
(南地域版)回 覧

各国にお問い合わせください

※特に記載かない限ιl駐車場はあι:きせん お車での来日勝ご遠慮ください
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↓この南地域版昴 下記の保育国のイベントについてご紹

`

いしていきご
げ ▼  みなみお悔

保青日名 翻 ITei IFa責
マ|イ保青目

一

日

① 威瀬くらlの家保青日 町田市成瀬 1-5-1 042-710-8177 042-710-8178 ○

l② l高■坂保育国 町田市高ケ坂6-2-10 042-727-2373 042-727-5373 ○

③ 高ヶ坂ふたば保育日 町田市高ヶ坂7-26-6 042-720-8215 042-720-8217 ○

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

⑤マ著竃彗撃暮署相譲センター)
町田市金森東1-12-16

042-710-2752
(子育てひろば専用)

042-710-2753 ○

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

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

③l光の1原保青園 町田市南町田1二3-48 042-788■5381 042■ 788二5385 ○

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

‐⑩l′ ●ヽピ■卜■|■ム鶴間 町田市南町田4=22,7 042■ 796・3322 042■ 796■33281 O

① こうι:ん保育□ 町田市金森7-6-1 042-725-7070 042-727-2822 ○

‐⑭lt■ |の|お|か|わ保育園 日丁日日司FJヽり:11-11■2 042-788=7025 042‐ 1799■2070 ○

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

l⑭●こ|びこ
―
のも■保青園 町田市小りl16-1-32 042-850-5423 042-795■ 1455 ○

⑮ レイモンド南町田保育国 町田市鶴間84-30クレイント
・
ヒ
・
ルlF 042-706-9641 042-706-9642 ○

⑩l町田南保青□ 町田市金森東4-36-3 042-796■ 8346 042-796二8346 ○

※ 1 1



<戸
7岬堡 亨 ‐甲‐||||||||‐   ‐|||

:‐ 子育て相談 ■ |■■‐|  ■.      ‐■‐■
‐2017年 6月毎週月‐|～1金曜日■1000～ 16●0■ ||.|

食事、睡眠のこと|‐子‐育‐ての悩み等      ■
気軽にご相談くださし―ヽ■

‐ ‐

電話による相談も受け付けています

来園前にお電話ください .

・あそぼう会 園庭・室内遊び ‐

2017年 6月 6日・13日・20日・27日 (火曜日)

9:30～ 12:00      1

親子で、又、在園児と一緒に園庭や室内で遊びます

口あそぼう会‐集まリー|■  ||||■‐   ■■
2017年 6月 6甲 1lo甲

|‐ 29甲「77日 (本曜日)||||

||■ |

集まりは 1‐ 100～|■ |||■■■■■|‐ |‐

・   ‐
■|

口ひだまり広場 |■ ‐■‐|‐■ .‐ ■|‐ _       ・

2017年 6月 8日・15日■22日 129日 (木曜日)

9:30～ 12:00      1■      |

屋上テラスで自由に遊びましよう: 雨天中止

く市立金森保育園>|■■|■■‐| |‐‐

|‐園庭開放・  ■■‐■|■||■■■・ ■

■2017年6月 毎週月～土曜日|13●0ん 1700‐
‐
広い園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6月 毎週月～土曜日 &30～ 17●0

子育てのことを一緒に考えましょう
相談は電話、来園、家庭訪間でお受けしています
土曜日の希望は要問合せ 

‐

口室内開放  ‐  .■  |■
‐2017年6月 毎週月

～
金曜日 (木曜日を除く)

|110:00-16:001  1‐ ||||||||||||‐ |||  
‐

空調工事のため5月 1日
～

7月 |十日まで■

1南地域子育て相談センタ■1相1談室(金森保育園内)

.他施設にて1行います|||■■■ |■■|■■
■※月曜日|ふれあいもみじ館6月 26日 (1000～ 1530)

●| |‐ 6月 5日 ,12日 (13:00～ 15:30).■  ■ ‐

■※火曜日:金森図書館2階おはなし室
1  6月 27日 (10:30～ 1530)6月 13日 (13:00～ 15:30)

※水・金曜日:南地域子育て相談センター相談室
6月 7日・9日・14日・16日 ‐21日・23日・28日・30日

(10:00-16100)          .

口育児サークル支援
2017年 6月 毎週月

～
土曜日 830～ 1■00

サークル活動へのアド′`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 |‐ |‐ ■|‐ _   |
■おもちやの貸し出し要予約(91∞‐

～
17●0).■  ||

■※地域専用駐車場2台 (930～1600).■■|  ■■

<保育国からのお知らせ>このページに勝、定期的に開催されるイベントについて掲載しています

※特に記載のない限ιl・
¨①日曜日および祝日はお休みです ②各イベントロ熙料です (D駐車場脇 ιl春せん

く南つくし野保育園>■ |

1園庭開放         |
2017年6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

<レイモンド南町田保育園 >‐ ‐

・園開放(れもんてぃ二).■■■■||‐ _
‐2017年6月 毎週火=水・木曜日■■30～ 1230

1‐子育て支援室にて ■■■|■■ ■■| |
■園開放「れもんて―ぃTJを行うてお―ります・

|お気軽に遊びに来てくださいね
―
|■ |■

‐

<高ヶ坂ふたば保育園>
・園庭開放   ■‐‐ |‐ ■■■|

2017年 6月毎週月～
土曜日■9ЮO～ 17Ю0

園庭を開放しています●気軽に遊びに来てくださし―)

口子離騨鼈墓鷲韮ざす1雫■|■■|
(19日 午前・22日‐午前を除く》‐■■■■ | | |
9:00～ 1280 15:00～‐17100・■■|| | ‐|   ‐ |

保育園に来て、友達|の 1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 6月 2日 (金曜日)・ 5日・26日 (月 曜日)

7日・14日・28日 (7K曜 日)11:00～ 12:00

親子でゆつくり本を選びませんか

本の貸出を行います   |‐

2

金森□書館からのお知らせ

★おけなし会★

0日 7日・

'4日

02,日・28日 (水曜日)'5:15～
★ちょうちょうお話会★

6月 ]0日 (金曜日)'7:00～

I問い合わせ先 l

金森□書館 金森東3-5-l
TEL:042-7:0-17:7



<こうりん保育園>
・園庭開放

2017年 6月 毎週月～土曜日 1090～ 1130
大きな固定遊具や砂場など、

親子で園庭遊びをお楽しみください

お気軽にどうぞ !

駐車場4台 (要確認)

・子育て相談
2017年 6月 毎週月・水口金曜日 10∞～1ユ∞

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

・りんりんひろば
2017年6月 毎週月口水口金曜日 1000～ 13:∞

室内開放
親子で一緒に遊びましょう 身体測定もできます
飲食も可
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 6月 毎週月～金曜日 10ЮO～ 1l Ю0

保育園のお庭で遊びましょう
雨天中止

・まろんひろば
2017年6月 毎週月～金曜日 10∞～1ユ00

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

<町田南保育園>
・保育園で遊ぼう

2017年6月 6日・13日 D20日・27日 (火曜日)

7日・14日・21日・28日 (水曜日)9:30～ 12:30

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6月 9日・23日 (金曜日)a30～ 1230
みんなで遊んだ後に手遊びや

絵本 B紙芝居などを楽しみましょう
おはなし会の後は園庭やホールで遊べます

※駐車場7台

<成瀬南野保育園>
・園庭開放

2017年 6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>
・子育て相談

2017年 6月 毎週月～金曜日 1090～ 16●0

食事のこと、睡眠のことなど

ちょつとした子育ての悩みをご相談ください

・ こびとひろば (室内開放)

2017年 6月 毎週月日水・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

<ねむの木保育園>
・ねむの木ひろば

2017年6月 14日・28日 (水曜日)10:00～ 11100

親子で一緒に遊びましょう
成瀬が丘ふれあい会館

礫 おお轟 総鶴轟

<もりのおがわ保育園>
・ 子育て相談

2017年 6月 毎週月～金曜日 990～ 17●0

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 6月 毎週火・水・金曜日 鋭30～ 1230
保育国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 !

・ベビーマッサージ2回コース(～ 8か月)

2017年 6月 8日・15日 (木曜日)10:00～ 11:00

ベビーマッサージ2回コースです
両日共参加可能な方を募集します (オイル使用)

バスタオル、飲料、オムツ持参

要予約 (5組 5月 25日 a30～ )

3



く光の原保育園> ■■|

■育児相談        ‐
‐

|・

■2017年6月 毎週月～金曜日 9100■ 17Ю0

1‐1食事のこと、睡眠のこと、発達について■

く|ばと保育園> ■■■■||
1● :|■■|‐

‐           ||||||■ ■

1日庭開放       ■■||■ .

■″0"年6月毎週月～金曜日1壺

"■
12:00

1維?離下輩鶏臨ι亀農轟
1莱達

=義
あり     _ |‐ ||‐ ‐   ‐

“

勧″轟 ンノ
～10-22自 くらい事でのィィあつきれ″～

年間予定 :

2017年0日27日 07月 25日
8月22日・9月26日・10月 24日・::月28日
12月 26日・2018年 1月 30日・2月27日 03月 27日
(全火曜日)

時間 :,3:30～ 14:30
対象 :10代から22歳くらいきてのママこ任婦きた
場所 :生涯学習センター

(,09MACH:DAEIL 6階 )保育室

※予約勝必要あιlきせん お気軽にお越しください

難 鷲 馘 雛 聯
画て|′フじッシュしましょう′

問い合わせ先 :忠生地電子育て相談センター

電:雷042-789-7545

<町田わかくさ保 1育園 >     ■|

0園庭・室内開放■■|■■‐       |‐ ■
2017年6月毎週月‐

～
土曜日 0:∞～16●01・ |

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     ■‐
‐
■

ρむQ心 にこにこクラフ ρ騒9轟

響     す
日時:6月 2日・9日・:0日 023日 030日 (毎週金曜日)

10::5～ ‖:30(ラン手タイム:::30～

'2:30)
※23日勝「からだをつかってあそぼうJを行日春す
なかなか外て遊べないこの時期、
大きなお部屋て元気いっぱいに遊び参しょう

I問い合わ世先】
なんなる学童保育クラ7(南成瀬小学校敷地内)

諄5rt浦目3-6 TEL:042-726-1758

時
所

　

象

害

日
場

　

対

内

≪キリスアタックIN威瀬≫

6月 26日 (日曜日)1,:00～ :::45
成瀬コミュニティセンター :階ホー′L

(町田市西成瀬2-49-1)
0歳～輔学前の乳幼肛 その保護者

スキンシヴ留を中心とした親子遊び、

簡単なゲーム、工作、お腱 しなこ

I問い合わせ先 l

子どもセンターけあた 金森4-5-7
TEL 042-788-418,

4



<イベントカレンター> ※ィベントの詳細につιlては各国にお問合わ世くださll

特に記載のない限ι
l、 開催場所は主催保育□です 慮ン離 保護者(ス勝太人)こ

日 曜 主催施設 予絶・費用 ,場所他 イベント名(対象年齢 )・イベント内害 時間

: ホ

こうりん保育園 駐車場4台 (要確認 )
お話会 「お話し如雨露」の方による読み聞かせ 0～ 2

哉児向けと3～5歳児向けの2回行います
10:00～ 10:45

光の原保育園 Φ
エアポリンで遊ぼう 大きなエアートランポリンやエアー
すべり台であそびましょう !

10:00～ 11:00

2 金

南つくし野保育園

。
 1讐ヨな。

わくわくママルーム (もうすぐママ・0～ 4か月の赤ちやん)

もうすぐママ、プレママ仲間と一緒におしゃべりをしませ
んか ?先輩ママもいますよ !

9:30～ 11:00

南つくし野保育園
BABYカフェ(0～ 1歳)赤ちやんとママ・パパ、保育園ヘ

遊びにきませんか ?一緒に遊びゆつくりお茶を飲みなが
ら情報交換しましょう

9:30～ 11:00

高ヶ坂ふたば保育園 要予約
こあらくらぶ (H2811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(2)(全 3回)持
ち物プヽ スタオル

10:00～ 11:00

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

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 (5組)都営金
森第6アパート第2集会
室

いつしょにあそぼ ! 簡単な体操や手遊びを一緒に楽し
みましょう 駐車場4台 (要確認)

10:30～ 11:30

3 土 成瀬くりの家保育園
要予約 成瀬中央小学
校 雨天中止

厘動会 保育園の運動会に一緒に参加しませんか
詳細はお問い合
わせください

5 月

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～ 4歳)H254月 ～H27.3月 生まれの
お子さん対象 室内アスレチック遊び

10:00～ 11:00

こばと保育園
要予約(8組 5/25
1000～ )駐車場あり

ベビーマッサージ(2か月～1歳)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

6 火

ハッピードリーム鶴間
要予約 (平 日1000～
1700)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 ? 930～給食終了

高ヶ坂保育園 ′

"

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 大きくなつたかな? 10:00-11:00

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

おはなしかい 楽しい絵本や紙芝居をします どんなお
話かな?お楽しみに

11:00～ 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～ 15:00

7 ホ

レイモント
・
南町田保育園

お誕生日会 6月 生まれのお誕生日会、保育園で一緒
にお誕生会に参加してみませんか ? 10:00～ 10:30

町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )

駐車場5台

育児講座「おむつはずれるかな」(1～ 2歳)「おむつは
ずし」ってどうすればいいの ?おむつはずしのお話とご
質問にお答えします !園見学も可

10:00～ 10:45

高ヶ坂ふたば保育園 Ω おひさまくらぶ おさがり春夏物の会 10:00～ 11:00

こばと保育園
要予約(10組 5/25
1000～ )駐車場あり

親子クッキング(2～ 3歳)保育園で人気のおやつを親
子で作つてみませんか 10:00～ 11:30

8 ホ こびとのもり保育園
要予約 (7組 5/25
10:00-)

離乳食講座 (プレママ、0歳児)離 撃L食を楽しく試食し
ながら、保育園の栄養士が作り方のコツをお話しします

13:00～ 14:00

9 金

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

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

5
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,2 月

市立金森保育園
ら、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 親子でら、れあい遊びや体操もします

10:00-11:00

こうりん保育園
要予約 (5組)都営金
課第6アパート第2集会
室 駐車場4台

寝相アート(1歳未満)テーマは父の日 お家から衣装
を着てきてもOK持つてきてもOK

10:30～ 12:00

13 火

高ヶ坂保育園 υ6 あそぼう会 体操 親子で体を沢山動かして体操を楽し
みましょう!体操は1l ЮO～

9:30～ 12:00

町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )成瀬駅
前センター和室

わらベビ駅前教室1(生後2～6か 月)わらべ歌を使つた
ベビーマッサージで親子でリラックスしましょう
バスタオルをご持参ください 全2回

10:00-10:30

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

'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

市立金森保育園
要予約 (10組 5/25～
)00～ 1700)金森図書
館(2階おはなし室 )

育児講座「赤ちやんと一緒にリラックスタイム」(0歳)ス
キンシップを通したコミニュケーションを親子で体験しま
しょう

10:30～ 11:30

14 水

町田わかくさ保育園
要予約 (5組 )

駐車場5台

0歳児みるくクラブ 0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

9:45-10:05

町田わかくさ保育園
要予約 (5組 )

駐車場5台

ブレママ&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歳児組の園見学も可
10:00-10:30

成瀬南野保育園
要予約 (お祝い2組 見

学5組 5/25900～
6/9黎南七Л)

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
況いをします

10:00-10:40

市立金森保育園
雨天中止 (900判 断 )

地域専用駐車場2台

(9:30～ 16:00)

体育あそび(1歳6か 月～)広 い園庭で体操したり遊具
を使つてたくさん身体を動かしましよう

10:00～ 11:00

高ヶ坂ふたば保育園
|||:::::|||||::|)                .

おひさまくらぶ 保健師講座「乳幼児の事故予防」 10:00～ 11:00

南つくし野保育園 南町田会館Bホール

ここにこランド 保育士によるパネルシアターやふれあ
ハ遊びです 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

15 ホ 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

惜に歌や手遊び、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
9:45-10:05

:| 金

ハッピードリーム鶴間
∞疹象

ハッピーこっこ 紅茶を飲んでほつ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
膠 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

護者の方お話しましよう 個別のご相談もお受けしてい

ます お申し出ください
9:30～ 12:30

レイモント
・
南町田保育園

絵本の読み方・選び方 図書館の司書さんから、楽しい

陰本の読み聞かせや、年齢でおススメの絵本の紹介を
|´ていf‐ だ青ます

10:00-11:00

高ヶ坂ふたば保育園 要予約
プレママハッピーくらぶ (妊娠中の安定期に入つたプレマ

マ)赤ちゃんの手作りおもちやとティータイム
10:00～ 11:30

こばと保育園
要予約 (4組 5/25
1000～ )有料 (親子で
500円)駐車場あり

こばとランチ(1歳半～)保育園の遊具やおもちゃでたく
さん遊んだ後はおいしい給食をどうぞ !

10:00-12:00

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

寝相アート(1～ 5歳児)テーマは父の日 お家から衣

装を着てきてもOK、 持ってきてもOK
10:30～ 12:00

20 火

成瀬南野保育園
要予約10組 (5/25■00
～6/9締切 )

ベビーマッサージ(2か月～1歳迄)オイルを使いマッ

サージをおこない、赤ちやんも十分リラックスできます
9:30～ 10:30

こびとのもり保育園
要予約 (3組 5/25
10:00～ )

6月 お誕生会 6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 !手作リカードもプレゼン

ト1´ます
9:30～ 10:30

高ヶ坂保育園 颯
あそぼう会 制作 梅雨にちなんだシール貼りをします

親子で一緒に楽しみましょう!制作は1000～
9:30-12:00

|
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20 火

ハッピードリーム鶴間
要予約 (平 日1000～
1700)給食費有料

幌子体験保育 保育園つてどんな所 ?親子で一緒に体
験してみませんか? 930～給食終了

こうりん保育園
要予約 (～ 6/15)

駐車場4台
お楽しみ会 職員による合奏 知つている曲がたくさん
聴けるかな?6月 生まれの誕生会も行います

10:00～ 10:45

こばと保育園
要予約 (20組 5/25
10:00～ )

人形劇 劇団による人形劇です 親子でいつしょに楽し
みましょう

10:00-11:00

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

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
笠森図書餌 (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)おもちゃで遊んだり、ふれ
あい遊びをします また保健師によるミニ講座「赤ちゃん
のお肌ケア」があります

14:00-15:00

2' 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～5歳)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

9:30～給食終了

町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )成瀬駅
前センター第2会議室A

わらベビ駅前教
=2(生

後2～ 6か月)わらべ歌を使つた
ベビーマッサージで親子でリラックスしましょう 全2回
バスタオルをご持参ください

10:00-10:30

こばと保育園
要予約 (10組 5/25
1000～)駐車場あり

誕生会 6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

こうりん保育園
要予約 (5租,都富金

森第6アパート第2集会
室

新聞遊び てるてる坊主制作 梅雨ならではの制作で
す お出かけしたい日の前に飾つて !

10:30～ 11:30

22 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 おもちゃでじつくり遊んだ後は、体操な
ど身体を動かして遊びましょう ※会館の都合上、急な
中止あり

10:00～ 11:00

23 金

南つくし野保育園
らょっとほつとカフェ(2～ 5歳 )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

光の原保育園 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

レイモント
・
南町田保育園

要予約 (12組)予約受
付時間(900～ 16ЮO)

「デカルコマニ」ペンダント作り 絵の具をペタッと紙に乗
せ閉じて開くとどんな模様が出来るかな?出来た模様で
ペンダントを作りましょう !

10:00～ 11:00

ねむの木保育園 要予約 みんなで遊ぼう 手作り玩具や木製玩具で遊びます 10:00-11:30

成瀬くりの家保育園 要予約
誕生会 6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

虫よけ作り 看護師によるミニ講座です 手作りの虫よ
けを作ります 駐車場4台 (要確認)

10:30-11:30

21 月

市立金森保育園 鶴間会館 駐車場なし
みなみつこひろば(1)0歳 (2)1～ 3歳 おもちゃで遊んだ
り、親子のふれあい遊びをします 年齢にあつた時間に
ご参加ください

(1)10:00～ 11:30

(2)10:30～ 11:30

高ヶ坂ふたば保育園 要予約
さくらんぼくらぶ(2～ 4歳)H254月 ～H27.3月 生まれの
お子さん対象 ら、うせん遊び・誕生会

10:00-11:00

27 火

高ヶ坂保育園
あそほう会 誕生会 6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
11:00～

9:30-12:00

光の原保育園
みんなのひろば おもちゃであそぼう!お友達と一緒に
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

町田わかくさ保育園
要予約 (5組 )

駐車場5台

オンリーワンひろば(医療ケアのあるお子さん)ご家庭
で医療ケアを受けているお友だち、国に遊びに来ません
か 保護者の方もお話しましょう

10:30～ 11:00

28 ホ

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 5/25
9:30-)

お誕生会 (6月 生まれのお子様と保護者)6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

D:50～ 11:00

市立金森保育園
鶴間公園 (さわやか広
場)雨天中止 (9ЮO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

7
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28 ホ

こばと保育園
要予約 (5組 5/25
1000～ )駐車場あり

体験保育(1歳)こばとの保育を体験してみませんか? 10:00～ 11:00

高ヶ坂ふたば保育園 おひさまくらぶ 身体測定・誕生会 10:00～ 11100

町田わかくさ保育園 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

29 ホ

高ヶ坂保育園
要予約 有料 (食事代
300円 )

体験保育 (2歳～)保護者の方と一緒に給食までの時

間を在園児と一緒に過ごしませんか ? 930～給食終了

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

ましょう!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

こびとのもり保育園
要予約 (7組 5/25
10:00～ )

おむつはずし講座(1～ 2歳)おむつはずしつていつか
ら始めるの?やり方は?などおむつはずしのコツをお話
しします

10:00-11:00

町田わかくさ保育園
要予約 (3組)親子食
事代500円 駐車場5台

一緒に遊ぼう!1歳児体験保育 同い年の園のお友達
と親子で遊んで昼食を食べて、一緒に過ごしましょう

1000～昼食後

30 金

こばと保育園
要予約 (4組 5/25
1000～ )有料 (親子で
500円 )駐車場あり

こばとランチ(1歳半～)保 育園の遊具やおもちゃでたく

さん遊んだ後は、おいしい給食をどうぞ !

10:00-12:00

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

親こ子のきなびのひろば

日時 :「きしゃポッポJ6月 0日・:3日・20日 (火曜日)14300～ 16:00
「パパ●しゃ』 6月 25日 (日曜日)14:00～ 16:00

対象 :町田市内在住000,歳児こ保護者、マタニティの方 (「きじゃポリポJのみ)

場所 :町田市生涯学習センター 1階 保育室
内容 :「 きしゃポッポJ自由遊び、スキンシッ7遊び、手遊び、絵本の読み開かせ

ミニミ3件戸端(7子情報変換)なこ
『パパきじゃ』自由遊び、スキンシッ7遊び、手遊び、絵本の読躊開かせ、おもち癬製作むこ

費用 :無料

申し込み:不要(直撻会場へ)

※きじゃポッポヘの参加勝月2回春ccす ご都合の良い口を選んでご参加ください

I問い合わせ先l町田市生涯学習センター
町田市暖輯r田6-8-l  TEL:042-728-007:
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※要予約のイベンH劇目m笙出重話をしてください
「この冊子は、8591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)」

このカレンダーは町田市子ども生活部子育て推進課が発行しております

リサイクル菫性◎
この印覇義は、却疇馬の経ヘ

tJサイクルできます。

冒巨言舌 042-724-4468(羅塁iE)  Fax 050-3101-9459

8


