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   tお住きいの近くの「子育てひろ勝」をご案内|

こなたても遊びに来てくださいわ
イベントの詳細勝各日にお問い合わ世くだ:
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※天候によιl変更や中止の場合があι勝すので

各日にお問い合わ世くだ

〕〆遷
町田市子育て情報配倍サービス

『勝っこメー′L春ぢだ』

町田市から子育τの
「勝っこな情報 J

「勝っとする情報 J

をお届けし春す ′

QRコードで構帯電嬌
から手軽にアクセス希場轟 副

ぜひご利用ください
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1,ハ宙 蝸 轟 旧 7臓T望 の倶 書 日 のイベントについτご紹 介 ι,てい春す

保青■名 師 Tel Fttx
マイ爆爾日

…
042-710-8177 042-710-8178 ○

① 威瀬くらlの家保青□ 町田市成瀬 1-5-1

042-727-2373 042-727-5373 ○
∩ 富″距倶書□ 町田市高ヶ坂6-2‐ 10

町田市高ヶ坂7-26-6 042-720-8215 042-720-8217 ○
③ 高ヶ坂ふたば保青□

④ 町田わかくさ保青□ 町田市成瀬7-1←7 042-728-0288 042-728-0344 ○

⑤要著竃菫撃喜署相麟センタ
=)

町田市金森東1-12-16
042-710-2752

(子育てひろば専用)

042-710-2753 ○

042-706-0733 042-706-0737 ○
⑥ わ●0ホ保青ロ 町田市金森東3-17-25

① こじこ保青口 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 ○

③ 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 ′ヽリピードリーム鶴間 町田市南町田4-22-7 042-796-3322 042-796-3328 ○

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

⑫ も31のおがわ保青園 町田市小川1-11-2 042-788-7025 042-799-2070 ○

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

042-850-5423 042-795-1455 ○
⑭ こびこのも

`:保
青日 町田市小川6-1-32

⑮ レイモンド南町田保青ロ 町田市鶴間8-430クレイント
・
ヒ

"レ

lF 042-706-9641 042-706-9642 ○

⑮ 町口南保青ロ 町田市金森東4-36-8 042-796-8346 042-796-3346 ○

お車での来□勝ご遠慮ください

,

※特に記載ntむぃ限ι:駐車場はあιl春せん



<市立金森保育園>
0日庭開放
2017年12月 毎週月～土曜日 a30～ 17:∞

広い口庭で遊異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 (鋭30～ 16:00)

日育児相談
2017年12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

妃驚尋驚題ぎ翻凛ゴ溜配翼嘱嘉8受
けしています

土曜日の希望は要問合せ

・室内開放
2017年 12月 毎週月～金曜日 0:∞～16:∞
お部屋で自由に遊びましょう

貯
い時間があります

地域専用駐車場5台 (930～ 16:∞ )

・ 育児サークル支援
2017年 12月毎週月～土曜日 &30～ 1■∞
サークル活動へのアドバイスゃ相談
おもちゃの貸し出し等をしています
お気軽にご相餃ください
おもちゃの貸し出し要予約 (a∞～17:∞ )

地域専用駐車場5台 (a30～ 16:∞)

・親子体験保育
2017年12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a∞～1■∞)有料 1食2∞円
駐車場の利用なし

<保育日からのお知らせ>このページには、定期的に開催む限Иバントについて掲載していきす
特に記載の無い限ι:・・・①日曜日・祝日および年末年始の12/20～ !/路てはお休みです②各イベントは無料です
③駐車場はあιl春せん④各イベン蹄 保護者(ス勝六人)こ―緒の参加です⑤年齢記職alない場合は未輔学児対象です

<高ヶ坂保育園>    | |  |
・子育て相談

2017年12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
来園前にお電話ください

・あそぼう会 口庭・室内遊び・集まり
2017年12月 5日・12日・19日 (火曜日)鋭30～ 12:∞

翼事L鷺潤誕習Ъ抗畷開理型鍵揚書内
で奮びます

お楽しみもあります(集まりは11:∞～)

・ひだまり広場

留I靭昌』亀響轟餓
Da∞」2∞

雨天中止

<南つくし野保育園>
・園庭開放

聟ガ   ξ
橙∞引

“
0

色々なおもちゃがありますよ

<高ヶ坂ふたば保育園>
・園庭開放

雲ば庁訂領1毎

週月～二L曜日(22日午前を除く)

日庭を開放しています 気軽に遊びに来てください

彗寛層据李慧藉電琵鴛菫諸 F妻芋
んか

:おひさま文庫 (0～ 3歳 )

2017年 12月 4日・18日 (月 曜日)

6日・13日・20日 (水曜日)・ 8日 (金曜日)

11:∞～12:∞

親子でゆっくり本を選びませんか
本の貸出を行います

<レイモント・南町田保育園>
・園開放 (れもんてぃ一)

響護 群 爆 印
"°
切 0

冒躍駆燿覧努某嘉要要進ξR百おります

2

<成瀬くりの家保育園>
・園庭開放

黎言勝曇篤 乱 :盤躙 "

:遭   鍔朽"
あとりえリーず



<こ|う りん保育園>    |■  |

口園庭開放
2017年 12月 毎週月～土曜日(2日・13日 を除く)

10:00-12:30                   1

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 !

駐車場4台

・子育て相談
2017年12月 毎週月・水・金曜日 lQ∞～1■∞

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 (1釧∞～17:00)

・りんりんひろば   |
2017年12月 毎週月・水・金曜日 10:∞～13:∞

室内開放 親子でマ緒に遊びましょう

身体測定もできます 飲食も可

都営金森第|アパート第2集会室

駐車場4台

<光の原保育園>
・育児相談

2017年 12月毎週月～金曜日 9:∞～17:∞

書寛黎お無涵胃υ管董
=饉

に讐藉腱さぃ
要問い合わせ

・口庭開放
2017年12月毎週月ん金曜日 1000～ 16:∞

保育日のお農で遊びましょう!!

く成瀬南野保育園>  | |
1日庭開放 ‐   ■ ■
2017年12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?

<こびとのもり保育園>
・ 子育て相談

2017年12月 毎週月～金曜日 1000～ 16m

舞馨ご相談ください
口こびとひろば(室内開放).

2017年 12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

<ねむの本保育園>

・ねむの本ひろば
2017年12月 13日・20日 (水曜日)10∞～11:∞

親子で一緒に遊びましょう♪

成瀬が丘ふれあい会館

<町田南保育園>
・
         」;]:習属:筈弓1沓躍日)

21日 C卜 l嘔日)9:30～ 12130

彙喜目8軍冒基占
=当

事二遊びましょう
駐車場7台<もりのおがわ保育園>

0子育て相談

誉運善      :[ます
・室内開放(0～ 3歳 )

2017年 12月毎週火口水口金曜日 鋭30～ 1230

保青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 !

金森□書館からのお知ら世

★お
属躍躍官L3日・20日・27日 (ホ曜日)

★ぢ声 ぢ
`ち

お議会★

:2月 :5日 (金曜日)‖ :00～

I問い合わ世先】

金森□書館 金森東3-5-l
TEL:042-7:0-1717

※20日勝、魯の特luお惨なし会です f

素敵むゲストnt登場するかもしれ春せたよ



<こばと保育園>|| ||
口園庭開放       ‐      ‐ ‐

2017年12月 毎週月～金曜日 9:∞～12:∞

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 !

15日・22日 は日行事の為休止       ‐

日育児相談              |
2017年12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 ,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 (11/27 10∞～)

・ こばと広場 (室内開放 )

2017年12月 毎週月,水・木曜日 鋭30～ 12:∞

野
おもちゃ開放や

口こばとランチ(1歳6か月～5歳 )

2017年12月 8日 (金曜日)・ 19日 (火曜日)

lQ∞～12:∞

露「       槙
やでたくさん遊んだ後は

要予約(4組 11/2710∞～)

有料(親子

“

∞円)

※駐車場あリ

<町日わかくさ保育園>| |
口園庭

`室
内開放   |

鎖軍雛 ‐   ]ガ翌鰐7●
0

大型遊異も充実しています !

あらたかなるせ室:飲食可
駐車場5台 (16:00まで)

・図書ロビデオ貸し出し
2017年12月毎週月～土曜日 a∞～10:∞

本と子ども向けビデオの貸し出しを
「あつたかなるせ室」で行うています 餞車場5台

・育児相談
2017年12月毎週月～土曜日 鋭∞～16Ю0
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 駐車場5台

口わらベビ教室(生後2～ 6か月)

口わかくさ綸食

親こ子のきなびのひうけ「きじゃポッポ@威瀬」
親子で気軽に参加で毒るひうけ「毒しゃポッポJが

生涯学習センターから飛び出して成瀬地区で開催され春す
日時:,2月 ‖日(日曜日),4:00～ 16:00
対象 :町田市内在住0001歳児こ保護者、マタニテrO宙
欅T:り甲市成瀬コミュニテ花 ンター 多目的室AB

:言三曇轟

遊び、スキンシッ■遊び、手遊び、絵本の読み聞かせ、ミニミニ絆戸端(■子情報交換Ю こ

定員:20組 (申し込み願 )

申し込み:ll月 28日 (火曜日)午前9時から、電話で生涯学習センターヘ(o42-728-0071)

響
い合わせ先】町田市生涯学習センタ… 町田市原町田6-3-: TEL:042-728-007:

nerra +a> | a.flffrlf Zil|t<rylfllfl', ??tFfitFnJlr-

tfF E : 20I7E.I2HZ6E.Z0!tJFIH30E .ZF!Z7E.}F!Z7E (e:&EB)
FH : l3:30-14:30

E*:tJfi 1?z:F:7:?^e^?y.etrH&r,xlFrsF,&.Fdlrt*Et.a|t EEaisL<E$tr
場所 :生涯学習センター(:oOMACHIDAEIι ●階)保育室

お子さんを遊けせながら、みんなでおしゃべιlしきしょぅ′「ゎたわ7-卜 (テコレーションした背景てお子さんの
アート写真を撮影 )」 やその他、楽しい企画にリフレッシュしきしょぅ′

問い合わせ先 :忠生地域子育て相議センター 電話042-789-7545

4
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南つくし野保育園
わくわくママルーム(妊娠期～4か月)もうすぐママ ・̈

プレママ仲間と一緒におしゃべりのキャッチボールをしま

せんか?先輩ママもいますよ !

9:30-11:00

南つくし野保育園

3ABYカフエ(0～ 1歳)赤ちやんとママ・パパ、保育園ヘ

遊びにきませんか ?一緒に遊びゆつくりお茶を飲みなが
薦倍却李絶 l´まl´上う

9:30～ 11:00

4 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
善日

わんわんひろば(1歳7か月～5歳 )おもちゃで遊んだ

り、親子でクリスマスの歌遊びを楽しみましょう
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.25.4～ H27.3月 生まれ 松葉
公園で遊ぼう

10:00-11:00

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

寝相アート(0歳児)テーマは「クリスマス」お家から衣装

をきてきてもOK持つてきてもOK予約受付 (l α00～

17ЮO)駐車場4台

10:30-11:30

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)保育園の保育士と話しま

しょう 保育園で人気な遊びの紹介もあります
14:00～ 15:00

5 火

ハッピードリーム鶴間
要予約 (平 日1000～
17ЮO前 日12ЮO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

高ヶ坂保育園 び
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

成瀬くりの家保育園
要予約 (11/1513Ю 0

～ )

大きくなつたかな 身体測定・育児相談 看護師や保育
士をゆつくりお話しましょう

10:00-11:00

二びとのもり保育園
要予約 (7組 11/27
10:00～ )

クリスマス(1～ 2歳 )お子さんと一緒にクリスマスのオー

ナメント作りを楽しみませんか?
10:00-11:00

町田南保育園
要予約(3組 平日1000
～17ЮO)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

市立金森保育園
金森図書館 (2階)第 2

駐車場をご利用ください
おはなしかい 楽しい絵本や紙芝居をします どんなお

話かな、お楽しみに
11:00-11:30

| 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、親子のふれあい遊びをします 12月 生まれのお友
だちをお祝いしましょう

10:00-11:00

こばと保育園
要予約 (5組 11/27
1000～)駐車場あり

体験保育 (1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 鼠 おひさまくらぶ 冬のお話し会、絵本の紹介 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
切ます

10:30～ 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

寝相アート(1～ 5歳)テーマは「クリスマス」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～

1700)駐車場4台               _
10:30～ 11:30

7 ホ

こびとのもり保育園
要予約 (2組 11/27
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?一緒にあそび、お給食を食べましょう
):00-11:30

町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )

駐車場5台

ゴミ収集車がやつてくる 保育園にくるゴミ収集車を一緒
に見てお話を聞きましよう

10:00-11:00

もりのおがわ保育園
要予約 (8組 11/27

9:30～ )

くまのこひろばクリスマス制作(0～ 3歳)親子でかわい

いクリスマスグッズを作りませんか?
10:00-11:00

8 金

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日9ЮO～

17:00)

こあらくらぶ(生後2～ 7か月)H.29.6月 生まれ以降 いつ

でもどこでもベビーマッサージ 冬のコース(1)(全 3回 )

持ち物ブヽスタオル

10:00-11:00

ねむの木保育園 要予約

みんなで遊ほう～お正月遊び&保健講座～ 手作りの
玩具で、お正月遊びをします 当園の看護師による保健
講座も行われます

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

5



日 曜 彙朧 | 憮 ..|■日・― ■ベカ南菫鶯餞鎌鑢トイベカ■腱い 時間

8 金 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

スキンケア講座 看護師によるお話です 手洗い指導の
体験もできます 予約受付(10∞～17ЮO)駐車場4台

10:30～ 11:00

日 こうりん保育園
要予約 (各8組)有料
500円 都営金森第6ア
パート第2集会室

スクラップブック作り お子さんの写真を可愛く飾りましょ
う 講師の藤岡晴美先生が作り方を教えてくれます
予約受付(1000～ 17ЮO)駐車場4台

10:30～ 11:30

12 火

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日a00～
17ЮO)保護者食事代
300円

体験保育(2～ 4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

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

高ヶ坂保育園 饉
あそぼう会 制作 スタンプを使つてクリスマスリースを
作りましょう 10:00～ 11:00

こばと保育園
要予約 (8組 11/27
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 !′ スヽタオル・飲み
物持参

10:00～ 11:30

町田わかくさ保育園
要予約(2組)親子食
事代(500円 )分園

分園で 一緒にあそほう!体験保育 (0・ 1歳児クラス)分
園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 園見学も可

10:00～ 12:00

高ヶ坂保育園 要予約
ブレママルームにじっこ(妊娠期～生後4か月)保育面
のおやつを食べておしゃべりしながらみんなで手作りお
もちゃを作りましょう

13:30-14:30

13 ホ

成瀬南野保育園
要予約 (10組 11/27
9ЮO～ 11/30締切 )

ベビーヨガ(首が座ってから1歳まで)ママの身体をほぐ
ナストレッチです 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

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
ム

0歳児みるくクラブ(0～ 1歳)0歳児クラスのお汀
一緒に歌や手遊び、絵本の読み聞かせなどを楽しみま
しよう 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 ё

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～5歳)室内や園庭でおもいっぎ
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

こばと保育園
要予約 (10組 11/27
1000～)駐車場あり

誕生会 12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:oo

高ヶ坂ふたば保育園 ・輸
おひさまコンサート(0～ 3歳 )歌と絵本のクリスマスコン
サート 10:00-11:00

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

フレママ&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:oo

南つくし野保育園 南町田会館Bホール 躍諸 鷲已竜墨λ鰹雲蹴 霧
ります

14:00-15:00

,5 金

ハツピードリーム鶴間

くl猛〔ミ́
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
:攣 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 !

D:30～ 11:00

市立金森保育園
要予約 (15組 11/27～
9:00～ )

肩躍智戦鰍 墨響電王翻稲
きり遊びましょう

10:00-11:00

町田わかくさ保育園
要予約 (2組)親子食
事代 (500円 )駐車場5

台

一緒に遊ぼう!0歳児体験保育(0～ 1歳)同い年の園
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

10:00-12:00

ねむの木保育園 要予約 (3組 )

ぶれままひろば～汗取リパッド作りとティータイム～(妊
婦～生後4か月)赤ちゃんに使える汗取リパッドを手作
りしたり、保育士とお話ししたりします

14:00-15:30

]| 土 ハッピードリーム鶴間
要予約 (平 日1000～
1700定員になり次第
締め切り)

小児用AED講習 Jヽ児用AEDを体験してみませんか? 13:30-14:30

18 月 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

ぶちわんひろば(11か月～1歳6か月)親子のふれあ百
遊びを楽しみましょう ミニ講座で保健師から「卒乳につ
いて」のお話が聞けます

10:00-11:oo



1 lI:111 晴 1主饉籠臓 剰》nm・朧 | イ

^冽
M買対象摯齢トイベ瀬 書 職

18 日

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.27.3月 生まれ クリス
マス会、誕生会

10:00～ 11:00

光の原保育園 要予約 (8組 )

ベビーマッサージ(4～ 11か 月)ベビーマッサージで赤

ちゃんの心もからだもスッキリ 各 自バスタオルを1枚ご
簿叙 ださい

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)親子のふれあい遊びを楽し
みましょう ミニ講座で保健師から「卒乳について」のお
話が聞けます

14:00～ 15:00

19 火

奇ヶ坂保育園 ★3
あそぼう会 誕生会 12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

こうりん保育園
要予約 (5組 1000～
1700)駐車場4台

クリスマス会 職員の出し物の他、12月 生まれの誕生会
も行います サンタさんも登場します !

10:00-10:45

成瀬くりの家保育園
要予約 (11/151300
～ )

誕生会 12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

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 )

親子体験保育 (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
でナます

930～給食終了

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～ 2歳 )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

高ヶ坂ふたば保育園 ★θ・
おひさまくらぶ(0～ 3歳 )身体測定・誕生会 10:00～ 11:00

21 ホ

こびとのもり保育園
要予約 (3組 11/27
10:00-)

お誕生会 12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

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 11/27
9:30～ )

クリスマスお誕生会 (0～ 3歳 )12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

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、クリスマスのうた遊
びを楽しみましょう 会場の都合上、急な中止あり

iO:00-11:00

22 金

菊つくし野保育園 ☆茨餞舎
ち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

D:30-11:00

成瀬南野保育園
要予約 (お祝い2組・見
学3組 11/27 9ЮO～

11/30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

光の原保育園 蛉 籟 範 議 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

25 日

市立金森保育園 鶴間会館 駐車場なし
みなみつこひろば(1)0歳 (2)1～ 3歳 おもちやで遊んだ

り、クリスマスの歌をみんなでうたいましょう 年齢にあっ

た時間にご参加ください

(1)10:00-11:30
(2)10:30-11:30

レイモント
・
南町田保育園

クリスマスお楽しみ会 クリスマスの雰囲気を保育園の
お友だちと一緒に味わいましょう

10:00～ 11:00

26 火 光の原保育園
ふ
it,715 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

28 ホ 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

iI:鰹璽い)%
:階経 fL(町田市西成瀬2-49-1)

対象 :0歳～輔学前の乳幼舵 その保護者

内害 :スキンシッ7を中心とした親子遊びりこ

IH01合わせ先l子にもセンターばあん

、         金●4-5-7 7EL 042-788-418:
ノ＼

にこにこクラ7
みん0あつきれ にこにこクラ7′

日時:12日

'日

03日 (毎週自■日),0:15～ ,,:30
(ランチタイム‖:30～ ,2:30)

※8日の「クリスマス会」でけ
クリスマスにちなんだ― 予定していきす

I問い合祉 先 l

なんなる学童保育クラ7(南威瀬小学校敷地内)

南成瀬 3-6 TEL:042-726-:758

7



親子の絆づくι17ログラム

BPけ相防τ轟ちゃんを青ττいる母親のための知 グラムです渤07ログラムです 赤ちゃんこ―緒に参加しτいただき春
自分の育児の喜びや親としτの速いことを話し合いなからヽ自分の育児の喜びや親としτの選いことを話し合いなから

参加型7ログラムです 聞きたいことを開いて薔段の生活に‐
"rJ・

´′Uり J Hし L覆FTV薇 口Bて ユTC"、 ■F‖■ヨE● H‐′
~′OL

役立てたιl、 なだち停 :の機会にしていただけたらこ思い春す

日  程 :全4口連続講座(毎週ホ曜日)

2018年 :日 10日 017日・24日・3'日
時   間:9:30～ 11:30

対  象:2017年 7月 27日～2017年 ‖月10日生きれ 町田市在住の第 1子こ母親
定  員:'0組(先書願 )

場  所 :町田市民寅学館ここけらんど(原町田4-16-'7)
■  日:864円 (税込・テキス暉 )

申レ込み:電露滲た勝、下nO地域子育τ相餞センターヘ直持お越しいただき、お申込みください

予約受付:2017年 ‖日30日 (ホ )～ 平日 9800～ 17:00

1申し込みOH11合わせ先 l

町田地域子育て相餞センター 電話8042-710-2747 FAX8042-722-2085

※ 講座の詳細、各地域の開催スケジュールについては、町田市ホームページをご覧ください

親こ子のきなびのひうぼ

日時 :「 もしゃポリポ」12月5日・12日 019日 (火曜日)14:00～ 16:00
『パパきじゃJ 12月 24日 (日曜日)14800～ 16:00

対象 :町田市内在住0001歳児こ保護者、マタニティの方 (「きじゃポッポJのみ)

場所 :町田市生涯学習センター 1階 保育室

内害 :「きじゃポッポJ自由遊び、スキンシャ7遊び、― 、ミニミニ絆戸端(■子情報交換)0こ
「パパきじゃJ自由道び、スキンシッ7遊び、手遊■ 絵本の読み日か世、おもちゃ襲件など

費用 8無料

申は ■:不喜(直持会場へ)

※●しゃポッポヘの参加は日Z口きてです ご都合の良い口を選んでご参加ください

【H01合わせ先l町田市生涯学習センター 町田市原町田6-3-l TEL:042-728-007:

彗
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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

電話 042-724-4468(直通)Fax 050-3101-9459
「この冊子は、8534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 この椰輌物は、●●80●A
リサイタルできます。


