨天中止

ゴミと環境の出前講座 ゴミ収集のおじさんたちと一

陪に楽しい歌をうたつたり、お話を聞いてゴミ減量の
お勉強をします ゴミ収集車もやってきますよ

10:00～ 11:00

高ヶ坂ふたば保育園 ① おひさまくらぶ 身体測定・誕生会 10:00～ 11:00

にこにこクラフ

お閥 ル 会や工作、からだをつかった
みんなあつきれ にこにこクラフ′

遭びや璽仕会、季節の行事に 、楽しい■ログラムを用意してll●す

日時:5日

'2日

019日 026日 (金)10::5～ ‖:30(ラン子タイム,::30～ 12:30)

※:2日勝「はじめ春しての会Jを行喀い春す 今年鷹景悧p日ですので、是♯遭びに来τください
※学童クラ7専用通日間をご利用ください

I問い合わ世先 l

なんなる導電童僣l育クラ7(南威,顔Jヽ学峡敷地n) 南威瀬 3-6 TEL:042-726-'758 
ぶ蒋喩ト

7



親子の絆づくら17ログラム“蘇ちゃんかきた f“ (愛称:BP7ログラム)

～思春期から花開く0歳時期の育児～

BP勝初めて赤ちゃんを育てている母親のための7ログラムです 轟ちゃんこ―緒に参加していただき春す
母親同士で安心できる霧口気の中で、自分の青児の喜びや親としての違いことを日し合いなからこれからの
子青τに必喜な知識を学ぶ、参加型7ログラムです聞きたいことを聞いて書段の生活に役立てたιl、 なだぢ
作ι:の機会にしていただけたらこ思l13す

日 時 :20:7年6月2日・9日・:0日・23日餌 口違競嬌座(毎週戯曜日)9時30分～‖時30分
対 象 :2010年 12月 19日～2017‐月2日生きれ(町田市在住0第 1子こ母親 )

定 員 ::0組 (先薔願 )

場 所 :鶴‖市民セン●爛 室(―)(町田市大蔵町 198:-4)
費  用:314円 (税込・テキスト代)

申し込み:電話き佛 、下記の時 育て相餞センター

…

しいた腱 お申込みください

予約受付:20:7‐月25日 (火 )～  9時～:7時

申し込み■轟 ンター
FAX8042-734-3● 80

※ 講座の詳細、各地域の開催スケジュー′しについては、町田市ホ■ムページをご覧ください

朧
瓶
師

―
"ノ

～:… 22…
… …

■～

日程 :2017年4月25日・5月 23日 00月 27日 07月25日 08月22日・9月 20日・10月24日
11月 23日・:2月 26日 02018年 1日 30日・2月27日・3月27日 (全火曜日)

: :3:30～ :4:30
:10代から22歳くらい春

“

ィィこ橿帽駐ん
:生涯学習センター(100MACHIDAピ′ι●階)保育室

※予約勝必喜あι日せん お気軽にお越しく出 1

お子さんを遭膠世ながら、みんじてaι響 lしきしょう′
『わたわ7-卜 (テコじ―ションした背景て詢子さんのアート写真を撮影 )』や
その條 しい企■に‖フじッシュしきしょう′

IHll合わせ先l忠生地電子育τ相餞センター  TEL8042-789-7545

≪キッスアタックIN威瀬≫

日時 :5日22日 (月 )‖ :00～ ‖:45

場所 :成瀬コミニ モミ ンター ,階ホーrL(面威瀬2-49-:)
対象 :0歳～就学前の乳幼児こその保護者

向害 :スキンお 7を中心としtH― 、簡摩むゲーム、工常ヽ おけ0しなこ

I間し1合わせ先l 子Ctセン●―Uあた 金森4-5-7 TEL 042-788-418:
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I  この「子育てひうけ力じンダー」勝町田市公式ホームページでもご覧いただけ春す ′′    I
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※喜予約のイベ〕 てください
このカレンダーは町田市子ども生 発行しております

冒三言舌 042-724-4468(雇望更五)  Fax 050… 3101-9459
「この冊子は、8741部 (5地域分)作成し、1部あたりの単価は52円です(職員人件費を含みます)」

8
リサイクル菫性◎
この印嘔胸は、印用用0無ヘ

リサイクルでせます。


