
町田市子青τ

“「
力Lングー
(南地層版)回 覧
お佳春いの近くの「子育てひうけJをご案内しき寸
こなたても遊びに来てくださいわ
イベントの詳細勝各口にお問い合わ世ください
※天候によιl変更や中止の場合があι勝すので
各国にお問い合わせください

※特に記載かない限ι:駐車場はあらl●せん お車ての来□けご遠慮ください
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町田市子育τ情報配倍サービス
『勝っこメーrL春ぢだ」′
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/ 子育てひろ勝カレングー配市場所 ｀

「子育てひろ膠詢レンターJ勝この南地域版の他に
「堺J「忠生J「町田J「鶴‖lJ地崚版があι勝す
他地域のカレンター勝各市立保育口て配布してい春す
ぜひL‐FJ目ください
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↓この南地域版ては下記の保育国のイベントについてご紹

`
してら1春吾

‐~ 
みなみま喰

保青口名 師 Tel Fax マイ儡青■
菫 壼 堂 鮨 ロ

① 成瀬く
`:の

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

② 高ヶ坂保青ロ 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マ需竜篇撃暮署相麟センター)
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 こばこ保青ロ 町田市金森6-37-18 042-796-3628 042-796-3697 ○

③ 光の原保青□ 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 ′ヽッピードリーム鶴間 町田市南町田4-22-7 042-796-3322 042-796-3328 ○

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

⑫ もιlのおがわ保青□ 町田市小川1-11-2 042-788-7025 042-799-2070 ○

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

⑭ こびこのも
`l保

青ロ 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□ 町田市鶴間8-430クレイント
・
ヒ
・
ルlF 042-706-9641 042-706-9642 ○

⑮ 町田南保青ロ 町田市金森東4-36-8 042-796-8346 042-796-8346 ○

※



<保育□からのお知ら世>このページには、定期的に開催され祈 ベン陣 つら1て掲載してい春す

※特に記職0襲 ln31¨①日曜日、祝日勝体
"“

②各イベントー
“

OGイベン剛 額書(ス勝六人)こ―緒の参加

“

〇年齢記輌か襲 暉ベン離 ホ棘学児対象です

<市立金森保育口>
・口庭開放

2017年9月毎週月～土曜日 a30～ 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
地域専用駐車場5台 (a30～ 16:∞ )

・育児相談
2017年9月毎週月～土曜日 a30～ 17:∞

子育てのことを―緒に考えましょう
相嵌は電話、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
地域専用駐車場5台 (9:30～ 10m)

・室内開放
2017年9月毎週月～金曜日 9:∞～16:00

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1130～ la30

地域専用駐車場5台 (9:30～ 16:00)

・育児サークル支援
2017年9月毎週月～土曜日 &30～ 17:∞

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(9m～ 17:∞ )

地域専用駐車場5台 (a30～ 16m)

・親子体験保育
2017年9月毎遇月～金曜日 9:∞～綸食終了まで

お子さんと同年齢のクラスで

親子一緒に口生活を体験してみませんか

要予約 平日9個～17:∞ 有料 1食2∞円

<もりのおがわ保育□>
口子育て相談
2017年9月 毎週月～金曜日 &30～ 17:∞

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

日室内開放
2017年9月 毎週火・水・金曜日 980～ 1230

保育日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 :

<南つくし野保育口>

・口庭開放
2017年9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

<高ヶ坂保育口>
・ 子育て相談

2017年9月毎週月～金曜日 10∞～16"
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 口庭・室内遊び
2017年 9月 5日 口12日 (火曜日),30～ 12:00

親子で、又、在日児と一緒に国庭や室内で遊びます

0あそぼう会 集まり
2017年 9月 5日・12日 (火曜日)鋭30～ 12:00

エプロンシアターや在日児と―緒に

手遊び、歌などでゆつたりしながら楽しみます

集まりは11■ 5～

・ひだまり広場
2017年9月 7日・14日・21日 (木曜日)a30～ 12m
屋上テラスで自由に遊びましょう: 雨天中止

<高ヶ坂ふたば保育園>
・ 口庭開放

2017年9月 毎週月～土曜日

(1日 午前日22日午前日27日午前日29日・30日 を除く)

9:00～ 17:00

日庭を開放しています 気軽に遊びに来てください

0子育て相談=子育て支援スペース開放
2017年 9月毎週月～金曜日

(1日 口14日午前・22日午前日27日午前を除く)

9:00-12:30  15:00-17:00

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 (～ 3歳 )

2017年 9月 6日・13日・20日 (水曜日)

8日 (金曜日)・ 11日・25日 (月 曜日)・ 19日 (火 :曜日)

11:00～ 12m
親子でゆつくり本を選びませんか

本の貸出を行います

<成瀬南野保育園>
口口庭開放
2017年 9月毎週月～土曜日 9:∞～1130

保育国のお友違と一緒に遊びませんか?
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<こうりん保育口>
・口庭開放

2017年 9月毎週月～土曜日(1日・27日 を除く)

10:00-12:30

大きな固定遊具や砂場など
親子で日庭遊びをお楽しみください
お気軽にどうぞ !

口子育て相談
2017年9月毎週月日水・金曜日 10∞～15100

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 9月毎週月日水・金曜日 10∞～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…卜第2集会室

<成瀬くりの家保育園>
・目庭開放

2017年9月毎週月～金曜日 1000～ 11●0

保育国のお庭で遊びましょう 雨天中止

・まろんひろば
2017年9月毎週月～金曜日 1000～ 15:∞

子育て支援スペースを開放しています
お気軽にどうぞ

<光の原保育園>
口育児相談
2017年9月 毎週月～金曜日 9ЮO～ 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

・ 口庭開放
2017年 9月 毎週月～金曜日 1000～ 16:∞

保育園のお庭で遊びましょう !

<町田南保育園>
・保育園で遊ぼう

2017年9月 毎週火・水曜日(5日 を除く)眈30～ 1230
保育国の日庭やホールで

保育園の子ども違と一緒に遊びましょう
駐車場7台

<こびとのもり保育園>
・子育て相談

2017年9月毎週月～金曜日 1000～ 1000

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

口こびとひろば(室内開放)

2017年9月毎週月・水・金曜日 10∞～15:∞

保育国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9月 6日・20日 (水曜日)1000～ 11:∞

親子で一緒に遊びましょう

成瀬が丘ふれあい会館

・お散歩に行こう
2017年9月 22日 (金曜日)・ 26日 (火曜日)

10:00-11:30

近くの公園で秋の自然に触れ合いながら遊びます

<こばと保育□>
・ 園庭開放

2017年 9月 毎週月～金曜日 9:∞～12∞
ローラニ滑り台口砂場や

保育国のおもちゃを使つて遊びましょう !

・ 育児相談
2017年 9月 毎週火・木・金曜日
9:30-12:(X〕  15:00-17:30

子育てについて(食事口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 (3月 25日 10∞～)

・こばと広場 (室内開放 )

2017年 9月 毎週月・水 0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

口こばとランチ(1歳半～)

2017月 9月 4日 (月 曜日)・ 22日 (金曜日)

10:00～ 12:00

保育日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 !

要予約(4組 8月 25日 1000～ )

有料 (親子で5∞円)

※駐車場あり
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<レイモンド南町田保育□>
・口開放 (れもんてぃ―)

2017年9月毎遍火・水・木曜日 鋭30～ 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

ぶぢくれよんひろば
午前中の学童保青

"7tmし
てぃ春す

日時:9月 12日・19日・20日 (火 )10:30～ :::45

(1::45～ ,2:30膠ラン手タイム馴端に)

※19日 (火 )のイベン離 喝脇lt膠 :』

米

"粘
土む使っ姜T作をし参す

I開催場所・n01含競 l

そよかぜ学童保青クラ7(南第二Jl学校肉)

TEL:042-727-3384
こうん子学童爆青

"7(南
第口小学校隣撻)

TEL:042-799-0989

曇

にこにこクラフ
a勝oし会むこ楽しい7n7ラムを目童してい春す

日時:9月8日・:5日 022日 029日 (毎週金曜日)

10:15～ 1::30(ラン手●rall:30～ 12:30)

3日勝2学

―

日にり 勝す
8・9月の出誕生会を予tLてい春す

IHll含社 先 l

む

…

青クラ7(南口用iJl― 内)

南成瀬 3-6 TEL8042-726-1758

金森日書館からの詢知らせ
★a鰭oし会★

9日0日・:3日・20日 027日 (ホ曜日):5::5～
★ちょう場 ぢお日会★

9月 :5日 (金曜日)‖ :00～

※:3日は、職場体験中の中学生が麟a日かせを
行う予定です′

IH11合わせ先l

金森B‐  n森東3-5-' TEL:042-710-1717

生奮意撃    口ヶット鱗
日時:9月20日 (30■日)10:30～ :卜 30(:0:15翌路ri剛治
対彙:町田市内ttO,歳0か月力崎未‖学児こ保護者
場所:町田市生涯学習センター 1階 学習童卜2
内害哺

“

籠を使った口L卜(た¨ よう。花形装飾)

をお子さんと―緒に停 :参オ
定員:20a(申し込み願)

申し込み:9月

'日

(金 )9:00～電話で生涯学8tンターヘ

In01合わせ先】町田市生涯学ロセンター
町E‖嘔臓r:■6-3-1 7EL:042-728-007:

<町田わかくさ保育口>
・口庭・室内開放

2017年9月毎週月～土曜日 眈∞～16m
親子で日庭・室内遊びを楽しみましょう
大型遊具も充実しています !

あつたかなるせ室・飲食可

・図書・ビデオ貸し出し
2017年9月毎週月～土曜日 9:00～1000
本と子ども向けビデオの賃し出しを
「あつたかなるせ室」で行つています

・育児相談
2017年9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

・わかくさ綸食
2017年9月 6日 (水曜日)・ 14日 (木曜日)1130～
当日自慢の綸食をぜひ食べてみませんか?
離乳食 0アレルギー除去食 (卵・牛乳のみ)応相談
要予約 (3組)大人3∞円こども200円

ロー緒に遊ほう!1歳児体験保育
2017年9月 8日 (金曜日)・ 12日 (火曜日)

10100～ 12:00

同い年の日のお友違と親子で遊んで昼食を食べて
一緒に過ごしましょう
要予約(3組)親子食事代5∞円

・一緒に遊ぼう:0歳児体験保育
2017年 9月 12日 (火曜日)・ 15日 (金曜日)

10100～ 12100

同い年の日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
要予約(3組)親子食事代500円

※駐車場5台

― 島 ,′
～:“m自

“

日暉鴨 膠 で977d鵬層吼

"～
年間愚定 :

2017年9月20日・:0月24日・:l月28日
:2月20日・2018年

'日

30日・2月27日

3月27日 (全火曜日)

時間::3:30～ !4:30
対象::0代から22蔵くらい春でのィィこ任‖さん
場所 :摯薔学ロセ澪 ―

(100MACHIDAHι ●階)保青
=

※予約勝IbTあι]奉せん a気軽にatしくださぃ

お子さんを遭膠世む鵬 、みんなでれ ゃべ
`し

きしょ
う′「わたわ7-卜6相し―ションした背景てお子さ
んのアート写凛随出田レ)Jやその他、凛しいは 日′7
レッシュし参しょう′

問い合わせ先:忠Щ 子青て相餞センター

●1雷042-789-7545
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<イベントカじンター>ィベントの詳細について勝各国にお問合わКださい
※特に記載のない限ιl¨①開催場所勝主催保育□です ②各イベント勝無料

③各イベントは保護者(スは大人)こ一緒の参加です ④年齢記職かないイベントは未輔学
⑩

児対象です

日 嗜 主催魔議 予約・■日・場所他 イベント名(対象年齢)・イベント肉害 時間

金

南つくし野保育園

A
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"・プレママ仲間と一緒におしゃべりの
キヤッチボールをしませんか?先輩ママもいますよ !

):30-11:00

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

遊びにきませんか ?一緒に遊びゆっくりお茶を飲みなが
ら情報交換しましょう

9:30-11:00

4 月 市立金森保育園
S、れあいもみじ館
駐車場10台

視子共靴下着用

わんわんひろば(1歳7か月～)おもちゃで遊んだり体操
等をします すみれ教室の心理士による発達について
のミニ講座もあります

10:00～ 11:00

5 火

ハッピードリーム鶴間
要予約 (電話受付 平
日1000～ 17ЮO)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? 980～給食終了

吉ヶ坂保育園 争
あそぼう会ベビーマッサージ(2～ 6か月)赤ちゃんとふ
れあいながら、楽しいひとときを過ごしましょう :

9:45～ 10:15

町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )

駐車場5台

見たい知りたい0歳児園生活 0歳児のママやパパ、保
育士を交えて日頃のあそびとくらしを語り合いましょう
園見学あり

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

成瀬くりの家保育園 要予約
親子でリズムあそび 親子で一緒にリズムあそびを楽し
みましょう

10:00～ 11:00

こばと保育園 要予約 (8組 8/25
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

高ヶ坂保育園 鶴
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? 10:15～ 11:15

| ホ

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

9:30-11:00

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
階に歌や手遊び、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

こばと保育園
要予約 (5組 8/25
1000～)駐車場あり

体験保育 (2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 9 おひさまくらぶ (～ 3歳 )歯科衛生士講座「乳児期のは
みがき」

10:00-11:00

7 ホ

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

):30-11:00

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歳児向けと3～ 5歳児向けの2回行います

10:00～ 10:45

町田南保育園
要予約 (3組)予約受
付時間 (平 日1000～
17ЮO)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

8 金

高ヶ坂ふたば保育園 要予約
こあらくらぶ (生後2～6か 月)H29_3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 秋のコース
(1)(全 3回 )持ち物:バスタオル

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

ねむの木保育園 要予約 (15組 )
みんなで遊ぼう～手L児リトミック～ リトミックの講師の先
生をお呼びして親子でリトミックを楽しみます

10:30～ 11:00

(lm5～ 受付 )

日

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30-16:00)

ぶちわんひろば(11か 月～1歳6か月)好きなおもちゃで
遊んだり、紙ふぶきでダイナミックに遊びましょう
9月 生まれのお祝いもします

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 )芹ヶ谷公園で遊ぼう 10:00-11:00

5



イベントカレンタ< ―>イベ〕

日 嗜 主催蘭離 予約0費用・場所他 イベント名(対象年齢 )・ イベント肉害 時間

月 ′イモント
・
南町田保育園

要予約 (5組)予約受
付時間 (9ЮO～ 1000)

有料1人300円

給食体験 (1～ 5歳 )離乳食が完了している未就園児 保

育園の給食を食べながら、食事の悩みをみなさんで話し

たり、保育者や調理士に相談してみませんか?
10:00-11:00

:2 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
D:15～ 12:00

高ヶ坂保育園 ?稼
あそぼう会誕生会 9月 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～

D:30～ 12:00

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′ヽスタオフレを1

枚ご持参ください

10:00～ 11:00

:3 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

レイモント
・
南町田保育園 葬

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

成瀬南野保育園
要予約 (お祝い2組

見学5組 3/28 9ЮO～

3/31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)

体育あそび(1歳6か月～)室内のボールプールや園庭

の遊具等を使つて、おもいつきり身体を動かしましょう

園庭で体操もします               _
10:00-11:00

こばと保育園
要予約 (10組 3/25
1000～)駐車場あり

誕生会 9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

高ヶ坂ふたば保育園

``[多

を

コ 亀
、 /―

.. おひさまくらぶ(～ 3歳 )新聞紙遊び 10:00-11:00

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

10:30～ 11:00

こうりん保育園
晏予約 (10組

'都
冨宝

森第6アパート第 2集会
室 辟童爆 4台

寝相アート(1歳児未満)お 月見をテーマ お家から衣

装を着てきてもOK、 持つてきてもOK(受付平日1000～
17:00)

10:30-11:30

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 ら、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

:4 ホ

町田わかくさ保育園 要予約 (10組 )分園
見たい知りたい1歳児園生活 1歳児のママやパパ、保
育士を交えて日頃のあそびとくらしを語り合いましょう
会固内目学あり

10:00-10:30

こうりん保育園
要予約 (5組 ～9/‖ )

駐車場4台
お楽しみ会 パネルシアター 9月 生まれの誕生会も行
います

10:00-10:45

:5 金

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30-16:00)

わくわくフライデー 言葉がおそい、場に慣れにくい等お

子さんの対応で困つている方一緒に遊びましょう
):00-12:00

ハッピードリーム鶴間

⌒
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
〕:30～ 11:00

ハッピードリーム鶴間 晋
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

しょっ!                        __
3:30～ 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

こうりん保育園
要予約 (5組)都宮金

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)お月見をテーマ お蒙から衣装

を着てきてもOK、 持つてきてもOK(受付平日1000～

17:00)

10:30-11:30

ねむの木保育園 要予約
ぷれまま(安定期のママ～生後4か月)園児と触れ合つ

たり、モビールを手作りしたりします
14:00-15:30

,9 火 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)赤ちやんの手作りおもちゃ、お喋りしながらティータ

イム

10:00-11:30

20 ホ こびとのもり保育園
要予約 (3組 8/25
10:00～ )

お誕生会 9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

|



<イ″ヽ ントカレンダー> 1

日 曜 主催施設 予約・費用・場所他 イベ冽MH対彙年齢 )・イベント内書 時間

20 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 )

親子体験保百(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

930～給食終了

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 8/25
):30～ )

お誕生会 9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

高ヶ坂ふたば保育園 〇 〇 ゆ おひさまくらぶ(～ 3歳 )身体測定・誕生会 10:00～ 11:00

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

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

2, 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 バスタオル
をご持参ください 全2回

10:00-10:30

22 金

南つくし野保育園 蜜g鬱 ちょつとほっとカフェ(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

〕:30-11:00

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

):30-12:30

光の原保育園 ψ
じ じ

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

′イモント
・
南町田保育園

要予約 (10組)予約受
付時間(900～ 1000)

おもちゃ講座 おもちゃコンサルタントの鈴木園長がお
もちゃについての色々な疑間にお応えします

10:00～ 11:00

25 月

成瀬南野保育園
要予約 (10組 8/28
990～ 3/31締切 )

ストレッチヨガ ママの身体をほぐすストレッチです 日
頃の疲れを癒してみませんか 保育付きです

9:30-10:30

市立金森保育園
ふれあいもみじ館
駐車場10台

親子共靴下着用

ぷちわんひろば(11か 月～1歳6か 月)好きなおもちゃで
建んだり、親子でふれあい遊びやおはなしを見て楽しみ
ます

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 )パラバルーン遊び、誕生会 10:00～ 11:00

成瀬くりの家保育園 要予約
誕生会 9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 (5組)都営金
森第6アパート第2集会
室 駐車場4台

フォトスタンド作り 紙粘土で丸めたりしてフォトフレーム
を飾りましょう プレゼントにもぴったり!(受付平日100C
～17:00)

10:30～ 11:15

21 火

成瀬くりの家保育園
要予約
清水谷公園

親子で体操 (2～ 5歳 )講師の先生と一緒に親子で体を
動かして遊びましょう

9:50-10:30

光の原保育園 響
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

こびとのもり保育園
要予約 (8組 8/25
10:00-)

ベビーマッサージ(3～ 8か 月)赤ちゃんと一緒にママも
リラックスできるベビーマッサージを楽しみませんか?
バスタオルをお持ちください

10:00-11:00

27 ホ 市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30-16:00)

20代ママのあそびの会 20代ママで集まりましょう
親子でふれあい遊びをしたり、同年代のママと情報交換
ができます

10:00-11:00

28 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 おもちゃで遊んだり、親子のふれあい
遊びやおはなしを見て楽しみましょう 会場の都合上、
急な中止あり

10:00～ 11:00

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 ′ヽスタオル
をご持参ください 全2回

10:00～ 10:30

29 金 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
臨は2日 後以降にお越しください

10:00～ 12:30

30 土 町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )

駐車場5台

見たい知りたい園生活 (0歳・1歳児)0・ 1歳児のママや
パパ、保育士を交えて日頃のあそびとくらしを語り合い
ましょう 園全体見学あり

11:30-12:30

7



生涯1翔Pセンター
"劉

け泄 乳鈍児の保護者向II請座「かきくIf子育て‖J

日時:10月 25日 (ホ )30日 (月 )・ ::月 15日・22日 029日・:2月0日・13日 (ホ )'0:00～ 12:00全7ロー E
対象:町田市内在住の乳鶴児(3か月以上未籠学児春で)の保菫音で鷹則7ロー て参加‐ る方(保青有)

場所:町田市生涯学ロセンター 1階 学習室卜2
内書:第 :口 :保青面持、講酬 ′エンテーション 第2口 :ここう(観察 ′子どもの気持ち)

第3日 :からだ(体力向上メソ■ド)   第4口 :あた●(ワイワイしな鵬 錮哺酔l)

第5口 :わせ(応籠黛顔の実技学習)  第●口:こCIJ(縮本を爆ヒう)=7口 :参こめ(前向き子育て)

■日8おやつ‖食代50円 (保青申込aの方は400円 )

定員:25名 (申し込み多磁の場合― )申し込み:暉躍庁たけ来館で9月20日 (火 )17:00必着

郵送の場合:封書佛 きに以下のことを記入して生涯学ロセンターヘ

①‖座名②氏名(3tt脚い)③暉便番号・住所OEEIt■
O対象こなる子どもの年齢I保青を希望ける場合はl⑥保青対象ltO名前(ふι脚嚇)― 月日

AEO場合:生EIEtンターて配市す●YO申 込書にEA●、寇ロヘ提出(受付時間:9:00～

'7:00)
I間01合わせ先l町口市生涯学習センター 町田市籠町口|-3-l TEL:042-728-007:

髪

キ
β

ネ
田

拳

静呵曖タウンEXシセンス・ペアレ1月Fィング“暦めて伸ぼす子育て
・

(愛称 8CSP7ログラム)

親がしつltの場面て懇嗜らずに子どもこうきくコミュニケーションできる方法を具体的に学ぶための

…

です

日 程 :2017年 10日 :8日・25日・‖日:日 03日・22日・29日 (全ホ曜日)全|口連続講座

時 間 :9:30～ ‖ :30(保青受付時間:9:15～ )

対 彙 :町田市在住で3歳から職学前のお子さんを子青τ中の方 ※鷹刷にして0口全τに参加できる方

定 員 :10名 (保青あι:)※応募多歌の場合惨拍選にり 勝す

場 所 :忠生市民センター(町田市忠生3丁目:4-2)
申レ込諄:電嬌、町田市ホームペ‐ジでダウンロ‥ た申込書に記入し、直持忠生u子 青τ相餞センターヘ

腑 受付 8月25日 (金 )～9月 :9日 (火 )9:00～ 17:00)縮凛僣全員に郵送に

…

せいたし手す

申し込み・口

“

1合わせ先:3-子 青τ相麟センター 電話:042-789-7545 FAX:042-792-008:

親こ子の春むびのひろ勝

日時 :「 毒しゃポリ島9月5日・

'2日

・19日 (火曜日)

:4:00～ 16:00
「′ヤ 老ヾしゃJ9月 24日 (日畷日):4:00～ 10:00

対象 :町口市内在住00・ :離児こ保護者

マタニティの方 (『きしゃ釉 ポJのみ)

場所 :町田市生涯学習センター 1階 保青
=肉害 :「 審しゃ釉 ポ」自由遊び、スキンシ■■遊びなこ

「パパきしゃJ綸ホ0離諄目靡せ、おもち●●作0こ
申し込み:不専(直持会場へ)

※きしゃポッポヘ0参伽は月2日きてです

I問い合わせ先l町田市生涯学習センター

町El市■町:]|-3-l  TEL:042-728-007:
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の「子育てひうけカレンターJ惨町田市公式ホームページでもご覧いただlf春オ ′′

| 
♪各地饉版PDFフ ァイ′しをご覧になι:たい方勝こちら
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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 発行しております

冒目冨舌 042-724-4468(雇塁樋五)  Fax 050-3101-9459
「この冊子は、8805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)」
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リサイクル菫性◎

子育てママのしゃべιl場

持ち拍(保青のため):白やつ、館
"鴨

醸ご持ち拍有

申し込み:8月25日～9月0日 (土、日、祝日を鵬く)

※定員に空きがあ●●含け当日春で受付

申し込み・H01合わせ先:子こもなEEセ ンター

M:042-724-4419
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この印■枷は、印島月の紙ヘ

リサイクリレできます。


