
町田市子青τ
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(南地城版)回 覧
お住春いの近くの「子育てひうほ」をご案内しきす
ごむ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ら勝すので
各国にお問い合わ世ください

※特に配職かない限ιl駐車場はあιl春せん a車ての来□勝ご遠慮ください

,
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町田市子育て情報配倍サービス
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町田市●・ら子育τの
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をお届‖し審オ′

QR3-ドで櫛中電話
から手軽にアクセス
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「子育てひうけ詢じンター』勝この南地域版の他に
「珊 J「忠生 J「町田 J「鶴i:lJ地城版があι勝す
他地域の力じンター勝各市立保育□て配布してい春す
ぜひご利用ください

南地域版停掲職保育□及び下記の場所ζ配布しτい春す
南市民センター、なるせ駅前市民センター

絡合体育館、子どもセンタ¬けあん
じのはらJl児クリニック、小児科高橋医院
豊I:l小児科肉科医院、そうてつローゼン成瀬店

ご
和J‖情他        ノ

↓この南地城版群 下記の保育国のイベントについてご紹介し
|
τい春す

保青口名 師 Tel Fax マイ保青■
菫 壼 虫 饉 ロ

① 成瀬く
`:の

家保青□ 町田市成瀬 1-5-1 042-710-8177 042-710-8178 ○

② 高ヶ堰保青□ 町田市高ヶ坂6-2-10 042-727-2373 042-727-5373 ○

③ 高ヶ坂8ttば保青園 町田市高ヶ坂7-26-6 042-720-8215 042-720-8217 ○

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

⑤マ暑竜露撃喜署相議センター)
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□ 町田市金森東3-17-25 042-706-0733 042-706-0737 ○

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

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

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

⑩ ′`リピ~ト リーム鶴間 町田市南町田4-22-7 042-796-3322 042-796-3328 ○

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

⑭ も
`Iの

あがわ保青ロ 町田市小川1-11-2 042-788-7025 042-799-2070 ○

⑬ 威瀬南野保青ロ 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6-1-32 042-350-5423 042-795-1455 ○

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

⑬ 町田南保青園 町田市金森東4-36-8 042-796-8346 042-796-8346 ○



<保育□からのお知らせ>このベージに勝、定期的に開催され

“

ベントについて掲戯してい春寸

※特に記載のむι¬限ι卜¨①日曜日および祝日騰 休
"で

す CGイベン

…

す ③駐車場財あιl春世ん

④各イベント勝保護者(ス勝六人)こ―緒の参加

“

嚇 す

<市立金森保育園>

・園庭開放
2017年 8月 毎週月～土曜日 830～ 17:∞

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 8月 毎週月～土曜日 a30～ 17:00

子育てのことを一緒に考えましょう

相談は電話、来日、家庭訪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 8月 毎週月～金曜日 9:00～1000

おもちゃで遊ぶことができ、ランチもできます

ゆつくり過ごしてくださいね

ランチタイム11:30～ 1330

口育児サークル支援
2017年8月 毎週月～土曜日 a30～ 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 (9:∞～17:∞ )

・親子体験保育
2017年8月 毎週月～金曜日 9:∞～綸食終了まで

お子さんと同年齢のクラスで

親子一緒に園生活を体験してみませんか

要予約 平日(a∞～17:∞)有料 (1食2∞円)

・泥で遊ほう
2017年8月 2日 023日・30日 (水曜日)10:∞～11:∞

泥の感触を楽しみます

汚れてよい服装でご参加ください

着替え 、タオル、帽子、飲み物持参

※気象状況により中止あり

・水で遊ぼう(1歳～)

2017年 8月 3日 口17日・31日 (木曜日)11:45～ 12:45

プールやタライけ ムツ使用)で遊ぼう

水着(オムツ、ズボン、バンツ可)タオル

日よけ帽子、飲み物等持参

※気象状況により中止あリ

※地域専用駐車場5台 (930～ 16:00)

<高ヶ坂保育口>
口子育て相談
2017年8月 毎週月～金曜日 1000～ 1000

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

口園庭開放
2017年8月 1日・22日・29日 (火曜日)

3日・24日・31日 (木曜日)鋭30～ 12∞

親子で日庭であそびます

室内あそびはありません

雨天中止

<高ヶ坂ふたば保育□>

・口庭開放
2017年 8月 毎週月～土曜日 990～ 17:∞

園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8月 毎週月～金曜日

(1日・14～ 16日 口24日午前を除く)

9:00～ 12:30 15100-17:00

保育口に来て、友違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8月 2日 口9日・23日・30日 (水曜日)

28日 (月 曜日)11:∞～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>

・口開放(れもんてい―)

2017年 8月毎週火・水口木曜日 930～ 1230

子育て支援室にて

日開放「れもんてぃ一Jを行つております

お気軽に遊びに来てくださいね

，
　

′
´

◎・・∪・・∪・・①。・∪・・0・・◎・・∪・0



響 ¶)、 ‐‐00_く P節、‐二〇0.‐ハ
<こうりん保育園>
・□庭開放

2017年8月 毎週月～土曜日 1000～ 1230
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 !

・子育て相談
2017年8月 毎週月・水・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

0りんりんひろば
2017年8月 毎週月・水・金曜日 1000～ 13:∞

室内開放
親子で―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

<成瀬くりの家保育園>

・まろんひろば
2017年8月 毎週月～金曜日 1000～ 1590
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

<南つくし野保育園>
・園庭開放

2017年8月毎週月～金曜日 10∞～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

<こびとのもり保育園>
口子育て相談
2017年 8月 毎週月～金曜日 1000～ 16●0
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

・ こびとひろば(室内開放)

2017年8月 毎週月・水・金曜日 10∞～15:∞

保育日のお部屋を開放します
ご自由に遊びに来てください

<もりのおがわ保育園>
口子育て相談
2017年8月 毎週月～金曜日 9:∞～17:00

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

口室内開放
2017年 8月 毎週火・水・金曜日 a30～ 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 !

<こばと保育園>
・口庭開放

2017年 8月 毎週月～金曜日 鋭∞～12:∞

ローラー滑り台・砂場や
保育日のおもちゃを使つて遊びましょう !

・ 育児相談
2017年 8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 (7月 26日 10100～ )

・こばと広場 (室内開放)

2017年8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

・プール開放
2017年8月 毎週月日火口水曜日 l a30～ 1430
日庭に設置した広いプールで水遊びを楽しみましょう
要予約
※天候・気温等により中止あり

※駐車場あリ

<光の原保育園>
ヨ育児相談
2017年8月 毎週月～金曜日 9:∞～1■∞
食事のこと、睡眠のこと、発達について
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8月 毎週月～金曜日 1000～ looo
保育国のお庭で遊びましょう !

3



<町田南保育園>
ヨロ庭で遊ほう
2017年8月 毎週火・水曜日 住30～ 1230

保育日の回庭やホールで

保育日の子ども違と一緒に遊びましょう

・水遊び
2017年8月 4日 025日 (金曜日)・ 10日 (木曜日)

10:00-12:30

保育国の友だちと一緒に水遊びをしましょう

下痢や嘔吐をしている時はご遠慮ください

要予約 (3組)予約受付時間 (平 日10∞～17:∞ )

※駐車場7台

<成瀬南野保育園>

・口庭開放
2017年8月 毎週月～土曜日 9:∞～1130

保育日のお友違と一緒に遊びませんか ?

金森□書館からのお知ら世

★おけなし会★

8月2日・9日・10日・23日・30日 (ホ曜日)15:15～

★ちょうちょりお議会★

3月 18日 (金曜日)11:00～

※2日む海 ツクするお腱 し会です ′

【闘 1,重
墓雷曇館 金森東3-5-1

TEL:042-7:0-17:7

4

<町田わかくさ保育口>
口園庭・室内開放
2017年8月 毎週月～土曜日 9:00～10∞
親子で園庭 0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

・図書・ビデオ貸し出し
2017年8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
「あつたかなるせ室」で行つています

・ 育児相談
2017年 8月 毎週月～土曜日 a00～ 16:00

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

・乳児用プール開放 (1～ 3歳 )

2017年8月 1日 ～4日

1130～ 1230(受付12∞まで)

乳児用の小型プールを開放します
温水シヤワーも使用できます !

日の都合により変更になることもあります
※低気温、雨天等中止

※駐車場5台

≪キャスアタックIN成瀬≫

日時 :3月 2:日 (日曜日)

10:30～ ‖:00(自由遭び )

‖:00～ ‖:30(7D7ラム)

場所 :成瀬コミニ ■ミ

"-1階
ホーfL

・
曇
。
颯
ｏ

諄雅期蹴蹂嘉Fや
簡単なゲーム、工作、お出 むこ

防 翻 ―
=鴇

雅 ‖‖

．′
　
‥
′″

′

親こ子の春むびのひろぼ

日時 :『 きしゃポリポJ8日
'日

08日 (火曜日)14800～ 11:00

対象 :町田市内在住0001歳l■t保護者、マタニティの方

場所 :町田市生涯学習センター 1階 保育室

内害 :「 きじゃポリポJ自由遊び、スキンシ,7遊び、手遊び、絵本の読み日かせ

ミニミニ♯戸端(■子情報交換Dこ
費用:無料

申し込み:不喜(直持会場へ)

【HI■3社先】1町El■■LiE         6-3-l TEL:042-728-0071



酷餞麟鵬∬
各国にお問合わ世ください

が当こ一緒の参加こむιl春す

日 曜 主催蘭置 予約・費用・場所他 イベント名(対象年齢 )・イベ沐 内害 時間

火

ハッピードリーム鶴間
要予約 (平 日1000～
17ЮO)有料 (給食
費)

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? ■30～給食終了

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30-16:00)

よちよちひろば(～ 10か月)おもちゃで遊んだり、
心理士によるマザリーズ(赤ちゃんとのコミュニケー
ション)のミニ講座もあります

10:00～ 11:00

こばと保育園
要予約 (8組 7/26
1000～)駐車場あ
り

ベビーマッサージ(2か月～1歳 )どこでも簡単にて
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

2 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

9:45-10:15

高ヶ坂ふたば保育園 ←0 おひさまくらぶ プール開放(2)※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

こばと保育園
要予約 (4組 7/26
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 ?園見学も可

10:30～ 11:00

3 ホ 光の原保育園 要予約
除の具で遊ぼう(1～ 3歳)絵の具を使つた遊びを
楽しみましょう!汚れても良い月風で来てください

10:00-11:00

4 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

翻 .

わくわくママルーム(もうすぐママ・4か月の赤ちゃ
ん)もうすぐママ、プレママ仲間や先輩ママと一緒
におしゃべりのキャッチボールをしませんか?

9:30-11:00

南つくし野保育園
BABYカフェ(～ 1歳)赤ちゃんとママ・パパ、保育
園へ遊びにきませんか ?一緒に遊びゆっくりお茶
を飲みながら情報交換しましょう

9:30-11:00

7 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

わんわんひろば(1歳 7か月～)好きなおもちゃで
遊びましょう 親子でふれあい遊びをしたり体操で
身体をいつぱい動かそう

10:00～ 11:00

こびとのもり保育園
プール開放 (1～ 2歳児)保育園のビニールプール
を開放します 遊びに来てください タオルと着替
え持参

11:30-13:00

9 ホ

高ヶ坂ふたば保育園 おひさまくらぶ プール開放(3)※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

こびとのもり保育園
プール開放 (1～ 2歳児)保育園のビニールプール
を開放します 遊びに来てください タオルと着替
え持参

11:30-13:00

ハツピードリーム鶴間 南市民センター
にこにこランドら、れあいあそびやパネルシブター

互看基警舞奪母イ
pお誕生日月のお友だちは誕14:00～ 15:00

:● ホ 南つくし野保育園
要予約 (各クラス3

組)有料

親子体験保育 (3か月～5歳)保育園つてどんなと
ころ?親子で体験してみよう!給食・離乳食もご用
重玉宣生す (昼食1食300円おやつ1食 100円 )

,30～給食終了

18 金

ハツピードリーム鶴間
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

ハツピードリーム鶴間 Υg 写鮮票駐 造F畢翼畢認識辱顧
話してみましょう !

9:30-11:00

町田南保育園 駐車場7台
おしやべり広場 育児の悩みや不安など、保育f
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

5
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日 曜 主催蘭餞 予約・費用・場所他 イベント名(対象年齢 )・イベント肉書 時間

:8 金

市立金森保育園
要予約 (10名 7/27～
9ЮO～ 17ЮO)南市民
センター 駐車場なし

早L幼児の救命講習と災害時の対応 消防士が緊

急時対応について教えてくれます 心肺蘇生法の

体験もできます 緊急対応の為内容変更有り

10:00-11:00

こばと保育園
要予約 (10組 7/26
1000～)駐車場あ
り

誕生会 8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

レイモント
・
南町田保育園

要予約 (10名 )予約

受付時間 (9ЮO～

16:00)

飛そ遊ぼう 暑い夏 !ひんやり・つるつる・きらき
ら・ばたばた 夏ならではのあそびを楽しみましょ
う:

10:00～ 11:00

19 土 ハッピードリーム鶴間
要予約 (10組 7/19

～ 平 日10:00～

17:00)

育児講座「タッチケア」(3か月～歩行前まで)お母

さんと赤ちやんのためのハッピータイム 親子でス

キンシップの時間を楽しみましょう 持ち物有 ___
10:00-11:00

21 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)好きなおも
ちゃで遊んだり体操やふれあい遊びをします
8月 生まれのお友達のお祝いもします _

10:00-11:00

22 火

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 ボデイー用の絵の具で大変身 !

親子で体に絵の具を塗つて遊びましょう シヤワー
利用可

10:00-10:30

成瀬南野保育園
要予約 (お祝い2組・

見学5組 7/259Ю 0

～7/31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

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30～ 16:00)

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

10:00～ 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

23 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
9:45-10:15

レイモンド南町田保育園 鯰
お誕生日会 お誕生日会、保育国で一緒にお誕

生会に参加してみませんか?
10:00-10:30

ねむの木保育園
成瀬が丘ふれあい会

館
ねむの木ひろば 親子で一緒に遊びましょう♪ 10:00-11:00

高ヶ坂ふたば保育園 扮
おひさまくらぶ プール開放 (4)※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

成瀬くりの家保育園 要予約
誕生会 8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

24 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 おもちゃで遊んだ後は、みんなで

体操したりおはなしを楽しみましょう 会場の都合

上、急な中止あり          __
10:00-11:00

25 金

南つくし野保育園 紺 高臨 喜轟 λ轟 酬 3臨
談・身体測定もしています     _

9:30～ 11:00

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 7/25
9:30-)

裳謹薫覇 瑠 選 日獅 籠
しょう

9:50-11:00

光の原保育園 馴
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

ねむの木保育園 要予約

みんなで遊ぼう ～スライム作り～ 手作りの玩具

や木製玩具で遊びます 親子でスライムを作つて

遊びます

10:00-11:30

町田わかくさ保育園
要予約 (3組 )

食事代500円
lJ15台

子
車

親
駐 進麟巽庸瑠塑謀♂E霧2層針

ましょう

1000～昼食後

ネ彎子0キ ご・ ∪ キ 率彎子0キ 逼ご・ ∪ 十



<イベントカレンダー> ※ィベントの制 については各国にお問合わせください
日 嗜 主催魔離 予綺・費用・場所他 イベント名(対象年齢 )・イベント内害 時間

28 月

高ヶ坂ふたば保育園 要予約 さくらんぼくらぶ (2～ 4歳)新聞紙遊び、誕生会 10:00-11:00

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 年齢にあっ
た時間にご参加ください

(1)10:00～ 11:30

(2)10:30～ 11:30

29 火

こびとのもり保育園
要予約 (3組 7/25
10:00～ )

8月 お誕生会 8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

こばと保育園
要予約 (5組 7/26
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

光の原保育園 雨天・低気温中止
ブール開放 (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

30 ホ

高ヶ坂ふたば保育園
おひさまくらぶ プール開放 (5)・ 身体測定・誕生
会 ※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

こばと保育園
要予約 (4組 7/26
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

町田わかくさ保育園
要予約 (3組)大人
300円 こども200円
駐車場5台

わかくさ給食 当園自慢の給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

11:30～

3: ホ

こうりん保育園 要予約 (～ 8/28)
お楽しみ会 職員によるペープサートです 8月 生
まれの誕生会も行います 誕生月のお友達には
カードをプレゼント!

10:00～ 10:45

町田南保育園
要予約 (5組 )予約受
付時間 (平 日1000～
17ЮO)駐車場7台

わらべうた・ベビーマッサージ(2～ 8か月)楽し百
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

,Jerra +> | r, f @ftfiftttrl4ttit@,E?6?titrn -
年間予定 :

2017年 8月 22日・9月 26日・,0月24日・:1月 28日・,2月20日
20:8年 1月30日 02月27日・3月27日 (全火曜日)

時間 : ,3:30～ 14:30

=需

:聖饉1雲郵黎残算計l      t贈 )保育室

※予約勝必要雄 せん お気軽にお越しください。

お子さんを通けせなから、みんなておしゃべιlしきしょう′
「わたわ7-卜 (テコじ―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、楽しい企画に|′フレッシュし
きじょう′

問い合わせ先:忠生地域子育て相餞センター 電話042-789-7545

病児・病後児保育とは・・・
け 病児保育 ・・口病気にかかっているお子様を医師の指示に基づいて医療機関に併設した専用の施設で

一時預かり保育する事業です
*実 施している施設ロロ・はやしクリニック病児保育室

げ 病後児保育口・口「病気の回復期」にあり、医療機関による治療の必要はないが安静の必要があるとき
お子様を保青口に併設する専用の施設で一時預かり保育する事業です
*実施してい硫設…

薄棚 暑甜 」野鷲霧鼎副務新
し繊



日 程 :

時 間 :

対 象 :

定 員 :

場 所 :

参 加 費
予約受付

ノーバティース・パーフェクト
"完

璧な親なんていない′“(愛称:NP7ログラム)

2017年9月8日～:0日 :3日 毎週金曜日 全|ロ
9:30～ :::30
:歳～
12名 (保青あι

鶴‖市民センター (町田市大蔵町198:-4)
::口に付き200円(a茶偶として)

:7月25日 (火曜日)～8月 :4日 (日曜日)9:00～ :7:00

子育て中の人たちし、「ホッ」こ―息つきなから、お互いの悩みや間Jbごこを話し合い、自分にあった子青ての仕方

を見つltて諄春世んか?ファシリテーター(進行役脚 諄なさんの話し合いかもっこステキむ時間になるようにお手伝

いしきす NP(′―バティース・パーフェクト)で作る子育ての嬌に、あなたもぜひご参加ください′

なお、申し込み方法0こ、詳しくはホームページをご覧ください

問い合わせ先 :鶴‖地電子育て相餞センター 電話 042-734-3099 FAX 042-734-3180

親子の絆づくι17ログラム“
希ちゃんがきた ′“

(愛称:BP7ログラム)

～思春期から花開く0歳時期の青児～

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 蘇ちゃたこ一緒に参加していただき

言:淵甥響 甑認翻解野錦解勝3認覇描駅整1轟篤矯腫理
に役立てたιl、 なだぢ作ι:の機会にしていただl十たらこ思いきす

日 程 :全4回連続講座(毎週火曜日)

2017年9月 12日・19日・26日・10日3日

時 間 :10800～ :2:00
対 象 :2017年3月 29日～2017年 7日 :2日生きれ

町田市在住の第 1子こ母親

定 員 :10組 (先着順 )

場 所 :金森保育園 多目的室(町田市金森東 1-12-16)
費 用 :864円 (税込・テキスHり
申し込み:電話きたは、下記の地電子育て相談センターヘ直持お越しいただきお申込みください

予約受付:2017年 7月 25日 (火 )～ 9:00～ 17:00

申し込み・問い合わ世先 :南地域子育τ相議センター

電話:042-710-2752  FAX:042-7:0-2753

※ 講座の詳細、各地域の開催スケジュー′しについτは、
町田市公式ホームページをご覧ください
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I この「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l■春す f′     i

i ♪各地城版P'Fフ ァイ′しをご覧にならlたい方はこちら                    1
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※要予約のイベじ 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

冒邑言舌 042-724-4468(羅塞奨登)  Fax 050-3101-9459

「この冊子は、8615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
リサイクル通性◎

このFD翻場は、印層用の紙ヘ

リサイクリレできます。


