
町田市子育て●●

「

お住きいの近くの「子育てひろげ」をご案内しきす
こなたても遊びに来てくださいわ
イベントの詳細勝各国にお問い合わせください
※天候によιl変更や中止の場合があι勝すので
各国にお問い合わせください

織 1     
注意ください

,

猜奪`マゝ

町田市子育て情報配億サービス
Fぼっこメ_′Lきちだ』

町田市から子育ての
「膠っこな情報」
「勝っとする情報」 QRコードで構帯電話

から手軽にアクセス

/ 子育てひろぼカレンダー配市場F~F

「子育てひうけ力じンターJはこの南地域版の他に
「堺 J「忠生」「町田J「鶴:ilJ地域版があι勝す
各地域の力じンターけ町田市役所・市立保育□て
配布していきす ぜひご利用ください

南地域版勝下記の場所等て配布していきす
南市民センター、なるせ駅前市民センター
絡合体育館、子どもセンターばあん
しのはら11児クリニック、Jl児科高橋医院

豊紺1:掃墾鳴『
医院、そうてつローゼン成瀬店
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↓南地域版酪 下記の保育国のイベントについてご紹介しτιl春■

鸞 腱 in Tel F●x 畿
① 成瀬くι:の家保育□ 町田市成瀬 1-5-1 042-710-8177 042-710-8178 ○

② 高ヶ坂保育□ 町田市高ヶ坂6-2-10 042-727-2373 042-727-5373 ○

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

④ 町田わかくさ保育□ 町田市成瀬7-10-7 042-728-0288 042-728-0344 ○

ゴ語竃彗撃暮署相餞センター)
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のホ保育日 町田市金森東3-17-25 042-706-0733 042-706-0737 ○

① こばこ保育日 町田市金森6-37-18 042-796-3628 042-796-3697 ○

③ 光の原保育□ 町田市南町田1-3-48 042-788-5381 042-788-5385 ○

○ 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 ′ヽッピートリーム鶴間 町田市南町田4-22-7 042-796-3322 042-796-3328 ○

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

⑭ もι:のあがわ保育園 町田市小川 1-11-2 042-788-7025 042-799-2070 ○

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

⑭ こびこのもιl保育園 町田市小川6-1-32 042-850-5423 042-795-1455 ○

⑮ じイモンド南町田保育日 町田市鶴間8-4-30クレイント
・
ヒ
°
ルlF 042-706-9641 042-706-9642 ○

① 町田南保育□ 町田市金森東4-36-8 042-796-8346 042-796-8346 ○

斎鱈 議響憾欄 脳 謝 翻



<保育□からのお知ら世>このページには、定期的に開催され

“

ベントにつらに即 してら1きす

※特にEE載のない限ι卜・①日曜日、祝日は休みです ②各イベント勝無料です ③磁車場腸 ιl春せん
④各イベントは保護者(ス勝六人)こ―緒の参加です ⑤暉齢記職かなllrベントはホ輔学児対象です

<市立金森保育園>
・園庭開放

2018年2月 毎週月～土曜日 a30～ 1030

広い園庭で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 (a30～ 16:00)

・育児相談
2018年 2月 毎週月～土曜日 a30～ 17:00

子育てのことを一緒に考えましょう

相談は電話、来園、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
2018年 2月 毎週月～金曜日 眈00～ 10∞

お部屋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

ランチタイム1130～ 1330

地域専用駐車場5台 (a30～ 16:∞ )

・育児サークル支援
2018年 2月毎週月～土曜日 a30～ 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(aoo～ 17:∞ )

地域専用駐車場5台 (a30～ 1000)

・親子体験保育
2018年 2月 毎週月～金曜日 990～給食終了まで

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 (平日鋭00～ 17:∞)有料1食200円

駐車場の利用はできません

<南つくし野保育園>
口園庭開放
2018年 2月毎週月～金曜日 1000～ 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

<高ヶ坂保育園>
0子育て相談
2018年 2月 毎週月～金曜日 10∞～1000

食事、睡眠のこと、子育ての悩みなど

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

来日前にお電話ください

口ひだまり広場
2018年 2月 1日・15日・22日 (木曜日)930～ 12∞

屋上テラスで自由に遊びましょう! 雨天中止

口あそぼう会 園庭・室内遊び・集まリ

2018年 2月 20日・27日 (火曜日)■30～ 12:∞

親子で、又、在日児と一緒に国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:∞～)

<高ヶ坂ふたば保育園>
口園庭開放
2018年 2月 毎週月～土曜日(3日 を除く)

9:00～ 17100

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・子育て支援スペース開放

2018年 2月 毎週月～金曜日

(1日 口2日・15日・16日・19日 午後口20日午後

21日 午後を除く)鋭00～ 1230 1駐00～ 17:∞

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 (0～ 3歳 )

2018年 2月 5日・19日 (月 曜日)・ 7日 自14日 ロ

28日 (水曜日)口 9日 (金曜日)11:∞～12∞

親子でゆつ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 (れもんてい―)

2018年 2月 毎週火・水口木曜日 930～ 1230

子育て支援室にて

園開放「れもんてい一Jを行つております

お気軽に遊びに来てくださいね
<成瀬南野保育園>

・園庭開放
2018年 2月毎週月～土曜日 9:∞～11:30

保育国のお友違と一緒に遊びませんか?



※悪天候の際勝中止になる場合もあι勝すので各国にお問い合わ世ください

<こうりん保育園>
0日庭開放
2018年2月 毎週月～土曜日 1000～ 1230
大きな固定遊具や砂場など
親子で口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
2018年2月 毎週月・水口金曜日 10∞～15:∞

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 (平 日10:∞～17:∞ )

・ りんりんひろば
2018年 2月 毎週月日水・金曜日 10∞～13:∞

室内開放 親子で…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

<成瀬くりの家保育園>
・園庭開放

2018年2月 毎週月～金曜日 10●0～ 11:∞

保育園のお庭で遊びましょう 雨天中止

・まろんひろば(室内開放)

2018年 2月 毎週月～金曜日 1000～ 1■Oo
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

<町田南保育園>
・保育園で遊ぼう

2018年2月 6日・13日・20日 (火曜日)

7日・21日・28日 (水曜日)09日・16日 (金曜日)

9:30-12:30

保育園の日庭やホールで
保育日の子ども達と一緒に遊びましょう
駐車場7台

<こびとのもり保育園>
口子育て相談
2018年 2月 毎週月～金曜日 10∞～looo
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)

保舗麻礎L品綻野
m∞」ユ∞

<光の原保育園>
口育児相談
2018年 2月 毎週月～金曜日 9:∞～17:00

食事のこと、睡眠のこと、発違について
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

・園庭開放
2018年 2月 毎週月～金曜日 1000～ 16●0

保育国のお庭で遊びましょう::

<もりのおがわ保育園>
0子育て相談
2018年 2月 毎週月～金曜日 aOo～ 1■∞
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

口室内開放
2018年 2月 毎週火・水・金曜日 鋭30～ 1230
保育園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 !

<町田わかくさ保育園>
・ 園庭・室内開放

2018年2月 毎週月～土曜日 9:00～ 17:∞

親子で日庭・室内遊びを楽しみましょう
大型遊異も充実しています !

あつたかなるせ室・飲食可
駐車場5台 (9:∞～16ЮO)

・図書・ビデオ貸し出し
2018年 2月毎週月～土曜日 鋭∞～10∞

雛葛諷堪襲籠器嘉

・育児相談
2018年 2月 毎週月～土曜日 鋭∞～16:∞

酬騨哲嵐響警努
けています

駐車場5台

・わかくさ綸食

磐習糧星露Ч輝請2・
15日 (木曜日)

言里i              島相談



<こばと保育園>
・□庭開放

2018年2月毎週月～金曜日 990～ 12∞

滑り台・砂場や

保育日のおもちゃを使つて遊びましょう !

※11日 口14日・26日 は日行事の為休止

駐車場あリ

・育児相談
2018年2月毎週火・木・金曜日
9:30-12:(X) 15100-17:30

子育てについて(食事・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(1/251Q00～ )

駐車場あリ

・こばと広場 (室内開放)

2018年 2月 19日 (月 曜日)・ 21日・28日 (水曜日)

鋭30～ 12:00

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

駐車場あり
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家族みんじて運動会ゲ‐ム′たくさん遊ん
で金メグルをゲ
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しょう♪

:2月 4日 (日曜日)10:00～ 11:30
:町田市立構合体育饉 2階
サ7アリー十(町田市南威瀬5-12)

:0歳～輔学前の乳幼児こその保護者
:100組程鷹
:障害鞠競争、王入れ、的あて

六人の′ヽイ′ヽイレースむこ
::月 17日 (ホ )10:00よ川寇口きた勝

電話にτ受付け す

IH01合わせ先】子Ctセンターばあた

＼ヽ、、   1田
籠4-5-7 TEL 042-788-418:″
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午前中の学童保育クラ7をmmLてい春す

親子で遭べ観劇

"1ひ
微 す

おなだちこ―緒に遭びにきてください

日申
鵬 観 F027日

(火)ム

開放 )

※27日け「ひむ春り l」の企■を予定してい春す

C…2   1ハ
今― t:
2018年 1月30日・2月 27日 03月27日 (」詢超曜日)

時間::3:30～ :4:30
対象:10代から22Jいく′■時でのィィこ橿帽駐ん

周静
守 需 脇 縞 Attι ●闘 肺 室

※予約博ゆ 勝せん お卸剛日用醸バ寓さい

ぜ
中帰忠糀職F―ノ

≪キッスアタックIN成瀬≫

日時:引
誕賠里1早朧 由遊び)

‖:00～ ‖:45(■ログラム)

場所 :威閣曰ミゴ晰蔵センター :階ホーrL

(lr田輌 威用2-49-1)
対象 :0歳～輔挙前の乳幼肛 その保護者

向害 :スキンカ 7を中心とした親子週Uむこ

1間日合わせ先l子Ctセンターばあん

金1籠4-5-7 TEL 042-788-418:

金森□書館からのお知ら世

★お勝むし会★
2月7日・:4日・21日・28日 (ホ曜日)15:00～

★ちょうちょちお話会★

2月 16日 (金曜日)‖ :00～

金森東3-5-1
TEL8042-710-1717



<イベントカレンター> ※ィベントの詳細については各国にお問合わせください
特に記職のない限ιl、 開催場所勝主催保育□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:春す

悪天候の際勝中止になる場合もあι勝すので各国にお問い合わせください

日 曜 主催施麟 予約・費用・場所他 イベント名(対象年齢 )・イベント肉害 時間

本

こうりん保育園 駐車場4台 (要確認) お話会 お話し如雨露の方による読み聞かせです 10:00～ 10:45

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

2 金

南つくし野保育園

雹
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
BABYカ フェ(0～ 1歳)赤ちゃんとママ・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
ら情報交換しましょう

9:30～ 11100

5 月

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30～ 16:00)
わんわんひろば(1歳7か月～5歳 )保育園の保育士と
話しましょう 保育園で人気の遊びの紹介もあります

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 )H25.4～ H27.3月 生まれ ミニミ
ニ発表会・タイムカプセル作り(1)

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)テーマはパレンタイン お家から衣装
を着て来てもOK持つてきてもOK予約受付(1000～
1700)駐車場4台

10:30～ 11:30

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:ふれ
あい遊びを楽しみます 栄養士による「離乳食」のミニ講
座もあります

14:00～ 15:00

| 火

ハツピードリーム鶴間
要予約 (平 日1000～
17ЮO前日12ЮO締切 )

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

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

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

7 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

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|[

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

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)親子でふれあい
遊びをしましょう 紙ふぶきを使つてダイナミックに遊びま
す

10:00～ 11:00

高ヶ坂ふたば保育園 聰 おひさまくらぶ (0～ 3歳 )1 ミニミニ発表会 10:00-11:00

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)テーマはパレンタイン お家から
衣装を着てきてもOK持つてきてもOK予約受付 (10∞
～1700)駐車場4台

10:30～ 11:30

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

9 金

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日9ЮO～
17ЮO)保護者食事代
300円

体験保育 (2～ 5歳 )親子で同年齢のクラスに入って、園
児と楽しく過ごしましょう 給食も食べます

9:15-12:00

もりのおがわ保育園
要予約 (10組 1/25
9:30～ )

お店屋さんごっこ(0～ 3歳 )保育園のお友達とお店屋き
んごっこを楽しみませんか?商品を入れる袋をご用意く
ださい

9:50～ 11:00

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)H29.6月 生まれ以降 いつ

醜嶽 餅π
マッサージ冬のコース③

“
ヨ國 10:00～ 11:00

南つくし野保育園 要予約

彗ぉもちゃがあ現毀乳ど甚げ謬f習蟹稚護披唐詈可瞥 10:00～ 11:30

:3 火

成瀬くりの家保育園
要予約 (1/251300～ )

参加費500円 一時保
育代別途

フラワーセラピー お花に触れてリフレッシュしませんか 10:00～ 11:00

光の原保育園 要予約 (8組 )

椴
=よ

†だ緑問
)譜

酬 諾洒 10:00-11:00



日 曜 主催籠離 予約・費用・場所他 イベント名(対象年齢 )・イベント肉書 時間

,4 ホ

こびとのもり保育園
要予約 (3組 1/25

10:00～ )

2月 お誕生会 2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

レイモンド南町田保育園 θ⑬
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

町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )

駐車場5台

集まれ !育休ママ講座「育児と仕事」育休中のママ、
お仕事と子育ての両立のコツなど一緒にお話ししましょ
う 何かヒントがみつかるかも

10:00-11:00

成瀬くりの家保育園 要予約 (1/251300～ )

プレママ講座 産前産後の体や心の変化についてお話

を聞く講座となります
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

高ヶ坂ふたば保育園 繊 おひさまくらぶ (0～ 3歳 )2かんたんお散歩バッグ作り 10:00-11:00

ハッピードリーム鶴間 南町田会館Bホール

ここにこランド ら、れあいあそびやパネルシアターで楽し

(遊びましょう お誕生日月のお友だちは誕生日会を行
.ヽます

14:00～ 15:00

15 ホ

高ヶ坂保育園
要予約 有料 (給食代
300円 )

体験保育(2～ 5歳)保護者の方と一緒に給食までの時

間を在園児と一緒に過ごしませんか? 930～給食終了

市立金森保育園
要予約 (10組 1/25～

9:00～ 1700)駐 車場5

台

鴨 ママのおしやべり会」(第一子の保護者と妊婦)

初めての子育てに奮間中のママ、妊婦さん集まれ みん

なでおしやべりをしましょう 保育あり  ___
10:00～ 11:00

光の原保育園 要予約 (10組 )

親子クッキング(2～ 5歳 )ひな祭りにぴつたり!親子で

出来るお手軽てまり寿司を作りましょう エプロン、三角

巾をお持ちください              _
10:00-11:00

もりのおがわ保育園
要予約 (8組 1/25
):30-)

育児講座「排便のメカニズム」(0～ 3歳 )看護師から排

便の話を聞いた後に聴診器で体の音を聴いてみる体験

+ll´ます

10:00-11:00

:| 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

ハッピードリーム鶴間
ハッピーこっこ 紅茶を飲んでほつ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

ねむの木保育園 要予約

みんなで遊ぼう～手作り楽器で遊びましよう～ マラカス

をみんなで手作りした後、曲に合わせて楽器遊びを楽し

みます          _
10:00-11:30

19 月

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30-16:00)
だ誰盤謂凛ピ封驚甥L勤あ観隆
お祝いします

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)H254～ H273月 生まれ タイ

ムカプセル作り(2)・ 誕生会
10:00～ 11:00

こうりん保育園
要予約 (10組 )石料500

円 都営金森第6ア

パート第2集会室

スクラップブツク作り お子さんの写真を可愛く飾りましょ

う 講師の藤岡先生が教えてくれます 予約受付 (10∞

～1700)駐車場4台 持ち物有

10:30-11:30

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30-16100)

よちよちひろば(～ 10か 月)おもちやで遊んだり、親子

のふれあい遊びをします
14:00-15:00

20 火

こうりん保育園 要予約 (5組 ～2/16)
お楽しみ会 職員の出し物の他、2月 生まれの誕生会も

行います 予約受付(1000～ 17ЮO)駐車場4台
10:00～ 10:45

高ケ坂保育園 ぐ
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

こびとのもり保育園
要予約 (7組 1/25
10:00～ )

ひなまつり製作 (1～ 2歳児)お子さんと一緒に、おひな

まさまの製作を楽しみませんか
10:00-11:00

こばと保育園
要予約 (8組 1/251000
～)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よに楽しみましょう!バスタオル・飲み
物持参

10:00-11:30



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

20 火 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～ 5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

21 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・離乳食もご用意でき
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

0歳児みるくクラブ(0～ 1歳)園のお友達と一緒に歌や
手遊び、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

成瀬南野保育園
要予約 (お祝い2組・見
学3組 1/25 9ЮO～
1/31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

こばと保育園
要予約 (4組 1/25

1000～ )有料 (親子で
500円)駐車場あり

こばとランチ(1歳6か月～5歳 )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

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

ブレママ&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

22 ホ

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 1/25
a30～ )

2月 誕生会 (0～ 3歳 )2月 生まれのお友だち、保育園の
誕生会に遊びに来ませんか?手作りの誕生カードのプ
レゼントもあります

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、親子で体操や紙芝
居を楽しみます 10:00～ 11:00

23 金

南つくし野保育園
(ね忍

ちょつとほっとカフェ(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
将 リ わらべうた 伝承遊びのわらべうたで親子のら、れあいを

楽しみましょう
10:00-11:00

町田南保育園
要予約 (5組 平日1000
～1■00)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

いつしょに遊ぼう ひなまつり制作を一緒に作りましょう
予約受付(1000～ 1■00)駐車場4台

10:30-11:30

26 日

市立金森保育園 鵬間会館 駐車場なし
みなみつこひろば(1)0歳 (2)1～ 3歳 おもちゃで遊んだ
り、親子で体操やふれあい遊びを楽しみます

(1)10:00-11:30
(2)10:30～ 11:30

レイモンド南町田保育園
要予約 (10組 )予約受
付時間(930～ 16ЮO)

∬鷺じ嘉可3`駐猟 夕肥 ふ
遊びやふれあい遊びを楽しみませんか

10:00～ 11:00

27 火

高ヶ坂保育園 饉
あそほう会 誕生会 2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

こばと保育園
要予約 (10組 1/25
1000～)駐車場あり

誕生会 (2か月～5歳 )2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 ?

iO:00～ 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

町田南保育園
要予約 (10組 平日
1000～ 1■oo)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

28 ホ

市立金森保育園
要予約 (15組 2/1～
900～ 17:00)南市民
センター 鍵鰹辮 曇ぎ方

楽しみ塁♂貢蘊 10:00～ 11:oo

高ヶ坂ら、たば保育園

あ
轟 おひさまくらぶ (0～ 3歳 )3身体測定・誕生会 0:00～ 11:00

町田わかくさ保育園 駐車場5台

ν
お阜慇憲森 i製勤麟 財 10:30～ 11:oo

病児・病後児保育とは・・・

け 病児保育 ・"病気にかかっているお子様を医師の指示に基づι

}理F療
機目に併設した専用の施設で―時預かり保育する事業です*実 施している施設・・・はやしクリニック病児保ロ

け 病後児保育"・『病気の回復期Jにあり、医療機目による治療の必要はないが安静の必要があるときお子様を
保育口に併設する専用の施設で一時預かり保育する事業です
*実施している施設・・・ききょう保育日(ひまわり)Jヽ野路保青日第一分日(つくし組)高ヶ坂ふたば保育口 (こすもす)

かえで保育口(れんげ)



親こ子のきなびのひろぼ「きしゃポッポ成瀬」

親子で気軽に参加できる0うけ「きじゃポザ島が、

生涯学習センターから飛び出して成瀬地区て開催され春す

日時:2月 19日 (日曜日)'4800～ 11:00

対象 :町田市内在住0001歳児こ保護者、マタニテ40有
場所 :町田市成瀬コミュニティーセンター 多目的室AB

※駐車台練に限ι脚あιl春すので、できるだ!■公共交通機間をご利用ください

内害 :自由遊び、スキンシッ7遊び、手遊び、絵本の読み開かせ、ミニミニ♯戸端(■子情報交換)0こ

費用 :無料
定員:20組(申し込み順 )

申し込み:2月 :日 (ホ曜日)9:00～電話で生涯学習センターヘ(042-728-0071)

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6-3-l TEL:042-728-007:

にこにこクラ7

諄購 騨 轟 ヨ慶 窮 りF海
道びや誕生会、季節の行夢に 、楽じ 暉ログラムを用意してι時す

日時:2月 2日・9日 (金曜日):0::5～ ‖:30(ラン手タイム‖:30～ 12:30)

9日の「おたのしみ会rは、今年度最後のにこにこクラで すので、

諄絆 てたのしく遊びたいこ思いきす

IH01合わせ先l

なんなる学童保育クラ7(南成瀬Jl― 地内)南威瀬 3-6 TEL:042-726-:758

親こ子のきなびのひろば

日時 :「きじゃポッポ」2月6日・13日・20日 (火曜日)14:00～ 16:00
「パパきしゃJ 2月 25日 (日曜日)14800～ 16:00

対魚 :町田市内在住000: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 :「きしゃポッポ」自由遊び、スキンシッ■遊び、手遊び、ミニミニ♯戸端(■子情報交換)0こ
「パパきしゃJ自由遊び、スキンシッ7遊び、手遊び、絵本の読み聞か世、おもちゃ製作むこ

■日 :無料

申し込み:不要(直持会場へ)

※きしゃポッポヘの参加措月2口春てです ご都合の良い口を選んでご参加ください

I問い合わせ先】町田市生涯学習センター 町田市原町田6-3-l TEL:042-728-007:
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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
3のご濡冒駆1導亀彎:1惑:罫λ件費を含みます)」「この冊子は、8634部 (5地域分)作成し、1部あた

8

リサイクル通性◎

この印爾物は、印轟用の紙ヘ

リサイクルできます。


