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↓この南地域版で勝下記の保育国のイベントについてご紹介してい審す

保青■名 断 Tel Fax
マイ儡青■

…

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

② 高ヶ嚇 日 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 町口わかくさ保青ロ 町田市成瀬7-10-7 042-728-0288 042-728-0344 ○

⑤マ蓋竃
=撃

喜署相露センター)
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 こけこ保育□ 町田市金森6-37-18 042-796-3628 042-796-3697 ○

③ 光の原保青目 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 Aリ ピートリーム鶴間 町田市南町田4-22-7 042-796-3322 042-796-3328 ○

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

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

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

⑭ こびこのも‖保青日 町田市小jl:6-1-32 042-350-5423 042-795-1455 ○

⑮ レイモンド南町田保青□ 町田市鶴間8-4-30クレイント
・
ヒ
・

,レlF 042-706-9641 042-706-9642 ○

⑮ 町田市爆育ロ 町田市金森東4-36-8 042-796-8346 042-796-8346 ○

※特に配職がない限ιl駐車場はあ
`l春

世ん お車での来□勝ご遠慮ください

,



<保育日からのお知らせ>このベージに勝、定期的に開催され祈 ベントにつらに掲載してい春寸

※特にEEEのない限ι:¨①日曜日、祝日は休龍 す ②各イベントは無料です ③駐車場はあιl春せん
④各イベント炒保護者(ス勝六人)こ一緒の参加

“

〇年齢記韓かないイベントは未輔学児対象です

<市立金森保育□>
口口庭開放
2017年 10月 毎週月～土曜日 &30～ 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 10月 毎週月～土曜日 a30～ 1■∞

子育てのことを―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

地域専用駐車場5台は30～ 16:∞ )

・室内開放
2017年10月 毎週月～金曜日 9:∞～16:∞

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1180～ 13:30

地域専用駐車場5台 (鋭30～ 16:∞ )

口育児サークル支援
2017年 10月毎週月～土曜日 &30～ 17Ю0
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:∞ )

地域専用駐車場5台 (a30～ 16:∞ )

・親子体験保育
2017年10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

親子一緒に国生活を体験してみませんか
要予約 平日9"～17m有 料 1食2∞円
駐車場の利用なし

・ 育児講座「イヤイヤ期を考えよう」(1歳6か月～4歳)

2017年10月 27日 (金曜日)・ 11月 14日 (火曜日)

10:∞～11:30

イヤイヤ期の子どもの接し方について
カウンセラー植野氏から子育てのヒントを学びましょう
2回連続講座 保育有
要予約(10組 9月 25日～ 鋭∞～17m)
地域専用駐車場5台(a30～ 16:00)

<高ヶ坂保育園>
・子育て相談

2017年 10月 毎週月～金曜日 10∞～16:∞

食事、睡眠のこと、子育ての悩み等
気軽にご相餞ください

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 日庭・室内遊び口集まり
2017年 10月 10日 口17日 (火曜日)鋭30～12m
親子で、又、在日児と一緒に日庭や室内で遊びます
集まりの時間には読み聞かせなどの
お楽しみもあります(集まりは11:∞～)

・ひだまり広場
2017年 10月 12日・19日・26日 (木曜日)

9:30～ 12:00

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□>
・ 園庭開放

2017年 10月 毎週月～土曜日 9:∞～17:00

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・子育て支援スペース開放
2017年 10月 毎週月～金曜日

(20日 午前・26日 午前を除く)

9:00～ 12:30 15:00-17:00

保育口に来て、友達の輪をひろげませんか

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10月 4日・11日・25日 (水曜日)

13日 (金曜日)・ 16日・30日 (月 曜日)11100～ 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>
・ 日開放 (れもんてぃ一)

2017年毎週火・水薔木曜日 鋭30～ 1230
子育て支援室にて

日開放「れもんてぃ一」を行つております
お気軽に遊びに来てく屋 いね<南つくし野保育園>

・口庭開放
2017年 10月 毎週月～金曜日 10∞～1130
みんなで一緒に遊びましょう
色 な々おもちゃがありますよ

<成瀬南野保育日>
・口庭開放

2017年10月 毎週月～土曜日 9:∞～11:30

保育国のお友違と一緒に遊びませんか?



<こうりん保育園>
・口庭開放

2017年10月 毎週月～土曜日(7日 を除く)

10:00-12:30

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

・子育て相饉
2017年10月 毎週月・水・金曜日 10"～ 1敏∞

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(10"～ 17●0)

・りんりんひろば
2017年10月 毎週月中水・金曜日 lQ00～13m
室内開放 親子で―緒に遊びましょう
身体測定も難 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>
・口庭開放

2017年10月 毎週月～金曜日 10:∞～11:∞

保育国のお庭で遊びましょう 雨天申1止

・まるんひろば
2017年10月 毎週月～金曜日 10∞～15m
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

<こびとのもり保育日>
・子育て相餞

2017年10月 毎週月～金曜日 10∞～16:∞

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10月 毎週月・水口金曜日 lQ00～15m
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

<町田わかくさ保育園>
・口庭・室内開放

2017年10月 毎週月～土曜日 9:00～16"
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10月 毎週月～土曜日 9:∞～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

口育児相談
2017年10月 毎週月～土曜日 9:00～ 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

口わかくさ綸食
2017年10月 13日 (金曜日)・ 19日 (木曜日)

25日 (水曜日)

11130～

当日自慢の綸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)応相議
要予約(3組)大人3∞円こども200円

・わらベビ教室 (生後2～ 6か月)

2017年10月 19日 口26日 (木曜日)lQ00～ 1030
わらべ歌を使つたペビーマッサージで
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

要予約 (10組 )

※駐車場5台

<こばと保育園>
ロロ農開放
2017年10月 毎週月～金曜日(25日 ～27日を除く)

9:00～ 12100

ローラー滑り台・砂場や

保育国のおもちゃを使つて遊びましょう !

25日 ～27日 は保育参観の為休止です

0育児相談
2017年10月 毎週火口木0金曜日
9:30-12くX) 15:00-17:30

子育てについて(食事口睡眠 =トイレトレーニングなど)

不安や悩みを感じた時はご相議ください

要予約 (9月 25日 1000～ )

・ こばと広場 (室内開放 )

2017年10月 毎週月口水・木曜日(25日・26日を除く)

9:30-12"
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
25日・26日 は保育参観の為体止

※駐車場あり

<町日南保育園>
口保育日で遊ぼう
2017年10月 10日・17日・31日 (火曜日)

4日・11日・18日・25日 (水曜日)

0日・13日・20日 (金曜日)a30～ 1230
保育目の日庭やホールで

保育国の子ども違と一緒に遊びましょう
駐車場7台



く光の原保育口>
・育児相談

2017年10月 毎遇月～金曜日 9:∞～17"
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 10月 毎週月～金曜日 1000～ 16:∞

保育日のお塵で遊びましょう!!

<もりのおがわ保育園>

・子育て相談
2017年10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

・室内開放 (～ 3歳 )

2017年 10月 毎週火・水口金曜日 餞30～ 1230

保育目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 !

ぶらくれよんひろば

親子で遭べる楽しい0うけです
おなだちこ一緒に適びにきてください

日時::0月 17日・24日・31日 (火)10:30～ 11:45
(H:45～ 12:30はラン手タイム航 )

※24日勝ハロウィン企■D工作
「黒撻バックをつくろうJを予定

I開催場所OF轟 1合わせ先 l

そ抑 ぜ学童保青クラフ (南第二小学校肉)

TEL:042-727-3384
ころん子学童保青クラ7(南第四小学校隣持)

TEL:042-799-0989

亀念 ′υ 務 怠  に こ に こ ク ラ フ も念 ′哨 雅 覇

窪ヨ麟 ア
日時 :10日0日・:3日・20日・27日 (毎週金曜日)

:0::5～ :::30

影百誰嵐 、翼鶴
I問い合わせ先 l

なんなる学童保青クラ7(南威瀬小学機敷地内)

■5r菫瀾13-6 TEL:042-726-1758

―
月hン ノ

～:0052■卜編口げヨ麟
=“

“

層出‖～

年間予定 :

2017年 9月20日・10月24日・:1月28日・12月

20日・20'3年 :日30日 02月27日 03月27日

(全火曜日)

時間::3:30～ 14:30※予約勝必喜なし

対象:10代から221い0■けでのィィこ橿‖さん
場所 :生涯挙習センター

(100MACH:DAEIL●階)保育室

問い合わ世先 :忠仕働電子育て相餞センター

EE042-789-7545

親こ子の春むびのひろげ

日時 :「毒しゃポッポ」10月3日・10日・:7日 (火曜日)

'4:00～
11:00

「′ヤ きヾしゃ」:0月29日 (日曜日):4:00～ 16:00
対象 :町田市内在住000:歳児こ保護者

マタニティの方(鳴光
"釉

ポ」のみ)

場所 :町田市生涯学習恒″ ― 1階 保青室
内害 :「きじゃポッポJ自由遊び、スキンれ 7遭びむこ

「パパきじゃJ絵本の読み日かせ、おもヽ 製作むこ

申し込み:不喜(直持会場へ )

※●しゃポッポヘの参加勝月2口きてです

I問い合わせ先l町田市生涯学習センター

町目11市目調囃ヨ|-8-, TEL:042-728-007:

生涯学習センターかつ 詢知ら世
幼児の保護者向l■講座「こきめくママTime～自分への贈ιl補～」保育付

日時:‖ 月:7日、11月24日、12月 :日、12月8日 (ι lずれも金曜日):0:00～ 12:00
対象 :町田市内在住の幼児(2歳からホ輔学)の保護者、原則4口連続参加礎 ろ宙

場所 :町田市生涯学習センター 1階 学習
=:.2他

 費用 :無料、保青がある方はおやつ代200日 (4口分)

内害 :第 :口保青面撻、オリエンテーション 第2口「らくにな掟 こう」自分の気質を知ろう

露3口「●●た
`け

価 だ」ここうからだに籠しい手当て 第4口奉こめ「ここうこからだの深呼吸」

定員:保青付き:5名 (‖ /1現在8か月以上のホ輔学児)保青0し 10名 (定員を超えた場合静拍選 )

申し込み:郵躍滲日出来饉置,0月 20日 (金),7:001麟薔

rtO場合:H●●・Aガキに以下のことを記入して生涯学ロセンターヘ

①講座名②氏名(81叫がな)③郵便番号・佳静ЭttH号⑤対象こ●●子どもの年齢
I保青を希望ける場合はl⑥保育対象児の名前(3tι脚む)①生年月日

来館の場合 :生涯学習センターτ配布す●FO申 込書に記入し忠ロヘ提出(■付時間 :9:00～ 17:00)

1間ιl合わせ先】町田市生涯学ロセンター 町田市鷹町田|-3-l TEL:042-728-007:
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市立金森保育園
ふ れ め い う分 し頭 騒

車場10台 親子共靴下
善 田

わんわんひろば(1歳7か月～)好きなおもちゃで遊ん
だり、親子でリズムあそびを楽しみましょう

10:00-11:00

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9130～ 16:00)

共らようひうほ ～ヽ lU刀 月` ′ ψつた りとおもうやでJEん■

り、ふれあい遊びを楽しみます 子育ての情報交換もで
キ士オ

14:00～ 15:00

3 火

ハッピードリーム鶴間
景 ヤ 祠 月ヽリロの 上 十 締

切 電 話 受 付 平 日

lo・on_17 nnヽ

幌子体験保育 保育園つてどんな所?親子で一緒に体
険してみませんか?(給食費有料)

930～給食終了

成瀬くりの家保育園
要予約 (10組)親子で
300円

十五夜団子作り(1～ 5歳)給食の先生と一緒に十五夜
つお団子を親子で作りませんか

10:00～ 11:00

町田南保育園
景 ヤ 祠 3ヽ租リヤ 利 史 1可

時 間 (平 日 10∞ ～

17 nOヽ 魔 吉 握 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

市立金森保育園
王林凶詈 EEヽ Z隋おほ /J・

し室)第2駐車場をご利
日でだ六Lヽ

おはなしかい 親子でお話を楽しみましょう ペープサー
トや大型絵本など楽しいおはなしがたくさんあります

11:00～ 11:30

4 ホ

市立金森保育園
鶴間公園さわやか広場
雨天中止(a00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

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 Q おひさまくらぶ(～ 3歳)年長組の運動発表会 10:00～ 11:00

こうりん保育園
景 ?祠 1ヽ0租′ ●lS冨笠

森第6アパート第2集会
室 購 吉 侵 4会

糧 稲 アー ト(1雇禾 満 リ アーマほハ ロワィン お翠 か ら蒸

装を着てきてもOK持つてきてもOK(受付平日1000
-17・ 00ヽ

10:30-11:30

5 ホ

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30～ 16:00)

ぷちわんひろば(11か月～1歳6か月)おもちゃで遊ん
だり、ふれあい遊びやおはなしを楽しみましょう 10月 生
圭力.のお神Lヽキll´ 圭十

10:00～ 11:00

もりのおがわ保育園
要予約 (10組  9/25
030～ )つくし野セント

ラルパーク 雨天中止

くまのこひろば運動会 (～ 3蔵 )運 動の秋 :広い公園
で、元気いつぱいに親子で運動会ごつこを楽しみません
か ?園より送迎′ヽス有 持ち物有

10:00～ 11:30

(1000に 園集合 )

| 金

南つくし野保育園
ふ

pヽつ ヽヾ ヾル ~‐Aヽもつ 9ヽ てて・～ 4刀 月` υ′亦 bや
～

′

もうすぐママ "・ プレママ仲間と一緒におしゃべりの
単‐・J手ボー lbttl_士 #ス ,か つ牛書ママ幸.!_ヽ 士オ■ ,

D:30-11:00

南つくし野保育園 雫
3ABYカフエ(0～ 1蔵)赤ちやんとママ・バ′ヽ、保百園ヘ

遊びにきませんか ?一緒に遊びゆつくりお茶を飲みなが
民格鍋奉糧 :´士:^■ ら

D:30～ 11:00

レイモンド南町田保育園
要予約 (10組 )予約受
付時間 (■30～ 16ЮO)

玩具の遊び方 『木のおもちゃチッタ』の店主さんから楽
しい玩具・遊び方の紹介をしていただきます

10:00～ 11:00

,0 火

高ヶ坂ふたば保育園
晏ヤ利 t十 日9:00～

17ЮO)保護者食事代
mnロ

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

〕:15-12:00

盲ヶ坂保育園
要予約 有料(食事代
親子で300円 )

体験保育(2～ 5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? )30～給食終了

葛ヶ坂保育園
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

ホ

町田わかくさ保育園
要予約 (5組)駐車場5
ム

ま
～

まツフ ノ 1ヽ屁児 ノ 1顧児 7フス の お 反 ■ 磁 ― 積 に

歌や手遊び、絵本の読み聞かせなどを楽しみましょう
凛 #71手 .不キ士十 r固 目螢 羊.面ヽ

9:45～ 10:15

レイモンド南町田保育園 0 お誕生日会 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

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30～ 16:00)

倅百あそひ (1蔵6か月～,室 内や園歴でおもいつきり

身体を動かしましょう 親子共に動きやすい服装で来てく
だ六Lヽ わ

10:00～ 11:00

こばと保育園
要予約 (10組 9/25
1000～)駐車場あり

誕生会 10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 ¢ おひさまイベント 太鼓とお芝居のたまつこ座公演 10:00-11:00

こうりん保育園
景 ヤ 祠 い租 ,郡 冨 笠

森第6アパート第2集会
室 壁 吉 捏

`台

摂相アート(1～ 5蔵 , テーマはハ ロウィン お翠から衣

装を着てきてもOK持 ってきてもOK(予 約平 日1000～
17・ 00ヽ

10:30～ 11:30

南つくし野保育園 南町田会館Bホール
にこにこランド 保育士によるパネルシアターやふれあ
い遊びです 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

5



日 ■ 主饉蘭餞 予詢・費用・― イベ冽目H日 )・イベ沐 自害 朧

ホ 光の原保育園 鶏
親子体操 親子で一緒に体操しましょう:心も体もリフ
レッシュ :

14:30～ 15:30

12 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(3組)親子食
事代500円 駐車場5台

分 園 で一 積 に通 はつ :杯願 保 胃 tじ顧・1顧児 ′ 国 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 10:00～ 12:00

:3 金

町田わかくさ保育園 要予約 (10組 )分園
見たい知りたい1蔵児園生清 (～ 1蔵児,1雇児のママr
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: ●ら 回 目受ふじl

10:00～ 10130

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日900～
17:00)

こあらくらぶ (生後2～ 7か 月)H29.3月 生まれ以降 いつ

でもどこでもベビーマッサージ 秋のコース(2)(全 3回 )

持ム物 バス ナ々′し
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
士:、

10:00-11:30

:| 日

市立金森保育園
か 不じめ い う の し頭 址

車場10台 親子共靴下
善 田

ふらわんひうほ (11か 月～ 1顧6か 月,親 十で量 はつ

すみれ教室の作業療法士による「発達にあつた動きと遊
711ハ ミ ~艶 直 二.ふ ‖ま 十

10100～ 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 )H.25.4～ H27.3月 生まれ 運動
会ごつこ

10:00～ 11:00

こうりん保育園
量 7利 tiUraノ 郡 日

=
森第6アパート第2集会
壼 Et古 捏 a全

お詰宏 lお詰し即雨蕗Jの万によう手遊ひやつbヘ
歌、絵本の読み聞かせなど 読み聞かせのコツなども教

'7■
.二 姜事f r尋 鍋 エ ロ lo.nn～ 17・ 00ヽ

10:30～ 11:00

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30～ 16:00)

よちようひろは(～ 10か月, ゆつたりとお

“

やで量
～

だり、ふれあい遊びを楽しみます 子育ての情報交換も
7・書士十

14:00～ 15:00

,7 火

高ヶ坂保育園
めてはつ云 醜 玉 云 lU月 玉 まれ の およ Lbり 腱 ■ 云 a
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.nn～

09130～ 12:00

こうりん保育園
責 7FJヽ Ora ～ lu/1z

1000～ 1700)駐車場
ι台

お楽しみ会 パルーンアート 10月 生まれの誕生会も行
います

10:00～ 10:45

光の原保育園 二
零

人形劇 人形劇『ふくまる座』による人形劇です どんな
おはなしかな?おたのしみに

10:00-10:50

高ヶ坂保育園
あそぼう会 制作 親子でシール貼りをして、11/11に行
われる園まつりに飾る作品を作りましょう

10:CЮ ～11:00

町田わかくさ保育園
要予約 (5組)駐車場5
ム

オンリーワンひろば(医療ケアのある子ども,ご琢歴で

医療ケアを受けているお友だち、園に遊びに来ませんか
日筆者のナ手1お景 l´まl´上ら

10100～ 11:00

市立金森保育園
=林凶●IEヽ Z隔おほU
し室)第2駐車場をご
剰日て

'六
しヽ

よちようおりがみ tO蔵,お子さんむ Eほせな刀` b、 天人

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
彙l.、

10:30～ 11:30

:8 ホ

南つくし野保育園
景 7祠 合ヽ 7フ ス 3ra′

有料 (昼食1食300円お
や つ 1合loo日 ヽ

親子体験保育 (3か月～5歳)保百回つてどんなとこ

ろ?親子で体験してみませんか ?給食・離乳食もご用意
7・去士オ

)30～給食終了

町田わかくさ保育園
要予約 (5組)駐車場5

D蔵卿 0く77フ Hヽ.Zじ 4.Z～ HZU.4.1ノ  U顧折己ツフスυ′ゐ

友だちと一緒に歌や手遊び、絵本の読み聞かせなどを
塗 :Aま :}ら 鳳 職 7鮮 ,7・去士十 r固 日堂 幸̀ 面ヽ

):45～ 10:15

成瀬南野保育園
賢7利 いヽ 幌 い Zfa・ 兄

学 51日 9/259:00～
コ/2n3出 4・mヽ

誕 玉 云  誕 二 月の お夏運 にほ刀― 卜の ノレマント刀` め リ

ます 保育士からの楽しい出し物をみたり、みんなでお
押 い葬 1´士十

10:00～ 10:40

こばと保育園
要予約 (3組 9/25
10∞～)駐車場あり

体験保育 (0歳)こばとの保育を体験してみませんか? 10:00～ 11:00

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30-16:00)

育児講座「我が蒙にあつた保百園・幼椎園選び」 保百

園、幼稚園、こども園などの入園を考えている方、保育
¬ ′`しTjしり¬ル筆 l_士 :士ら

10:00～ 11:30

町田わかくさ保育園
量 7利 い raノ 祀 り 目

でも個別対応可能 駐
宙 捏 R全

フレママ&枷木ママの初の■胃児 fJJの (お圧こ理え

る方・産後2～ 3か 月の方、赤ちやんのいる暮らしについ
7賛憂 lま書■,■、つ仲□目螢羊、百n

10:30～ 11:00

19 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
9:30-11:00

20 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
9:00-12:00

ハッピードリーム鶴間

纏
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

9130～ 11:00

ハッピードリーム鶴間
ゆめたまこ帆 賑期～4か月′ Lれ刀` byJ胃 児に関

'0不安や悩みなど、先輩ママや同じプレママに話してみま
i l・ ●ヽ :

9:30～ 11:00

●



日 曜 主饉蘭露 予綺`費用・― イベ冽MHttm)|ィベ沐 自書 時間

20 金

こばと保育園 1000～)有料 (親子で
500Hヽ  Eヤ」E」島Jス し1

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

ねむの木保育園 要予約 (定員25組 )

みんなで遊ぼう～折り紙講座～ 講師の先生に折り紙を
使つたお話を見せて頂いたり、折り紙を折つて遊びます

10:30～ 11:30

(受付lm5～ )

21 土 町田わかくさ保育園 要予約 (10組 )

兄たい知りにい国土石 ～ヽ :感児ノ υ～ l感児り でマ?′
パ、保育士を交えて日頃のあそびとくらしを語り合いま
!_■ ら 固 目学ふし,

10:30-11:15

23 日

こびとのもり保育園
要予約 (3組 9/25
10:00～ )

お誕王云 10月 玉3れのお戻達、保目園のみん磁 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
Li十オ

9:30-10:30

市立金森保育園 鶴間会館 駐車場なし
みなみつこひろiま (1,0蔵 (2,1～ 3蔵  おもちやで運んだ

り、親子のふれあい遊びをします 年齢にあつた時間に
デ参力Πでナ=六 l.ヽ

(1)10:00～ 11:30

(2)10:30～ 11:30

こうりん保育園
安 ア 祠 3ヽraノ 郡 冨 王

森第6アパート第2集会
中 瞳 宙 捏

`会

元気に室内遊び(1歳未満)ボールで遊んだり、大型積
み木で遊びましょう (予約平日1000～ 1700)

1030～ 11:30

24 火

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 9/25
9:30-)

お誕生会 (～ 3歳の10月 生まれのお子様)保育園のみ
んなとお誕生日のお祝いをしましょう

〕:50-11:00

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U蔵児園玉清 0蔵児のママやバ′ヽ 、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
コロ螢ふじl

10:00～ 10:40

光の原保育園 要予約 (8組 )

′`E~マ ツフ~ン 4ヽ刀 月`～ 1願本瀾ノ ヘE― てツフーン
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

敗r持参くださぃ
10:00～ 11:00

南つくし野保育園
わくわく言桑芸 はもつすぐママ・～4か月の赤ちやん )

先輩ママユニットによるピアノの生演奏と歌のハーモ
ニー葬お奏 l_み

`r六
[、

10:00～ 11:00

25 ホ

成瀬南野保育園
要予約 (10組 9/25
900～ 9/30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

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

町田わかくさ保育園 駐車場5台
身体測疋 &誕生フオト 身体測定・お気軽百児相談 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
し1士オ

10:30～ 11:00

こうりん保育園
景 7利 3ヽ組 ノ 郡 日 笠

森第6アパート第2集会
冒旨 璧幸J巨 」巳4`■

元気に室内遊び(1～ 5歳 )ボールで遊んだり、大型積み
本で遊びましょう (予約平日1000～ 1700)

10:30-11:30

21 ホ

市立金森保育園
嗅瀬 言 公 園 国 人 甲 上

(a00に判断)駐車場
FISi_

灰凛言公園で逓ほつ 厩澱台公園で思いつきり遊びま
しょう 親子で体操やボールあそび等、体をたくさん動か
子ら

10:00-11:00

こびとのもり保育園
要予約 (7組 9/25
10100～ )

ハロウィン制作(1～ 2歳児)お子さんと一緒にハロウィ
ンの制作をしませんか

10:00～ 11:00

成瀬くりの家保育園 要予約
誕生会 10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

27 金

南つくし野保育園 ゛
らよつとはつと刀フエ(2～ 5雇 ,子 百て甲の保護者 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
申 +11_7Lヽ 圭十

9:30-11:00

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

―績に運ほう !囁児 1墜願保育 (H28.4.2～ H2941)同
い年の園のお友達と親子で遊んで昼食を食べて、一緒
:=渦 ■l_士 :_■ら

10:00～ 12:00

町田南保育園
妻 ア 利 tOraノ 7祠 史 何

時間 (平 日1000～
17,00ヽ  菫幸」E」■7`さ

わらへつた°へE―マッサーシ(2～ 8か 月,桑しいわらべ
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lt2日 後以睦にお織l^`だ六Lヽ

10:00～ 12:30

ねむの本保育園 要予約 (3組 )
ぷれママひろば(安定期～生後4か月)お手持ちのタオ
ルを使つて簡単なスタイ作りをします

14:00～ 15:30

30 月

ねむの木保育園 要予約 (5組 )
ゴミ収集車がやってくる ! ゴミについてのお話を聞いた
り、ゴミ収集車の中の見学が出来ます

9:50-11:10

高ヶ坂ふたば保育園 要予約
さくらんぼくらぶ (2～ 4歳 )H254～ H.27.3月 生まれ ハロ
ウィンのぬり絵遊び・誕生会

10:00-11:oo

光の原保育園 ф
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

3: 火 こばと保育園
要予約 (8組 9/25午
前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

Ooホ oO Oキ o子 ooネ OO Oキ ○
静

7



2018年4月 1日入園 申し込みのお矢□らせ

町田市認可保育園・ 認定こども園 (1歳～2歳児)

小規模保育園・家庭的保育者 (保育ママ)

《受付期間》2017年 11月 25日 (土)～ 12月 15日 (金)

・受付場所、申込み方法、必要書類等は、2018年度入園のしおりをご覧<ださい

《入園のしおり配市場所》
2018年度入園のしおり (申込書)は、10月中旬から下記の場所で配布予定です

・町田市内各認可保育園及び各認定こども園、各小規模保育園、各家庭的保育者 (保育ママ)

・保育・幼稚園課支援係 (町田市役所2階 204窓 □)

詳しい内容につきましては、11月の「広報まちだ」及び

まちだ子育てサイトに掲載予定ですので、そちらをご覧<ださい

町田市役所 子ども生活部 保育・幼稚園課

支援係丁ёI042-724-2137(直 通)F欲:050-3161-8635

地域公開鶴座  「落ち着このない子どもへの対応についてJ

Oスーパーて書 l口る、いOCろ
・手をつなllal■a、 すぐに稲び出

“

こ、お子●_3の行動で日ってllaんか?

そんなここの適用む間わι:宙む学び春しょう

鶴師 :東門 ― 脚 ′二凛 Jl「 露
―

日時:2017年 ‖日7日 (史)1000～ 12:00

会場 :町田市役所3贈含饉室

対象:‖学前

…

の保願者 100名 (先着願)保 青昴 :20名(1歳～ホ囃□児)

節 :20:7年 10日3日 (火)～ :0月 31日 (火 )7:00～ :7:0けて

申u四肝町口市イベ肩 イヤfL 042-724-5150(年 中銀体)受付時間7:00～ 19:00

町田市ホー6ページのイベント中込みシステL『イベシス』― 素  ※イベンドレポ「:71003AJ

I聞い合わせ先l 
…

センターす群れ敏
=  

電話:042-726-6570

金森□書ntlらの詢知ら世

★お勝むし会★

10日4日・‖日・18日・25日 (2H曜日)15:00～
★ちょりちょりお饉会★

10月 20日 (金曜日)‖ :00～

※25日は、          す′

【H01含-1
金森□●m金森東3-5-1

TEL8042-710-1717

≪キリスアタックIN成瀬≫

日時:10月 23日 (月■日)'0:30～ 1::00(自由遭び)

‖:00～ :::30(■ログラ6)
場所哺田胸Efテ 花 ンター

:臓鵬おい■L(町IB鵡 2-49-1)
対象80麟～‖学前の乳鑢児こむの保護者

向書:スキあ 贅 中ttOta― 、榊 囃

I離 1含-1
子ともセンターけあん金轟4-5-7

TEL 042-788-418:
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:この「子青τひろ膠カレンター』勝町田市公式ホームページでもご覧いただけ春す ′′    I
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各朋 WDFフ ァイルをご覧にな‖たい方勝こちら           1
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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

電話042-724-4468(直通)単
需稚59諄香製傷鼻 費を含みます)」「この冊子は、8664部 (5地域分)作成し、1部あた

8
リサイクル饉性◎
こ0印■喘R印轟用0籠ヽ

リサイクJしてきます。


