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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)

寒<なって<ると体調を崩しやす<なります。大人も子どもも寒さに負けない身体づ<りを
心がけていきたいですね。そして、体調を崩してしまつたらまずはゆつくり休みましょう。今
月も元気な子どもたちの声が間けることを楽しみに、あそびの会や開放等で待ってます。
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●ようようひうけ/10か月春で
日時/場所/内容
◆15日 (月)14:∞～15∞/金森保育園/

ふれあい遊び、絵本の読み間かせなど
◆22日 (月)14:∞～15∞/金森保育園/

ふれあい遊び、ペープサートなど

●体育あそび/1蔵 6か月～ホ輔争児
日時 :10日 (水)10:00～1100
場所 :金森保育園
内容 :ボールプール、すべり台、体操など

晴れたら外でも体を動かして遊びましょう

●ようよち

…

/0蔵の儡護者
日時 :23日 (りυ10:30～ 11:30
場所 :金森図書館 2階
内容 :お子さんを遊ばせながら保護者が季節の折り紙を

楽しみましょう

●ゆι:っ こひうけ/未就学児
日時 :25日 (木)10:∞～11∞
場所 :成瀬台ゆりの本会館 (成瀬台3丁目9-5)
内容 :ふれあい遊び、お正月遊びなど

●20代ママのあそびの会/20磁 こホ就挙児
日時 :31日 (水)10:00～ 1lCO
場所 :金森保育園
内容 :同年代のママとお子さんで遊びましょう

たくさんおしゃべりできますよ
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F★休止日時のお知ら世★
: あ宅赫 赫 曇馨お理由により、使用できない1

10日 (ラК)16日 (1火)31日 (ラ水) 9:○○へ′11:00
15日 (月)22日 (月)      13:○○へ′15:○○
19日 (1金)             9:ooへ ′12:○○

※1日 (月 )～3日 (水)年始休止期Fo3

ヽ   ★天候等により変更中止することもあります。

1

●わたわんひうけ/1歳 7か月～ホ輌学児
日時 :15日 (月)10:∞～11:∞
場所 :S、れあいもみじ館 (金森東 3-17-14)
内容 :6、れあい遊び、体操など  ししまいが来ます !

★お願い★

ふれあいもみじ館では親子とも

に靴下を薔用して<ださい。

●ぶちわんひう膠/,1か月～ :蔵 6か月
日時/場所/内容
◆16日 (火)10:∞～11:∞/金森保育園/

6、れあい遊び、ミニ講座 (裏面詳細)

◆29日 (月)10:∞～11:∞/ふれあいもみじ館/
(金森東3-17-14)

誕生会、S、れあい遊びなど  ししまいが来ます !

室内開放 月曜日～金曜日 9:OO～ 16:○○
(粘土タイム   9:OO～ 1130)
(ラ ンチタイム  11:30～ 13:30)

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



育児講座
「ノVlとあそぼう

～ママもどうぞ～」

金森保育園の男性保育士が楽しい遊びを
紹介して<れます。体操やふれあい遊びな
ど親子で楽しみましょう。「みんなのお家
ではどうしているの ?」 などパパ同士が情
報交換する時間もありますよ ♪

この機会にぜひご参加<ださい。
お待ちしております。

日時 :1月 27日 (土 Oへ′11:30
対象 :3か月～ 3歳の親子

場所 :金森保育園 2階

※要予約 15組
※予約開始 12月 25日 (月)9:∞ から

(月～土曜日 9:∞～1700)

ミニ講座 特
、

◆「保育園の先生と話そう」
★ぶちわんひろば
日時 :1月 16日 (火)10:00～ 11:○○

場所 :金森保育園

金森保育園の 1歳児クラスの先生が来ま ‡
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ではちょつと不安、パパとお子さ

子を見たいというママもぜひご参む0<ださい

わくわくフライテー♪

・ 遊びのおしまいがうま<できない
・ 元気すぎて目が離せない
。場所に慣れに<い

・ 大きな集団に入れない

日時 :1月 19日 (金)9:○○～ 1

場所 :金森保育園

対象 :1歳～未就学児

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。
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ひろばで使うみんなのおもちゃやあそびの

会で使う小物などの作成など、お手伝いしま

せんか??室内開放の時間に行います。

日時 :1月 18日 (利

1月 30日 (火 )

場所 :金森保育園

募集して夕‖ :

9:OO-16:OO

9:OOへ′16:OO

1130～ 13:30
ランチタイムです。
お昼を持参して食べ
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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

安全で気持ら組 _‐Ctll
スペースにするために ・̈

こんなここやってきす′

砂場消毒
週 1回やつて

います !

よく過ごす■に
ようしくお願いし春す :

気づいたここなこ
諄 博したら声をか
Iにく劇 略λ

☆多目的室
おもちゃ拭き
テープル拭き

あります !

してくださいね

リサイクル通性◎
この印鋼物は、FpH用の紙ヘ

リサイクリレできます。


