
町田市子育τ●●F
カレングー
(南地域版)回 覧
お佳きいの近くの「子育てひろけ」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ιlますので
各国にお問い合わせください

※特に記輯がない限ι:駐車場はあι:参せん お車での来□勝ご遠慮ください
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↓この南地域版酪 下記の保育国のイベントについてtrmイぃしてぃきす      みなみま長預聰辻
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① 成瀕く‖の憲保青ロ 町田市成瀬 1-5-1 042-710-8177 042-710-8178 ○

l②l高■坂保青□| 町田1市高ケ坂←2-10 042■727■2373 1042-72715373 ○

③ 高ヶ坂81たば保青日 町田市高ヶ坂7-26-6 042-720-8215 042-720-8217 ○

④ l町田わか―くさ保書□ 町田1市1成瀬7■10■7 042■72810288 042■728■0344 O

⑤マ蓋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 ○

⑥‐わO②ホ保育□ 町口1市全森東|117‐25 042-706■ 0‐733 042-70610737 ○

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

③‐光の原保青口 町田市南町田1■3-48 042-788■ 5381 042-788■5385 ○

○ 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■ピードー1.I=ム鶴問 町田市南町田4=22-7 042-796■ 3322 042-796二 3328 ○

① こう‖ん保育園 町田市金森7-6-1 042-725,7070 042-727-2822 ○

⑫ t11のおがわ保育日 町田司にrl、り:11-11-2 042-788■ 7025 042-799■2070 ○

⑬ 成瀬南野保育□ 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育国 町田市鶴間8-430クレイント
・
ヒ
°
ルlF 042-706-9641 042-706-9642 ○

⑮ l町口南保青ロ 町田市金森東4136-8 .042-796■8346 1042-796■8346 ○
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<保育日からのお知ら世>このページに勝、定期的に開催されるイベントにつllて掲載して1晴寸
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④各イベント勝保護者(ス勝六人)こ―緒の参加
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金森□書館からのお知らせ

★お腱 し会★

7月5日・

'2日

・19日・26日 (ホ曜日)15::

★ちょちぢ事ぢお議会★

7月21日 (金曜日)‖ :00～

※26日け夏の特1賄勝なし会

“

′

I問い合わ世先】
金森日書館 金森東3-5-l

TEL:042-710-1717

蛉
°
・ 挙亀 0・・ 浄

'・

等ち や°
・

帥礁獅J梶嘉滉鼎躍認180～ほ∞※参加勝月2回事てですPぶ聰
対象 :町田市内在住0001歳児こ保護者、マタニティの方 (「きじゃrfwポ Jの■)

場所 :町田市生涯学習センター 1階 保育室

内害 :「きじゃポッポJ自由道び、スキンシッ7遊び、手遊び、絵本の読み開かせ、ミニミニ♯戸端(7子情報交換
『パパきじゃJ自由遭び、スキン九 7遊び、手遊び、絵本の読み開かせ、おもちゃ製作むこ

申し込み:不要(直持会場へ)

I問い合わせ先】町田市生涯学習センター 町田市原町田6-8-: TEL:042-728-007:

ぶちくれよんひろば

午前中の学童保育クラ7を開放していきす 親子で遊べる楽しいひろば

“
おなだちこ一緒に道びにきてください

日時:7月 4日 OH日 (火)10:30～ ‖:45(11:45～ :2:30勝ラン千タイム開放 )

※4日には簡単な工作やお議会なこ餌 ベントを行っていきす

I開催場所・問い合わせ先】

欝解軽躍3窮 1蕪孟‖葬躍)■′::′;:′織9

生涯学習センターからのお知らせ ～音であそぼう～くるくるロケット

ロ時:7月

'3日

(ホ曜日)第 1部 10:00～ :0:50 第2部‖ :00～‖ :50(各回同一内害 )

対象 :町田市内在住の2歳力ら未就学児こ保護者

場所 :町田市生涯学習センター 1階 保育室

内書 :わらべ歌や打楽器を使った者の遊びを楽しみ春す

定員:各口10組 (申し込み順 )

申し込み:電話で生涯学習センターヘ

I問い合わ世先】町田市生涯学習センター 町田市原町田6-8-l TEL:042-728-007:
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<イベントカLンダー> ※ィベンド凛躙につιlて勝各国にお問合わ世くださら1

特に記載のない限ι
l、 開催場所は主催保育園てす

きた各イベント勝保護者(ス勝六人 %)こ

ヨ 一曜 菫催籠織| 曇総11■‖‖鶴聞籠: |イ帯ンl踊轟精熱年齢):“黎:澪A書 |

| |1llill!11 1

3 月

町田南保育園 駐車場7台
おはなし会 (～ 3歳)みんなで遊んだ後に、手遊びや絵
本・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

9:30-12:30

市立金森保育園
ふれあいもみじ館
駐車場10台

靴下着用

わんわんひろば(1歳7か月～)お気に入りのおもちゃ
でたくさん遊ぼう ら、れあい遊びやおはなしを聞いて親
子で楽しみましょう

10:00-11:00

高ヶ坂ら、たば保育園 要予約 さくらんぼくらぶ (2～ 3歳児):こじみ絵遊び・誕生会 10:00-11:00

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

七夕飾り作り Jヽさい笹もプレゼントします お家で飾つ
てくださいね (予約受付1000～ 17ЮO)

10:30-11:15

4 火

高ヶ坂保育園 あそぼう会 プール遊び、水遊びを楽しみましょう! ※
人数に応じて入れ替え制とさせていただきます

9:30-11:45

高ヶ坂保育園 ず
つ

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?身体測定は1000～ 1l Ю0

9:30-12:00

ハッピードリーム鶴間
要予約(平 日1000～
1700)有料(給食費)

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? D30～給食終了

こばと保育園
要予約(8組 6/26
1000～)駐車場あり

ベビーマッサージ(2～ 12か 月)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)お気に入りのおもちゃで遊
びましょう 親子でふれあい遊びやおはなしを聞いて楽
しみましょう

10:30-11:30

5 ホ

町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )

駐車場5台

わらベビ教室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 ′ヽスタオル
をご持参ください 全2回

10:00-10:30

高ヶ坂ら、たば保育園 栽曾 おひさまくらぶ 幼稚園の情報交換会 10:00-11:00

町田南保育園
要予約 (3組)予約受付
時間 (平 日1000～
17:∞)駐車場7台

誕生会 保育園の誕生会で一緒にお祝しましょう 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

| ホ

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って、園
児と楽しく過ごしましょう 給食も食べます

9115-12:00

光の原保育園 要予約 (2組 )
体験保育 (1歳)保育園での生活を親子で体験しません
か? 同年齢のお友だちと楽しく遊びましょう

3:30～ 11:00

成瀬くりの家保育園 要予約
七夕の集い 七夕飾りを作り、一緒に七夕の歌を唄つた
りしませんか 10:00-11:00

こびとのもり保育園
要予約 (7組 6/26
10:00～ )

七夕飾りをつくろう(1～ 2歳児)親 子で楽しく七夕飾りを
作りましょう 10100-11:00

7 金

二びとのもり保育園
要予約 (3組 6/26
10:00～ )

7月 お誕生会 7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 手作りのカードをプレゼ
ントします

9:30-10:30

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 6/26
930～ )

お誕生会 (7月 生まれのお子様)7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 6/269:00～
6/30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

10:00-10:40

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(3)(全 3回 )持
ち物ブヽ スタオル

10:00-11:00

レイモンド南町田保育園 要予約 (12組 )
野菜スタンプでうちわ作り 絵の具を付けた野菜を使つ
てスタンプをし、手作りうちわを作ります

10:00-11:00
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10 月 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)親子のふれあい

あそびや好きなおもちゃで遊ぼう 栄養士による「幼児

食」のミニ講座もあります

10:00-11:00

火

光の原保育園 要予約 (2組 )

体験保育 (2歳)保育園での生活を親子で体験しません

か? 同年齢のお友だちと楽しく遊びましょう
9:30-11:00

高ヶ坂保育園
鯰

あそぼう会 プール遊び、水遊びを楽しみましょう: ※

人数に応じて入れ替え制とさせていただきます
9:30-11:30

高ヶ坂保育園 ψ あそぼう会 誕生会 7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
11:45～

9:30-12:00

町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )

駐車場5台

わらベビ教室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 ′`スタオル

をご持参ください 全2回

10:00-10:30

こばと保育園
要予約 (4組 6/26
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

12 ホ

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楽しみましょう 外

遊びもできます 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

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、赤ちや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

レイモント
・
南町田保育園

お誕生日会 7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

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

寝相アート(1歳未満)夏 をイメージした飾り付け

(予約受付10ЮO～ 17ЮO)
10:30-12:00

ハッピードリーム鶴間 南町田会館Bホール
にこにこランドふれあいあそびやパネルシアターで楽し

く遊びましょう お誕生日月のお友だちは誕生日会を行
います                ______

14:00-15:00

光の原保育園 ‐ 1lilll::i:|lilゝ
親子体操(1～ 5歳)親子で一緒に体操しましよう 心も

体もリフレッシュできますよ
14:30-15:30

:3 ホ

こうりん保育園 要予約 (5組 ～7/10)
お楽しみ会 影絵によるクイズや職員からの出し物もあ

ります 7月 生まれの誕生会も行います 誕生月には

カードをプレゼント!

10:00-10:45

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

で赤ちや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

14 金

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

9:30-12:30

こばと保育園
要予約 (10組 6/26
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

南つくし野保育園 要予約 鶴鉗駆ず膝筋聾F聾舗貼発離
きてください                  _

10:00-11:30

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

寝相アート(1～ 5歳児)夏 をイメージした飾り付け

(予約受付1000～ 17●0)
10:30-12:00

18 火 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
鰍 t鰐亀塁舗 朧 Ъ聾
座もあります

10:30-11:30

19 ホ

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 )

督琳    月覗謂鴇意
できます

眈30～給食終了

町田わかくさ保育園
要予約 (5組 )

駐車場5台
顎懇1認鶴 蹴 航

う 外遊びもできます 園見学も可
9:45-10:05

高ヶ坂ふたば保育園 0∂ おひさまくらぶ 身体測定・誕生会 10:00-11:00
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19 水

成瀬くりの家保育園 要予約
誕生会 7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 (各 3組)都営
金森第6アパート第2集

会室

ダンシング・サンドで遊ぼう 不思議な感触を楽しみま
しょう 砂がついてもいい服装でお越しください
(予約受付1000～ 17ЮO)

1)10:30～ 11:00

2)11:00～ 11:30

光の原保育園 雨天・低気温中止
プール開放 (1～ 3歳 )保育園のお庭でプール遊び、水
遊びを楽しみましょう 持ち物:水着、バスタオル、飲み物

11:00-12:00

20 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

2' 金

ハッピードリーム鶴間

rζ
l営資(番3)一

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

ねむの木保育園 要予約
みんなで遊ぼう～保健講座と水遊び玩具作り～ 手作り
の玩具で水遊びをします 当園の看護師による保健講
座も行われます

10:00-11:30

22 土 レイモンド南町田保育園
夏祭り 夏祭りに保育園のみんなと一緒に参加します
時間、内容については配信される園からの情報をご覧く
ださい

未定
お問い合わせくだ
ブヽい

24 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)親子で体操やふ
れあい遊びをします 7月 生まれのお祝いもします

10:00-11:00

25 火

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

こばと保育園
要予約 (4組 6/26
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 (6組)予約受
付時間平日1000～
17ЮO駐車場7台

子育てママのストレッチ 日頃の疲れを癒しましょう 腰
痛や肩こりの相談もどうぞ ご家庭でも出来るストレッチ

を講師を招いてお教えします

10:00-12:30

21 ホ

高ヶ坂ふたば保育園 ○
おひさまくらぶ プール開放 (1)※持ち物など詳細は

園までお問い合わせください
10:00-11:00

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

光の原保育園 雨天・低気温中止
プール開放 (1～ 3歳)保育園のお庭でプール遊び、水
遊びを楽しみましょう 持ち物:水着、バスタオル、飲み物

11:00～ 12:00

27 ホ

町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )

雨天時中止
駐車場5台

ボディーペイント ボディー用の絵の具で大変身 :親子
で体に絵の具を塗って遊びましょう シャワー利用可

10:00-10:30

光の原保育園
わらべうた 伝承遊びのわらべうたで、親子のふれあい
をを楽しみましょう

10:00-11:00

28 金

南つくし野保育園
ちょつとほつとカフェ(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

レイモント
・
南町田保育園 要予約 (10組 )

子どものスキンケアについて 看護師がお子さまのスキ
ンケアの必要性や、具体的な方法を実演を交えながら
お話します

10:00-11:00

29 土 町田南保育園 有料 (10円 ～)
夏祭リ ゲームコーナーやジュース屋さん、ミニバザー
などのお店があります ご近所の方もご一緒にどうぞ

10:00-12100

3: 月 市立金森保育園
ふれあいもみじ館
駐車場10台

靴下着用

育児講座「赤ちゃんとたくさん話そう」(0歳)赤ちゃんと
の接し方やコミニュケーションの方法を知り、育児をもつ
と楽しもう

10:00-11:30

寺 奉 準 な ヰ Ⅲ ヰ Ⅲ 斗 Ⅲ 斗 奪 斗 蒙
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年間予定 :

20171軍6月 27日・7月25日 08月22日・9月 26日・10月 24日・II月28日・12月 20日・

2018年 :日 30日・2月 27日 03月 27日 (全火曜日)

時l現 : 13:30～ 14:30
対象 :10代から22歳くらいきてのママこ任椰さん
場所 :生涯学習センター('00MACH:DAピ′ι 6階 )保育室

※予約勝必専あιl春せん お気軽にお越しください.

お子さんを道豚せなから、みんじておL●
～

:し春しょう f

「わたわアート(テ‐ ―ションした背景てお子さんのアート写真を撮影)Jやその他

楽しい企画でリフじッシュし春しょう′

問い合わせ先 :忠生地電子育て相議センター 電話042-789-7545

お隣 し会や工作、からだをつかった遊
みんなあつきれ にこにこクラ7′

にこにこクラフ

びや誕生会、季節の行事なこ楽しい7ログラムを用意していきす

日時:7月7日 (=休みに入る為、次勝9月8日にな嚇 す)10::5～ ‖:30

(ラン手タイム勝‖:30～ 12:30)

7日勝「七夕Jを行い春す 七夕にちなんだ7ログラムを予定していきす

I聞い合わせ先 l

なんなる学童保育クラ7(南成瀬Jl学帳敷地肉)南 威瀬 3-6 TEL:042-726-1758

ご
。金ち金・ ☆°ち金ち金・ ●tJご。金ち金・・・

・.金 、金.詳
ぉ ご

。舎ち金・
`。
・●合ヽ金・ ●0.
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l もの「子育てひうけカレンター」勝町田市公式ホームページでもご覧いただlf春す ′r

i♪各地域牌 DF7ァ イルをご覧にな‖た11方はこちら

:  ト ッ7ペ ー ジ >>子 育 て サ イ ト >>て か ffる >>町 田 市 子 育 て ひ ろ げ カ レ ン タ ー  7 月 号   1
・
l   h子
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Machida.lokYOJP/mokuleki/6/3/2772.hlm:                         T

I・                                                                                  
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※要予約のイベント勝      をしてください
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

冒昌言舌 042-724-4468(庭塞賛互)  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)」

ッサイクル感性◎
こ0-は 咬観 難

IJサイクルできます。
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