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南地域子育て相談センター
(町田市立金森保育園)

散歩に出かけるのによい季節になりました。戸外で自然を満喫して遊ぶのもいいですね。

どんぐりや落ち葉集めに夢中になつて遊ぶのも楽しいですよ。
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あります。

《室内開放》
6日 (月)13:∞～15:∞
7日 (火)8日 (水)20日 (月)9:00～ 11:00

10日 (金)12:30～ 14:30
13日 (月)9:00～11:30
14日 (火)9:∞～ 11:30
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●体青あそび/1書 |か月～未就学児

日時 :8日 (水)Ю∞ ～11:∞
場所 :金森保育園
内容 :親子でゲーム・ かけっこ・ パルーン◆体操など

●そら春めの会/町田市民で多鵬児を
妊帳中、子青て中の方

日時 :13日 (月)10:∞～11:15f
場所 :金森保育園     J母 子手帳をお持ち<ださい

内容 :保健予防課の保健師さんが来てくれます
情報交換したりみんなで一緒に遊びましょう

:

:

日
日
:

●わたわんひう膠/1歳 7か月～未輌学児

日時 :6日 (月)10:∞～11:∞
場所 :ふれあいもみじ館 (金森東3-17-14)
内容 :リ ズムあそび・ふれあい遊び・体操など

★お願い★

ふれあいもみじ田 cは親子とも
に靴下を着用してください。

●ぶちわんひろぱ/‖ か月～ :歳 6
日時/場所/内容
◆7日 (火)10:∞～11:∞/金森保育園/

ふれあい遊び・誕生会・手洗いチェッカーを使つ
手の洗い方を確認できます

◆13日 (月 )10:∞～11:∞/ふれあいもみじ館/
リズム遊び・ふれあい遊び  (金森東3-1714)

●ようようひろけ/10か月●で
日時/場所/内容
◆6日 (月)14:∞～15∞/金森保育園/

ふれあい遊び・ ミニ講座 (裏面詳細)

◆22■堰II竪¥“ゴ」2シ復愛萱癖甲桶 催時
ふれあい遊び・ ミニ講座 (裏面詳細)曜 員です

室内開放 月曜日～金曜日 9:∞～16:OO
(粘土タイム   9:○○～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 9:30～ 16:OO

●たのじ U“l脚み/1歳～未輔学l■0保護者
日時 :21日 (〕鱒10:30～ 11:30
場所 :金森図書館 2階
内容 :お子さんを遊ばせながら季節の折り紙を

楽しみましょう

動きやすい服装
来てくださいね

◆鶴間盆□(鶴間3-1-1)
日時 :29日 (7K110:∞～11∞
内容 :秋を探そう・自然の中で体を動かそう

◆成瀬台公園(威瀬台3-7)
日時 :30日 (木)10:∞～11∞
内容 :親子で外遊びを楽しみましょう



F◆「マザリーズ」
(赤ちゃんとのコミュニケーション)

日時 :11月 6日 (月)14:OO-15:∞
場所 :金森保育園

赤ちゃんとのコミュニケーションどうしています
か?赤ちゃんとのibの絆を深めるために、どのよ
うなことができるのか、知ることができますよ。

◆すみれ教室 理学療法士による

「 運動発達・ 撃L児期に経験すると良い

動きや遊びについて」

日時 :11月 20日 (月)10:∞～11:∞

場所 :金森保育園

ふれあい遊びなど、親子で体を動かして遊ぶ中で

手し児期に経験すると良い動きや遊びを知ることが

できますよ。寝返り、お座り、ハイハイ、歩くな

どの運動動作につなげる楽しい遊びなど、子育て

のヒントを得られるかもしれません。

育児講座

・

・

・
●
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わくわくフライテー

・思つていることをうまく言葉にできない

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

日時 :11月 17日 (金)9:OO～ 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～ !

ご緒に遊びましょう !

・言葉がおそい

11:30-13:30
ランチタイムです。

◆「離乳食講座」
日時 :11月 10日 (金)13:30-14:30
場所 :(請義・調コ

甫地域子育て相談センター相談室

(保育・試食)

金森保育園多目的室

対象 :O歳の保護者

保育園の栄養士による離手L食についての講座です。
栄養士が実際に離平L食を作りながら、作り方や味
付けのコツ、離手L食期に大切なこと等についてお

話します。また、講座後は試食もあり、味付けや
固さなど体験できます。
講座中はお子さんを保育しますので、じつくりお

話を聞いてくださいね。

※要予約 10組
※予約開始 10月 25日 (水)9∞ から

日 9:00-1

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

リサイクル通性◎

この印翻鞠は、印購用の経ヘ

リサイクルできます。

～読書の散～

絵本の読み間かせは、どうしてますか?
絵本は、親子で一緒に楽しみを分かち

含う遊びの 1つです。

絵本を通して、語りかけ、触れ合つて遊S中
で、親子の信頼関係を築いたり、人としての

能力(言葉め発達・意欲・集中力・思者力など)

象曇あ裏1還翠零聰本を楽しんでみてはいかが
でしょうか。

*ひろばでよく読まれる絵本

※1歳前後までは、絵本を読んであげようとして

も興味を示さなかつたり、次々自分でページを

撃観脇 磯顕塊饉認忌維
慣れていきましょう。

親子でふれあい遊び

ができる絵本です。

絵本のだるまさんと

同じ動きとリズムを

親子で楽しみます♪

いろいろな動物が挨拶して

くれます。繰り返しの中で、

挨拶に応じたり、動物の特徴

を言葉にすることで、言葉の

広がりにもつながります。

お子さんの興味のあるものが載つた絵本の絵

を指さして言葉にするのもよいですよ。


