
(町田市立金森保育園)

さわやかな秋を迎え、日中は過ごしやすくなりましたが、気温差の激しい時期です。体

調を崩さないよう、体調管理をしていきましょう。
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★休止日時のお知ら世★
あそびの会や保育園の行事等のため、使用できない時が`
あります。

《室内開放》
2日 (月)16日 (月 )

3日 (火 )

5日 (木)11日 (水)

6日 (金 )

18日 (水)27日 (金)

20日 (金 )

●おけなしかい 3(火 )

11∞～1130/未就学児
場所 :金森図書館2階
内容 :絵本の読み間かせ、ペープサートなど

●ようようおι:がみ :7(火 )

10∞～11:30/0歳の保護者
場所 :金森図書館 2階
内容 :季節の折り紙を折りましょう。

●体青あそび ‖ (ホ )

10∞～11:∞/1歳 6か月～未就学児
場所 :金森保育園
内容 :親子でゲーム、かけっこ、パルーン、体操

晴れたら園庭でミニミニ運動会をしましょう。

●諄む諄っこひうけ 23(月 )

①10:00-11:30/0歳
②10:30-11:30/1～ 3歳まで

場所 :鶴間会館 (鶴間 6-8-37)
内容 :おもちゃ遊び、ふれあい遊びなど
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●わたわんひうけ 2(月 )

10:∞～11:∞/1歳 7か月～未就学児
場所 :Sヽれあいもみじ館

内容 :リ ズムあそび、6、れあい遊び、体操など

★お願い★

ふれあいもみじ館では親子とも

に靴下を着用して<ださい。
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10∞ ～11:∞/11か月～1歳 6か月まで

場所 :金森保育園 (5日 )

Sヽれあいもみじ館 (16日 )

内容 :S、れあい遊び、誕生会 (5日 )

ミニ講座 (16日 )★裏面に詳細

●ようよちひろば 2(月 )16(月 )

14:00-15:∞/10か月まで
場所 :金森保育園

内容 :おもちゃ遊び、6、れあい遊び

赤ちゃんと一緒に体操しましょう。
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室内開放 月曜日～金曜日 9:○○～ 16:○○
(粘土タイム   9:OO～ 11:30)
(ラ ンチタイム  11:30～ 13:30)

園庭開放 月曜日～土曜日 8:30～ 17:○○
駐車場  月曜日～土曜日 9:○○～ 16:○○



ミニ講座

◆ すみれ教室 作業療法士による

「運動発達・乳幼児期に経験する

と良い動きや遊びについて」
～ぶちわんひろば～

日時 :10月 16日 (月)1000-11:∞
場所 :ふれあいもみじ館

歩<ことが楽し<なる遊びは?スプーン・フォ
ークの使い方や着替えの仕方についてなど、今
の時期に経験しておくと良い動きや遊びにつ

いて間<ことができますよ。

育児講座

◆「我が家に合った保育園・
幼稚園選び」

日時 :10月 18日 (水)lCOO-11:30
場所 :金森保育園

対象 :0歳～5歳のお子さんと保護者

保育園、幼稚園、こども園などの入園を考えて
いる方を対象に、保育コンシェルジュが入園に
関する情報をお話してくれます。また、疑間や
不安なことなどを聞くことができますよ。
予約は必要ありません。直接お越し<ださい。

◆「イヤイヤ期を考えよう」
日時 :10月 27日 (金 )、 11月 14日 (火 )

10∞～11:30   ※連続講座
場所 :(請座)南地域子育て相談センター相談室

(保育)金森保育園多目的室
※お子さんを保育する時間があります

対象 :1歳 6か月～4歳のお子さんと保護者

イヤイヤ期の子育てについて、カウンセラー植野
美也子氏をお迎えして子どもへの接し方を学びま
しょう。子育てのヒントになると思いますよ。

※2回シリーズの講座です。 2日間の講座
に参加可能な方が対象です。

※要予約 10組
※予約開始 9月 25日 (月 )から

(月～土曜日 9:∞～17:∞)

リサイタル遭性◎

この印鋼機は、印霧用の経ヘ

リサイクルできます。
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公園まで行かな<ても、ご近所をぐるりと散

歩するだけでも、落ち葉や秋の革花、虫を見つ

けるなど、秋が探せるかもしれません。

「鶴間公園さわやか広場」

(鶴間3-1-1)
日時 :10月 4日 (水)lC00-11:∞
内容 :秋を探そう、ミニミニ運動会

◆「成瀬台公園」(成瀬台 3…7)
日時 :10月 26日 (木)10:∞～11:∞
内容 :ミニミニ運動会
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ご自然この触れ合い～散を探そう～
秋は、さわやかな過ごしやすい気候で自然と

|

触れ合うのに良い季節です。た<さんの自然に
1

触れたり、見たりする中で、五感を働かせ、体01

′b・ 言葉も豊かに成長していきます。秋の風、 1
芝生・土・落ち業の感触に触れ、自然の中で楽 ミ
し<過ごしてみましょう。          |

南地域子育て相談センター (金森保育園)

町田市金森東 1-12-16
丁EL 042-710-2752
FAX 042-710-2753

わくわくフライテー

・ 言葉がおそい

・ 場所になれに<い
・おもちゃでじつくり遊ばない
0遊びのおしまいがうま<できない
0反だちとトラブルになる

・思つていることをうまく言葉にできない など

日時 10月 20日 (金)9:∞～ 12:∞ 場

所 :金森保育園

開催時間中は、多目的室のおもちゃや園庭で自由

に遊べます。あつまリタイムも設ける予定です
が、ご都合のよい時間に遊びに来て<ださいね。

遊びの中でお子さんの好きなことや得意なこと

を見つけましょう。関わり方のヒントも見つけら

れるかもしれません。

予約はいりませんので、直接お越し<ださい。

こんなことで悩んでいるママ、
パパあつまれ～ !

こ緒に遊びましょう !


