
町田市子青τ
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(南地域版)回 覧
お住きいの近くの「子育てひろばJをご案内し奉寸
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ら勝すので

※特に記職がない限ιl駐車場はあらl春せん お車ての来□けご遠慮ください
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町田市子育て情報配倍サービス

「ぼっこメー′L春ちだ』

町田市から子育ての
「勝っこな情報 J

「勝っとする情報 J

をお届‖晴 す′
κ

子育てひろ勝カレン年‐ 市場所 ~~ド
「子育てひうけ力じンターJ勝この南地層版の他に
「堺 J「忠生 J「町田」「鶴illJ地域版があι勝す
他地画Dカレンダー勝各市立保育□で配布じてい春す
ぜひご利用ください

南地層版貯掲載保青□及び下記04所百配布してll●す
南市民センター、なるせ駅前市民センター

籍合体青饉、子こtセンターばあた
bO勝ら11児クリニック、小児科高橋医院
豊Iil小児科内科医鳳 そうてつn―Eン成瀬店
三和Jl:ll店 他
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↓この南地城版では下記の保育国のイベントについτご組命してい春す

保青口名 断 Te: Fax マイ爆青■

…
① 威瀬くιlの家保青ロ 町田市成瀬 1-5-1 042-710-3177 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 高ヶ坂ふたば保青ロ 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マ蕎量篇撃喜署相餞センター)
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0のホ保青□ 町田市金森東3-17-25 042-706-0733 042-706-0737 ○

① こじこ保青ロ 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 ○

○ 南つくし野保育□ 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‖ん保青□ 町田市金森7-6-1 042-725-7070 042-727-2822 ○

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

⑬ 威瀬南野保青園 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青□ 町田市鶴間8-430クレイント
・ヒ〕レlF 042-706-9641 042-706-9642 ○

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



<市立金森保育園>
口口庭開放
2017年 11月 毎週月～土曜日 &30～ 17:∞

広い日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 (■30～ 16:∞)

・育児相談
2017年 11月 毎週月～土曜日 a30～ 17:∞

子育てのことを一緒に考えましょう
相臓は電話、来日、家庭訪間でお受けしています
地域専用駐車場5台 (a30～ 16:∞)

土曜日の希望は要問合せ

・室内開放
2017年11月 毎遍月～金曜日 9:00～10∞

おもちゃで自由に遊びましょう
あそびの会等で使用できない時間があります
お問い合わせください

地域専用駐車場5台 (a30～ 16:∞)

ランチタイム1130～ la30

口育児サークル支援
2017年11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 (9:∞～1■00)

地域専用駐車場5台 (■30～ 10∞ )

・親子体験保育
2017年 11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

親子一緒に口生活を体験してみませんか

要予約 (平日9:∞～17:∞)有料 1食2∞円

駐車場の利用なし

<高ヶ坂保育園>
口子育て相嵌
2017年 11月 毎週月～金曜日 1000～ 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

電話による相嵌も受け付けています

来日前にお電話ください

・あそほう会 口庭・室内遊び・集まり
2017年11月 14日・21日・28日 (火曜日)a30～ 12∞

親子で、又、在日児と一緒に口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11:00～ )

・ ひだまり広場
2017年 11月 2日・9日 口16日 口30日 (木曜日)

9:30～12"
屋上テラスで自由に遊びましょう: 雨天中止

<保育日からの詢知ら世>このページには、定期的に開催され

“

ベンに ついて掲載してい春す
※特に記驚のない限ιl・・①日曜日、祝日勝休

"で
す ②各イベント博熙‖です ③駐車場はあら勝せん

④各イベントは保護者(ス勝六人)こ一緒の参加です 〇年齢記職が襲 暉ベントは未輌学児対象です

<南つくし野保育園>
・口庭開放

2017年 11月 毎週月～金曜日 lQ00～ 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

<こうりん保育園>
・口庭開放

2017年 11月 毎週月～土曜日(16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 11月 毎週月日水・金曜日 1000～ 15:00

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"～ 17100)

0りんりんひろば
2017年 11月 毎週月日水・金曜日 10:∞～13:∞

室内開放 親子で一緒に遊びましょう

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 駐車場4台

<成瀬くりの家保育口>

・口庭開放
2017年 11月 毎週月～金曜日 1000～ 11:∞

保育日のお庭で遊びましょう 雨天中止

口まるんひろば(室内開放)

2017年 11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 あとりえリーず

<レイモント・南町田保育口>
・口開放 (れもんてぃ一)

2017年11月 毎週火口水・木曜日 ■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



<こばと保育園>
口園庭開放
2017年11月 毎週月～金曜日 眈00～ 1200
ローラ…滑り台・砂場や

保育日のおもちゃを使つて遊びましょう !

24日 は日行事の為休止

・育児相談
2017年11月 毎週火E木・金曜日
9:30～ 12:(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談ください

要予約 (10月 25日 10∞～)

・ こばと広場 (室内開放 )

2017年11月 毎週月日水・木曜日 鋭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

※駐車場あリ

<こびとのもり保育園>
・子育て相談

2017年11月 毎週月～金曜日 10∞～16:∞

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11月 毎週月日水・金曜日 1000～ 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

にこにこクラフ

みんなあつきれ にこにこクラフ′

日時:::日 10日・,7日・24日 (毎遇険曜日)

10::5～ ‖:30(ラン手タイム‖:30～ 12:30)

※24日勝「からだをつかって」です

I間

`1合

わせ先】
むんなる学童保育クラフ(南威瀬小学校敷地内)

南威瀬 3-6 TEL:042-726-,758

<高ヶ坂ふたば保育園>
・ 園庭開放

2017年11月 毎週月～土曜日 990～ 1■00

日庭を開放しています 気軽に遊びに来てください

・子育て相談ヨ子育て支援スペース開放
2017年 11月 毎週月～金曜日(16日午前日30日 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 11月 1日・15日・29日 (水曜日)

13日・20日・27日 (月 曜日)11:00～ 12100

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>
・口庭開放

2017年11月 毎週月～土曜日 鋭00～ 1130
保育国のお友違と一緒に遊びませんか?

<町田南保育園>
・保育口で遊ぼう

2017年11月 2日 (木曜日)・ 8日・29日 (水曜日)

14日 (火曜日)・ 20日 (月 曜日)9:30～ 1230
保育国の日庭やホールで

保育国の子ども達と一緒に遊びましょう

※駐車場フ台

ぶちくれよんひろば

午前中の学童保育クラフを開放してい●す

日時:‖月7日・:4日・21日 (火),0:30～ :::45

(H:45～ 12:30けラン手タイム朧 )

※14日勝り寵用し会Jを予tLてい春す

I開催場所・『轟 1合わせ先】
そよかぜ学童保育クラ7(南第二小学校肉)

TEL:042-727-3384
こうん子学童保育クラ7(南第四小学校隣撻 )

TEL:042-799-0989

親こ子の春むびのひろぼ

日時 :「きじゃ満 ポ」:1月7日・14日・2,日 (火曜日),4:00～ ,6:00※参加惨月2回春で
「パパきじゃ」 :1月26日 (日曜日):4:00～ 11:00

対象 :町田市内在住00・ :歳児こ保護者、マタニティの方 (「 きしゃポッポJのみ)

場所 :町田市生涯学習センター 1階 保育室 ※申し込み不喜(直持会場へ )

内書 :『きじゃポリポJ自由遊び、スキンシッヨ遊びなこ「パパきじゃJ手遊び、絵本の読み目印せ、おもちゃ製作0こ

I問い合わせ先l町田市生涯学習センター 町田市原町田6-8-l TEL:042-728-007:

=



<町田わかくさ保育園>
・口庭・室内開放

2017年11月 毎週月～土曜日 鋭∞～16100

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 0ビデオ貸し出し
2017年 11月 毎週月～土曜日 9:00～ 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 11月 毎週月～土曜日 9:∞～16:∞

育児に関わることの相嵌を受けています
些細な事でもお気軽にどうぞ

・わかくさ綸食
2017年11月 1日 (水曜日)・ 9日 (木曜日)1180～
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 (卵口牛乳のみ)応相談
要予約(3組)大人3∞円こども2∞円

・わらベビ教室 (生後2～6か月)

2017年 11月 9日 口16日 (木曜日)10∞～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
パ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

<もりのおがわ保育口>
・ 子育て相談

2017年 11月 毎週月～金曜日 a30～ 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11月 毎週火・水・金曜日(21日 を除く)

9:30-12:30

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 !

―
島 ン ′

～,(rur厖劉K…
…

っ蓼れ″～

年間予定 :2017年 :1月23日 012月 20日
2018年 1月30日・2月27日・3月27日 僣目劇曜日)

時間:,3:30～ 14:30
対象:10代から22歳くり l●てのママこ任輻駐ん
場所:生涯学習センター

(100MACH:DAE′ L●階)保育童 予約不喜

お子さんを遭けせむ鵬 、みんなでaじボ ιlしきしょ
う′
「わたわ7-卜綺相し―ションした背景てお子さんの
アート写真魯撮影)Jや豫剣眠 4Lll企題にリフレッ
シュし春しょう′

問い合わせ先 :月‖日U嗜子育て相議センター

ロ11匿042-789-7545
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20,7年 11月 ,7日・24日・:2月 :日 08日

:9:30～ 11:30
:20:7鋤日3日～2017年9月 17日生きれ
町田市在tOH:子こ母親
:'0組(先着願)

:小山市民センター2階 和菫
(町口市嗜ヽ山町2507-1)

費  日:864円 (税込巧鵡塚卜代)

申し込み:下n― 子冑て相餞センターヘ

予約■付:20:7年 10月 25日 (ホ )～

平日9:00～ 17:00

申し込み■聯1合わせ先

…

青●旧餞センター

ロ田雷:042-770-7441 FAX:042-772-3043

※ 鶴座の鮮綱、各地城の開催スケジュー′Lについて勝s

町田市ホ■ムペ素 ご贅ください

間

象

　

員

籠

時

対

　

定
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<光の原保育園>
口育児相談
2017年11月 毎週月～金曜日 眈00～ 1■00

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

・国庭開放
2017年11月 毎週月～金曜日 10∞～16:00

保育国のお庭で遊びましょう!:

金森□書館からのお知ら世
★おけなし会★

::日 1日 08日 015日・22日・29日 (ホ ):5:00～
★ぢ

`ぢ
ち
`ぢ

富話会★
‖月:7日 (金 )‖ :00～

瀞翼r制
馴識してく精す′紗

金森nlll館 金i曰東3-5-lTEL:042-7:0-1717



<イベントカじンター> ※ィベントの詳細につ11て勝各□にお問合わ世ください
特に記載のない限ι

l、 開催場所は主催保育園です きた各イベントは保護者(ス勝六人)こ―緒の参加こなι勝す

日 曜 主催籠醸 予約・費用・場所他 イベント名(対象年齢)・イベント内害 時間

ホ

町田わかくさ保育園
要予約 (5組 )

駐車場5台

まんまクラフ(1歳児)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

こうりん保育園
要予約 (2組 1000～
17:00)

体験保育 (0歳児)H28.4～ 29.3生まれ対象 親子で0歳
児クラスの保育園生活を体験してみましょう

10:00～ 10:45

高ヶ坂ふたば保育園 も おひさまくらぶ 秋のお話し会 10:00-11:00

町田南保育園
要予約 (3組 平日1000
～1■00)駐車場7台

誕生会 (1～ 5歳)保育園の誕生会で一緒にお祝いしま
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

2 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

4 土 町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )

駐車場5台

集まれパパ&ベビー (0・ 1歳のお子様とお父様)パパ&
お子様で一緒に遊びに来ませんか ?ママにゆつくりでき
る時間をプレゼントしましょう(園見学可)

10:30～ 11:00

| 月

こうりん保育園
要予約 (2組 10∞ ～
17:00)

体験保育 (1歳児)H27_4～ H.28.3生まれ対象 親子で
1歳児クラスの保育園生活を体験してみましょう

10:00～ 10:45

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

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

:0:00～ 11:00

こばと保育園
要予約 (10組 10/25
1000～)駐車場あり

誕生会 11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

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、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

14:00～ 15:00

7 火

こびとのもり保育園
要予約 (2組 10/25
10:∞～)

0歳児体験保育 保育園での生活を体験してみません
か 一緒に遊び、お給食を食べてみましょう

9:00～ 11:30

ハッピードリーム鶴間
要予約 (平 日1000～
17ЮO前 日12つ0締め切
り)有料 (給食費)

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? 930～給食終了

ねむの木保育園 要予約 (6組 )
誕生会 11月 生まれの誕生児のお祝いをします 但し
誕生カードは登録者のみです

9:45-10:45

町田わかくさ保育園 要予約 (10組 )
祝福式 園児とともに健やかな子どもの成長を祝福しま
しょう

10:00～ 10:30

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30～ 16:00)

Stちわんひろば(11か月～1歳6か 月)おもちゃで遊ん
だり、11月 生まれのお祝いをします 手洗いチェッカーを
睫つて手の洗い方を確認できます

10:00～ 11:00

こうりん保育園 雨天延期 駐車場4台 焼いも大会 園庭のたき火で焼いたほかほかのやきい
もをどうぞ !

10:00～ 11:00

町田南保育園
要予約(3組)南 4′ lヽそ
ばの畑 雨天順延
駐車場7台

いもほり(1～ 5歳)保育園の子どもたちと一緒にいもほ
りをしましょう (予約平日10ЮO～ 1■ 00)

10:00-12:30

8 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

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

こうりん保育園
要予約 (各 5組 1000～
1■00)駐車場4台

体操指導 (1)3歳 児。(2)2歳 児 体操指導の先生による
体操教室を2回行います (1)H254～ H263生まれ対象
(2)H26.4～ H273生まれ対象

(1)950(945集合)

(2)1030(1025集合)

レイモント
・
南町田保育園 ゆ

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)

体育あそび(1歳6か 月～)室内や園庭でおもいつきり
体を動かしましょう 親子共に動きやすい服装で来てく
ださいね

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

5



日 曙 主催施設 予約・■日・場所他 イベント名(対象年齢 )・イベント肉書 時間

8 ホ

町田わかくさ保育園
要予約 (5組)他の日
でも個別対応可能
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

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ら、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

9 ホ

こうりん保育園
要予約 (2組 1000～
17:00)

体験保育 (2歳児)H.26.4～ H.27.3生 まれ対象 親子で2

歳児クラスの保育園生活を体験してみましょう
10:00～ 10:45

もりのおがわ保育園
要予約 (12組 10/25
9:30～ )

親子体操(2～ 3歳)体操の先生と一緒に親子でふれあ
い体操を楽しみましょう 水分補給用の飲料持参

10:00-11:00

こびとのもり保育園
要予約 (7組 10/25
10:00-)

おむつはずし講座(1～ 2歳 )おむつはずしつていつから
始めるの?やり方は?などおむつはずしのコツをお話し
します

iO:00～ 11:00

光の原保育園 雨天中止
動物村 みんなの大好きな動物たちが保育園のお庭に
やってきます どんな動物がくるのかな

13:00-14:00

10 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歳児園生活 (～ 1歳児)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 園見学あり

10:00～ 10:30

こばと保育園
ヨ署月

'糸
勺(10/25 10:00

～)駐車場あり

育児講座 保育所つてどんなところ?何をしてるの?遊
びは?食事は?保育所についてご案内・説明いたしま

す

10:00～ 11:00

ねむの木保育園 要予約 みんなで遊ぼう 手作り玩具や木製玩具で遊びます 10:00-11:30

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

市立金森保育園
要予約 (10名 10/25
～)地域専用駐車場5

()(9:30-16:00)

育児講座「離乳食講座」(0歳)栄養士が離浮L食の作り
方など調理をしながら教えてくれます 試食もできます
講座中は保育有り 予約受付 (9ЮO～ 17ЮO)

13:30-14:30

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 (～ 1歳児)0～ 1歳児のママやバ
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

10:30～ 11:15

13 日

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

遊んだり、リズム遊びをします 親子のふれあい時間を
奏1´みti´上う

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～ 4歳 )H.254～ H273月 生まれ

室内アスレチック遊び
10:00-11:00

市立金森保育園
受付 (1000～ 1015)地
域専用駐車場5台 (a30
-16:00)

そらまめの会 (多胎児の会)双子・三つ子を育てている

保護者の方、これからご出産予定の方、情報交換をしま
l´上ら 持ち物 丑子手婦

10:15-11:15

こうりん保育園
要予約 (10組 )都営金

森第6アパート第2集会
室 辟童 tJ14台

寝相アート(0歳)テーマは「新年のごあいさつ」お家
から衣装を着てきてもOK、 持つてきてもOK
(月

'糸
110:00～ 17:00)

10:30-11:30

:4 火

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

こうりん保育園
要予約 (5組 ～11/10
10:00～ 17:00)駐車場
4台

お楽しみ会 職員による人形劇と11月 生まれの誕生会

も行います
10:00～ 10:45

高ヶ坂保育園 @´ξ 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

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 各自バスタオルを1

枚ご持参ください

10:00～ 11:00

15 ホ

成瀬南野保育園
要予約 (お祝い2組・見
学3組 10/26 9ЮO～

10/31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

高ヶ坂ふたば保育園 Ω盤 おひさまイベント(～ 3歳 )室内アスレチック遊び 10:00-11:00

レイモント
・
南町田保育園

要予約 (7名 )予約受
付時間(a30～ 1000)

「遊び歌シンガーソングライターシヤケさん」と一緒に遊
ばう「保育シンガーソングライター荒巻シャケさん」と一

緒に歌遊びやふれあい遊びを楽しみませんか
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
し,ます

10:30-11:00



日 曜 主饉籠戯 予約・費用・場所他 イベンロЫ対姉 )・イベント肉書 時間

:5 ホ 町田南保育園 駐車場7台 雨天順延
いちにち動物村 園庭に豚・うさぎ・モルモットなど色々な
動物が来て触れ合えます 3歳からはポニーにも乗れま
す

13:00～ 14:30

11 ホ こうりん保育園 雨天延期

ミニ動物園 11●0からはポニーに乗れます 車での来
ヨはご遠慮ください 雨天延期の日程は保育園のHPを
ご覧ください

10:00-11:30

,7 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

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日,00～
1700)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

ハッピードリーム鶴間
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

ハッピードリーム鶴間
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
しょう !

9:30～ 11:00

こばと保育園
要予約 (20組 10/25
10:00～ )

人形劇 劇団による人形劇です 親子でいつしょに楽し
みましょう

10:00～ 11:00

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日9:∞ ～
17:00)

こあらくらぶ (生後2～ 7か月)H.29.3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(3)(全 3回 )

持ち物:′ スヽタオル
10:00～ 11:00

,8 土 成瀬くりの家保育園 無
ふらつと秋祭り 保育園内で小さな秋のお祭りを行ない
ます

10:00～ 11:00

20 月

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)親子遊びの中で、すみれ教

室の理学療法士が乳児期に経験すると良い遊びや動き
多数テτて力.ます

10:00～ 11:00

こばと保育園
要予約 (8組 10/25
1 011Cl～)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

高ヶ坂ふたば保育園 要予約

ブレママハッビーくらぶ (妊娠中の安定期に入つたブレマ
マ)赤ちゃ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

2' 火

成瀬南野保育園
要予約 (10組 10/26
9:00～ 10/31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 持ち物あり

9:30-10:30

高ヶ坂保育園 翻
あそぼう会 体操 元気に体を動かして親子で体操を楽
しみましょう 体操は1lЮO～

9:30-12:00

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 10/25
980～ )

お誕生会 (～ 3歳の11月 生まれ)11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

光の原保育園
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

こばと保育園
要予約 (4組 10/25
10ЮO～ )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

成瀬くりの家保育園 要予約
誕生会 11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

市立金森保育園
金森図書館 (2階おはな
し室)第2駐車場をご利
用ください

たのしいおりがみ (1歳～)お子さんを遊ばせながら、大
人が季節の折り紙を楽しみます 時間に遅れないように
お越しください

10:30-11:30

22 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

ねむの木保育園 要予約 雨天中止
自然と遊ぼう～親子でネイチャーゲーム～ 親子で自然と戯
れてみましょう

10:00～ 12:00

24 金

こびとのもり保育園
要予約 (3組 10/25
10:00～ )

11月 お誕生会 11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

南つくし野保育園
らょつとほつとカフェ(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

9:30-11:00

光の原保育園
わらべうた 伝承遊びのわらべうたで親子のふれあいを
楽しみましょう

10:00～ 11:00



日 曜 主催施設 予約・■日・場所他 イベント名(対象年齢)・イベント肉書 時間

24 金

レイモンド南町田保育園
要予約 (10組 )予約受
付時間(a30～ 1600)

子どものスキンケアについて 看護師がお子さまのスキ
ンケアの必要性や、具体的な方法を実演を交えながら
お話します

10:00-11:00

町田南保育園
要予約 (5組 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
後は2日 後以降にお越しください

10:00-12:30

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

寝相アート(1～ 5歳)テーマは「新年のごあいさつ」お
家から衣装を着てきてもOK、 持つてきてもOK
(予約受付1000～ 17:∞ )

10:30～ 11:30

27 月

高ヶ坂ふたば保育園 要予約
さくらんぼくらぶ(2～ 4歳 )H25.4～ H.273月 生まれ
楽器遊び、誕生会

10:00～ 11:00

ねむの木保育園 要予約 (3組 )
ぷれままひろば(妊娠期～生後4か月)みんなでおしゃ
べりしながら楽しくティータイムを過ごします

14:00-15:30

28 火

町田わかくさ保育園
要予約 (10組)なるせ
コミュニティセンター
ホール

親子でドン♪和太鼓あそび 親子で太鼓を叩いてあそび
ませんか ?園児と一緒に楽しみましょう

9:30-10:00

高ヶ坂保育園
あそほう会 誕生会 11月 生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
11:00～

9:30-12:00

高ヶ坂保育園
手洗い指導 看護師による手洗い指導 正しい手の洗
い方を楽しく学びましよう :

10:00～ 10:30

こばと保育園
要予約(3組 10/25
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

町田南保育園
要予約 (6組 平日1000
～1700)駐車場7台

子育てママのストレッチ 日頃の疲れを癒しましょう ご
家庭でもできるストレッチを講師を招いてお教えします
お子さんも一緒にどうぞ

10:00-12:30

29 ホ

ねむの木保育園 要予約 (10組 )
お店屋さんごっこ 園児が作つた品物をお母さんと一緒
にお買い物します

10:00-10:40

市立金森保育園
鵬間公園さわやか広場
雨天中止 (9:∞判断 )

鶴間公園で遊ほう 鶴間公園で木の実など秋の自然を
探してみよう散策や体操など親子で体をたくさん動かし
ましょう

10:00-11:00

こばと保育園
要予約 (5組 10/25
1000～)駐車場あり

体験保育 (2歳)こぱ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 珀 おひさまくらぶ(～ 3歳)身体測定・誕生会 10:00～ 11:00

成瀬南野保育園
要予約 (10組 10/26
):00～ 10/31)

お店屋さんごつこ(2～ 5歳)子どもたち手作りの品物が
お店に並びます 店員さんも子ども達が張り切つてやり
ます 品物を入れる手提げ袋をお持ちください

10:10-10:50

30 ホ 市立金森保育園
成瀬台公園 雨天中止
(9ЮO判 断)駐車場な
し

成瀬台公園で遊ぼう 成瀬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
そう

10:00-11:00
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※喜予約のイベント勝      をしてください
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

冒邑言舌 042-724-4468(罹≡更五)  Fax 050-3101-9459
「この冊子は、8644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◎
この印燿犠は、印幕用の紙ヘ

リサイクJレ できます。


