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てい審す↓南地域版ては下記の保育国のイベントにつllてご紹介し
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① 威瀬くιlの家保青ロ 町田市成瀬1-5-1 042-710-8177 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 高ヶ堰ふだけ保青ロ 町田市高ヶ坂7-26-6 042-720-8215 042-720-8217 ○

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

⑤マ吾量護撃薯署相麟センター 町田市金森東1-12-16
042-710-2752

(子育てひろば専用)

042-710-2753 ○

⑥ わむのホ保育ロ 町田市金森東3-17-25 042-706-0733 042-706-0737 ○

① こけこ保青□ 町田市金森6-37-18 042-796-3628 042-796-3697 ○

③ 光の原保青□ 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 ′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
`:の

おかわ保青ロ 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 ○

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

⑮ じイモンド南町田保青ロ 町田市鶴間8-4-30クレインドヒ・ルlF 042-706-9641 042-706-9642 ○

⑩ 町田南保青□ 町田市金森東4-36-8 042-796-8346 042-796-8346 ○
※行

「

の詳翻勝魯□

※特に記載がない限
`:!臓

車場はあιl春世ん



<保育園からのお知らせ>このページには、定期的に開催されるイベントについて掲載してら時す
※特に記載のない限ιl¨①日曜日、祝日勝休みです ②各イベントは無料です (D駐車場騰あιl●せん

④各イベントは保護者(ス勝六人)と―緒の参加です ⑤年齢記載かないイベントは未就学児対象です

<市立金森保育園>
・園庭開放

2018年 3月 毎週月～土曜日 &30～ 17:00

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 (930～ 16:∞ )

・育児相談
2018年 3月 毎週月～土曜日 &30～ 17:00

子育てのことを一緒に考えましょう

相談は電話、来日、家庭訪間でお受けしています
地域専用駐車場5台 は30～ 16:∞ )

土曜日の希望は要問合せ

口室内開放
2018年3月 毎週月～金曜日 900～ 1000

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～ 1380
地域専用駐車場5台 (■30～ 16:00)

・育児サークル支援
2018年 3月 毎週月～土曜日 &30～ 1■∞

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 (9:00～ 17100)

地域専用駐車場5台 (a30～ 16:∞ )

・親子体験保育
2018年 3月 毎週月～金曜日 9ЮO～給食終了まで

お子さんと同年齢のクラスで

親子一緒に日生活を体験してみませんか

要予約 (平日900～ 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 3月毎週月～金曜日 10∞～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>
口子育て相談
2018年 3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
来園前にお電話ください

・あそほう会 園庭・室内遊び・集まり
2018年3月 6日 口13日 (火曜日)鋭30～ 1200

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11:00～ )

日ひだまり広場
2018年 3月 8日・15日 (木曜日)930～ 1200

屋上テラスで自由に遊びましょう !

雨天中止

<高ヶ坂ふたば保育園>

・□庭開放
2018年 3月 毎週月～土曜日

(16日 午前・28日 午前を除く)9:∞～17:00

園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 3月 毎週月～金曜日

(6日・7日午後・8日午後・9日・13日午前
15日・16日午前日27日午後・28日 午前を除く)

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 (0～3歳 )

2018年 3月 5日 (月 曜日)・ 14日 (水曜日)

11:∞～12:00

親子でゆつくり本を選びませんか

本の貸出を行います

<レイモンド南町田保育園>

・園開放 (れもんてぃ―)

2018年 3月 毎週火・水・木曜日 980～ 1230

子育て支援室にて

園開放「れもんてい―」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 3月 毎週月～土曜日 9ЮO～ 1130

保育園のお友達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ιl春すので各日にお問い合わせください

<こうりん保育園>
口園庭開放
2018年3月 毎週月～土曜日(24日 を除く)

10:00-12:30

大きな固定遊具や砂場など
親子で国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 3月 毎週月日水口金曜日 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

口りんりんひろば
2018年 3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

<成瀬くりの家保育園>
・口庭開放

2018年 3月毎週月～金曜日 10∞～11:∞

保育日のお庭で遊びましょう 雨天中止

・まるんひろば(室内開放)

2018年 3月毎週月～金曜日 1000～ 1ユ00
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

<こびとのもり保育園>
・子育て相談

2018年 3月 毎週月～金曜日 1000～ 16●0

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 )

2018年3月 毎週月EttE金曜日 1000～ la∞
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

<こばと保育園>
口園庭開放
2018年 3月 毎週月～金曜日 9ЮO～ 1290
滑り台・砂場や
保育国のおもちゃを使つて遊びましょう :

14日 は園行事の為休止
駐車場あリ

・育児相談
2018年 3月毎週火口木・金曜日
9:30～ 12:00 15:CЮ～17:30

子育てについて(食事・睡眠ロ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 (2/26 1000～ )

駐車場あり

・こばと広場 (室内開放)

2018年 3月 5日・12日・19日 (月 曜日)・ 7日 (水曜日)

16日 (金曜日)a30～ 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
駐車場あり

<町田南保育園>
・保育口で遊ぼう

2018年 3月 20日・27日 (火曜日)・ 7日・28日 (水曜日)

15日・22日 (木曜日)・ 9日・16日 口30日 (金曜日)

9:30-12:30

保育日の日庭やホールで
保育日の子ども達と一緒に遊びましょう
駐車場7台

<もりのおがわ保育園>
・子育て相談

2018年 3月毎週月～金曜日 990～ 17:00

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 3月 2日 ～23日の毎週火・水口金曜日
9130-12:30

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 :

年度末の開放は3/23(金曜日)で終了です

eQqgeeAq,OeqQ



<光の原保育園>

・育児相談
2018年3月 毎週月～金曜日 9:∞～17:∞

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

・ 園庭開放
2018年 3月 毎週月～金曜日 1000～ 1000

保育国のお庭で遊びましょう!!

<町田わかくさ保育園>
・国庭口室内開放

2018年 3月毎週月～土曜日 9100～ 17:∞

親子で園庭口室内遊びを楽しみましょう
大型遊具も充実しています !

あったかなるせ室・飲食可
駐車場5台 (9:∞～1000)

・図書・ビデオ貸し出し
2018年 3月毎週月～土曜日 鋭00～ 16:∞

本と子ども向けビデオの貸し出しを
「あったかなるせ室」で行つています
駐車場5台

口育児相談
2018年 3月毎週月～土曜日 9ЮO～ 16:∞

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

・わかくさ給食
2018年 3月 1日 (木曜日)・ 6日 (火曜日)1130～
当日自慢の給食をぜひ食べてみませんか?
離乳食ロアレルギー除去食 (卵・牛乳のみ)応相談
要予約(3組)大人3∞円子ども200円

駐車場5台

金森□書館からのお知ら世

★おけなし会★

3月7日・14日・28日 (ホ曜日):5:00～
★ちょりちょうお議会★

3月 16日 (金曜日)

金森東3-5-1
TEL:042-710-1717

※3/22～ 25審て、きりだ□書館春つι:を開催し審す′

23日午機、24日午前、25日午前&午機に
お腱 し会を行いきす ′
※3/28勝春の特別お出 し会です ′

llena +a> f -'lfiffrJrt2Zt(4rCt1|lo'7171fir?ttltil -
今後の予定 :

20:8年 2月27日 03月27日 (全火曜日)

時間 : :3:30～ 14:30

翼需:理里寡亀耀ワ野壼‖満 漑鮒t働鯖室
※予約勝必喜あι勝せん お気軽にお越しください

睦盤霧静∫

9        82甜奪適孵墜墨斜露望記路炉:′

「わたわ7-卜 (テコレーションした背景てお子さんの
ュし春しょう ′

問い合わせ先 :忠生地域子育て相麟センター 電話042-789-7545

ぶちくれよんひろば

午前中の学童保育クラ7を開放していきす 親子て遊べる楽しいひうけです

おなだぢこ一緒に遊びにきτください

日時:3日 0日・:3日 (火)10:30～ ‖:45(11:45～ 12:30勝ラン千タイム開放)

※:3日勝企■「けるかきた」(フィンガーペイント機の花を描こう)を予定してい春す

輸」

輸.。

【H醐崖
電!:I」5」当:選3讐:島;=ラ7 (南響

=二
Jl彗Чttn) TEL:042-727-3384

ころん子学童保育クラ7(南第口小学校隣持)TEL:042-799-0989
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<イベントカじンター>※ィベントの詳細につらには各国にお問ιl合わせくださら1

特に記載のない限ι
l、 開催場所勝主催保育□です きた各イベント勝保護者(ス勝六人)こ―緒の参加こなら勝す

悪天候の際勝中止になる場合もあι勝すのて各□にお問い合わせください

日 曜 主催施般 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

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

市立金森保育園
要予約 (受付中9Ю0
～17ЮO)駐車場5台

保育園入園を迎える保護者のおしゃべり会 南地
域保育園の合同イベントです (保育付)問い合わ
せ先:南地域子育て相談センター (金森保育園)

9:30～ 10:20

1040～ 1180のど
ちらかの参加

町田南保育園
要予約 (3組 平日
10:00-17:00)

駐車場7台

誕生会 (1～ 5歳)保育国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

こびとのもり保育園
要予約 (3組 2/26
10:00-)

3月 お誕生会 3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
わくわくママルーム(妊娠期・0～4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
育園へ遊びにきませんか ?一緒に遊びゆっくりお
茶を飲みながら情報交換しましょう

9:30-11:00

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 2/26
930～ )

ひな祭り誕生会 (0～ 3歳 )3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

成瀬南野保育園
要予約 (お祝い2組・

見学3組 2/26
900～ 2/28締切 )

ひなまつり誕生会 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

こうりん保育園
要予約 (5組 ～2/27
10:00-17:00)

駐車場4台

お楽しみ会 職員の出し物の他、3月 生まれの誕
生会も行います

10:00～ 10:45

成瀬くりの家保育園
要予約 (2/2513Ю 0

～ )

お部屋であそぼう お部屋で一緒に遊びながらひ
なまつりの製作をしませんか

10:00-11:00

レイモンド南町田保育園 讐曇
桃の節句 保育園でひな祭りの雰囲気を楽しみま
せんか? 10:00～ 11:00

5 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

わんわんひろば(1歳7か月～5歳)おもちゃで遊
んだり、親子でリズムあそびを楽しみましょう

10:00-11:00

高ヶ坂ら、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
お別れ会・誕生会

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(0～ 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

| 火

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)紙ふぶきを
使つてダイナミックに遊びましょう 3月 生まれのお
祝いもします

10:00-11:00

高ヶ坂保育園

′

一

一
ヽ

ヽ
、

・
′

。
ノ

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

こばと保育園
要予約 (4組 2/26
10ЮO～ )有料 (親子
で500円 )

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 !駐車場あり

10:00～ 12:00

町田南保育園
要予約 (6組 平日
10:00～ 17:00)

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

5
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日 曜 主催施般 予約・費用・場所他 イベント名(対象年齢 )・イベント内害 時間

6 火 成瀬くりの家保育園
要予約(2/2513Ю0

～ )

誕生会 3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

7 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

8 ホ

高ヶ坂保育園
要予約 有料 (給食
rt300F弓 )

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

こびとのもり保育園
要予約 (7組 2/26
10:00～ )

それでいいよ大丈夫～みんなで子育てしよう～

(1～ 2歳 )イヤイヤ期、いたずら、かんじゃくの事

を一緒に考えてみませんか

10:00-11:00

9 金 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

:2 日 レイモント
・
南町田保育園

要予約 (10組 )

有料 (1組300円 )

給食体験 (離乳食が完了している未就園児)保育

国の給食を食べてみませんか ?子ども用エプロン

など持ち物有 予約受付時間(930～ 16ЮO)

10:00´Vll:00

:3 火

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 ゆ◆.
あそぼう会 誕生会 3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1l ЮO～

9:30～ 12:00

こびとのもり保育園
要予約 (2組 2/26
10:00～ )

プレママ育児体験 保育園のO歳児と触れ合つて
みませんか

10:00-11:00

14 ホ

レイモント
・
南町田保育園 の

お誕生日会 保育国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

高ヶ坂ふたば保育園 」Sを おひさまくらぶ(0～ 3歳)身体測定・誕生会 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
トカードを作ります

10:30-11:00

ハッピードリーム鶴間 南町田会館Bホール
にこにこランド ふれあいあそびやパネルシアター
で楽しく遊びましょう お誕生日月のお友だちは誕
生日会を行います

14:00-15:00

:5 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
D:30-11:00

16 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

農 農轟 轟 脇脇 脇 農轟 轟 脇
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日 曙 主催施設 予約・費用・場所他 イベント名(対象年齢)・イベント肉害 時間

,9 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

ぷちわんひろば(11か月～1歳 6か月)おもちゃで
遊んだり、親子でリズム遊びを楽しみましょう

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(0～ 10か月)おもちゃで遊んだり、
親子のふれあい遊びをします

14:00-15:00

20 火

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

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

iO:00-11:00

22 ホ 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 ら、れあい遊びを通して、親子の関
わり方を知りましょう ペープサートのお話も楽しみ
ます

10:00-11:00

23 金

南つくし野保育園 0ぐ 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
談口身体測定もしています

9:30～ 11:00

こばと保育園
要予約 (10組 2/26
10ЮO～ )駐車場あ
り

誕生会 (2か月～5歳)3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

ねむの木保育園 要予約 (定員15組 )
みんなで遊ぼう～リトミック講座～ 講師の先生と
一緒にリトミック遊びをします

10:30～ 11:30

27 火 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

29 ホ 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

親こ子の春むびのひうぼ

日時 :「きじゃポッポJ3月6日・13日・20日 (火曜日)14:00～ 11:00
「パパきじゃJ 3月 25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

内容 :「 きじゃポッポJ自由遊び、スキンシャ7道び、手遊び、絵本の読み開かせ

ミニミニ♯戸端(■子情報交換Bこ
「パパきじゃ」自由遊び、スキンシャ7遊び、手遭び、おもちゃ製悴じこ

■日3mH
申し込み:不喜(直持会場へ)

※きじゃポッポヘの参加勝月2回春てです ご都合の良い口を選んでご参加ください

I問い合わ世先l町田市生涯学習センター 町田市原町田6-8-l TEL:042-728-0071

病児・病後児保育とはヨ・0

げ 病児保育 ・口・病気にかかつているお子様を医師の指示に基づいて医療機関に併設した専用の施設で
一時預かり保育する事棠です
*実 施している施設ロロ・はやしクリニック病児保育室

げ 病後児保育¨口「病気の回復期」にあり、医療機関による治療の必要はないが安静の必要があるとき
お子様を保育国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・・口ききょう保育口(ひまわり)Jヽ野路保育口第一分口(つくし組)

高ヶ坂ふたば保育園 (こすもす)かえで保育園(れんげ)

7



子育てママのしゃべιl場

ママでも書て

“

い自分自身を見つめる時間勝昴勝すか?
ソーシャ′ιワーカーの社野恵子さんを中心に普段思っていることを話したι

l、

参加者のお話を聞脚たιける場所です

日 時 :3月

'4日

(ホ曜日),4:00～ 15:30(幡7が予定さι旧:くなる場合あιl)
対 象 :市内在住の乳幼児を子育て中の保護者(保育あιi)
会 場 :南市民センター

定 員 :,0名 (拍選 )

持ち物(保育のため):おやつ、欧

"拍
、タオ′し、書替え、オムツ、おしιlHき、ビニー′ι袋

申し込み :2月20日～3月7日 (土、日を除く)

※定員に空き施 る場合勝当日春で受付し春す

申し込み・問い合わせ先:子ども家庭支饗センター 電話:042-724-44'9
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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(雇塁更豊)  Fax 050-3101-9459
「この冊子は、8809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)」
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リサイクル違性◎
この印麟物は、印麟用の紙ヘ

リサイクルできます。

I謂翻   纂r辮誦 脚 理
日  程 :全4回違籠講座(毎週ホ曜日)

2018年4月 25日・5月2日・9日・16日
時  間 :午前 10時～正午
対  象:20,7年 ‖月10日～2018年 2月25日生春れ

町田市在住の第 :子こ母親
定  員:10組(先着願 )

場  所 :金森保育□ 多目的童(町田市金森東卜 ,2-16)
費  用:864円(税込・テキスト代)

申し込み:電饉滲たけ、下記の地域子青τ相議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82018年 2月 20日 (月 )～ 午前9時～午織5時

I申し込み・口轟 1合わせ先 l

南地崎子育て相議センター
電調辟042-710-2752 FAX8042-710-2753

※ 講座の詳細、各地層D開腱Rケジュー′ιについτ勝、町田市ホ■ムペ→ をご覧ください


