
2月
 畠品ふ阜響l尾獣τンター

(町田市立金森保育園)

まだまだ寒くてなかなか外に出られない。。そんな時は、あそびの会や開放に遊びに来て<だ
さいね。職員が近<に居ますので、ちょつと聞いてみたいことなど気軽に声をかけてくださ
いね。お待ちしています。
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: あそびの会や保育園の行事等の理由により、使用できない
時があります。

《室内開放》
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●おぢ事ぢひうけ/10か月きて
日時/場所/内容
◆5日 (月)14:∞～15∞/金森保育園/

ミニ講座、ふれあい遊びなど

◆19日 (月)14∞～15∞/金森保育園/
わらべうた、ふれあい遊びなど

●体青あそび/:歳 |か月～ホ囃学児

日時 :14日 (水)10:∞～11∞
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

●雛 鋼口

"1/ホ
囃学児

日時 :6日 (火)11:∞～11:30
場所 :金森図書館 2階
内容 :紙芝居、大型絵本、わらべうたなど

●たα叫り■l口辟/冒湖饉β旧願者
日時 :20日 (メD10:30～11:30
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/ホ駆学児
日時 :22日 (本)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、ペープサート、体操など

●諄む諄っこひうけ
日時/対象 :26日 (月)10∞～11:30/0歳

1030-11:30/1歳 ～3歳
場所 :鶴間会館 (鶴間 6-8-37)
内容 :ふれあい遊び、紙芝居、体操など

18目日11謡u翻

●わたわたひうけ/1離 7か月～ホ朝撃児

日時 :5日 (月)10:∞～11:∞
場所 :金森保意国
内容 :ミニ講座、ふれあい遊び、体操など

言ご注意ください言

場所の変更があります。
金森保育園です !

●ぶぢわんひろb/‖ か月～1歳 6か月春τ
日時/場所/内容

◆7日 (水)10:∞～11:∞/金森保劇 ン

紙ふぶき、ふれあい遊びなど

◆19日 (月)10∞～11:∞/金森保育園/
リズム遊び、誕生会、ふれあい遊びなど

ヽヽ………1否[言E±2奮冒:士:2E圭重22:EL´イ
室内開放 月曜日～金曜日 9:∞～16:∞

(粘土タイム   9:∞ ～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 980～ 16:○○



育児講座
◆「新米ママのおしゃべり会」
日時 :2月 15日 (木)10:OO-11:∞
対象 :第一子で就学前のお子さんの母と

妊婦さん
場所 :金森保育園 (お しゃべり会 :相談室)

(保育 :多目的室)

初めての子育てに菫闘中のママ、これから子
どもを産み育てる妊婦さん、育児の悩みやこ
れからママになる不安な気持ちをみんなで
おしゃべりしませんか?
ママのお反だちも作つて楽 しんで<ださ
い !お子さんは別室で保育します。

*要予約 10組
予約開始 1月 25日 (木)9:∞ から

(月～土曜日 9∞ ～17:∞)

～ *～ *～ *～ *～ *～*～*～*～ *～

◆「リズムあそび」
日時 :2月 28日 (水)10:○○～11:∞
対象 :○ 歳 (6か月)から1歳
場所 :南市民センター (ホール)

(金森 4-5-6)

講師に廣瀬ネL子氏をお迎えして、リズムあそ
ぴをします。音楽に合わせて身体を動かすこ
とや楽器を使つてあそびましょう。
親子で楽しい時間を過ごして<ださいね !

*駐車場は使用できません

(薯月肇L`具雲Lそびに初参力0の方優先)

予約開始2月 1日 (利 9:00から
(月～土曜日 9∞ ～17:∞)

・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
0大きな集団に入れない

日日寺:2月 16日 (金)9:OO～ 12:OO
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。

ミニ講座
◆「保育園の先生と話そう」

★わんわんひろば

日時 :2月 5日 (月)10:OO～ 11:OO
場所 :金森保育園

金森保育園の2歳児クラスの先生が来ます。

「保育園ではどんな風に過ごしているのか
な ?」「人気の遊びはどんなこと?」 など、保
育園のことを聞いてみましょう。質問もでき
ますよ。

◆「離乳食」
★よちよちひろば
日時 :2月 5日 (月)14:OO～ 15:OO
場所 :金森保育園

栄養士がきます !15分程度の講座です。「形
態のステップアップの目安は ?」「離手t食が
進まないけど、どんな工夫ができるの ?」 な
ど、自由遊びの間に質問もできますよ !

リサイクル通性◎
この

―
は、臨 の種ヘ

リサイクルできます。

11:30-13:30
ランチタイムです。
お昼を持参して食べ

相 麟 セ ンター相 餞 菫 OL‐H命 ♪

相談センターでは、「相談室」という個
別に相談できるお部屋もあります。
お子さん、保護者の方に合わせた個別相
談ができますので、気軽にお声かけ<だ
さい。_  ____    奥の部屋が

です !

相談センター

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


