
町田市子青τ●●

「カレンター
(南地域版)回 覧
お住きいの近くの「子育てひろlぎ」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□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ιl春すので
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町田市子育て情報配信号―ビス
『勝っこメーrL春ぢだ』

町田市から子育τの

/ 子育てひろぼ力じンダー配市場所  ｀

「子育てひうけカレンダー」はこの南地域版の他に
「堺」「忠生」「町田J「鶴ill」 地域版があι勝す

釜器びa理製ダ覧惹堰硼間階習L訂立保育□等で

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
総合体育館、子どもセンターばあん
じのはら小児クリニック、小児科高橋医院

＼三Jl:掃

甚鳴『
医院、そうてつローゼン威瀬店

    ノ

「ほっこな情報」
「勝っこする情報」
をお届けし春す′

↓南地域版酪 下記の保育国のイベントにつら1てご紹介こ

艤 1lll、 llivl 鎌 Ter rax マイ颯奮腱

…① 威瀬くιlの家保育□ 町田市成瀬 1-5-1 042-710-8177 042-710-8178 ○

② 高ヶ堰保育□ 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 町田わかくさ保育日 町田市成瀬7-10-7 042-728-0288 042-728-0344 ○

⑤マ吾竃薔撃暮署相談センター)
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のホ保青□ 町田市金森東3-17-25 042-706-0733 042-706-0737 ○

① こばこ保青□ 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 ○

⑨ 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 ′、ッピードリーム鶴間 町田市南町田4-22-7 042-796-3322 042-796-3328 ○

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

⑭ もιiのおかわ保青□ frIEifi'4utl1-1 1-2 042-788-7025 042-799-2070 ○

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

⑭ こびこのもι:保育日 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
・
ヒリレlF 042-706-9641 042-706-9642 ○

⑮ 町田南保青□ 町田市金森東4-36-8 042-796-8346 042-796-8346 ○

お車での来□けご遠慮ください

,

※特に記載かない限ιl駐車場はあιlきせん



<保育日からのお知らせ>このページには 定期的に開催され

“

ベントにつらlτ掲載してら1審け

※特に記載のない限ι:¨①日曜日、祝日勝体みです ②各イベントじ無料です ③駐車場はあι勝せん
④各イベントは保護者(スは大人)こ―緒の参加です 〇年齢記職かないイベント勝ホ輔学児対象です

<市立金森保育園>
・園庭開放

2018年 4月 毎週月～土曜日 a30～ 17:∞

広い口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～ 10∞ )

口育児相談
2018年 4月 毎週月～土曜日 &30～ 17:∞

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 (a30～ 16:∞)

土曜日の希望は要問合せ

口室内開放
2018年 4月 毎週月～金曜日 鋭00～ 16:∞

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～ 16:00)

・育児サークル支援
2018年 4月 毎週月～土曜日 &30～ 17100

サークル活動へのアドバイスや相談

おもちや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～ 17:∞ )

地域専用駐車場5台 (鋭30～ 16:∞ )

・よちよちひろば(0～ 9か月)

2018年4月 10日 口24日 (火曜日)14∞～1ユ∞

ふれあい遊びやお話、お歌を楽しみます

親子でゆつたりと過ごしましょう

地域専用駐車場5台 (■30～ 16:∞)

<レイモンド南町田保育園>
E園開放 (れもんてい―)

2018年 4月 毎週火・水・木曜日 鋭30～ 1230

子育て支援室にて

園開放『れもんてい一」を行つております

お気軽に遊びに来てくださいね

<高ヶ坂保育園>
・子育て相談

2018年 4月 毎週月～金曜日 1000～ 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

・ひだまり広場
2018年 4月 16日 口23日 (月 曜日)鋭30～ 12:∞

屋上テラスで自由に遊びましょう! 雨天中止

口あそほう会 口庭・室内遊び・集まリ

2018年 4月 17日 口24日 (火曜日)980～ 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>

・国庭開放
2018年 4月 毎週月～土曜日 990～ 17:00

日庭を開放しています 気軽に遊びに来てください

口子育て相談・子育て支援スペース開放

2018年 4月 毎週月～金曜日

(2日・3日 口20日午前を除く)

9:00-12:30  15:00～ 17100

保育口に来て、友達の綸をひろげませんか

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 4月 9日・23日 (月 曜日)

11日 018日 口25日 (水曜日)1190～ 1200

親子でゆつくり本を選びませんか

本の貸出を行います

<こびとのもり保育園>
口子育て相談
2018年 4月毎週月～金曜日 10∞～1600

奢          舞甚ご相談ください
・こびとひろば(室内開放)

2018年 4月毎週月口水・金曜日 10∞～1ユ∞

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

<成瀬南野保育園>

・園庭開放
2018年 4月毎遇月～土曜日 9:∞～1130

保育日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ιl春すので各国にお問い合わ世ください

<こうりん保育園>
・ 園庭開放

2018年4月 毎週月～土曜日(7日 を除く)

10:00-12:30

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
2018年4月 毎週月日水・金曜日 10∞～1ユ00
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4月 毎週月・水口金曜日 a30～ 1230
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 お弁当はOK
都営金森第6アパート第2集会室
駐車場4台

<町田わかくさ保育園>
・ 口庭・室内開放

2018年4月 毎週月～土曜日 9:∞～17:∞

親子で日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 :

あつたかなるせ室・飲食可
駐車場5台 (9:∞～16:∞ )

・ 図書・ビデオ貸し出し
2018年 4月 毎週月～土曜日 a∞～16:∞

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

・ 育児相談
2018年 4月 毎週月～土曜日 9:∞～10∞
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

・わかくさ綸食

彗躇認屋弊『ど棚 詠ダ
3°～

璧摯籍i         :誌贄
のみ)応相談

駐車場5台
<成瀬くりの家保育園>
口口庭開放
2018年4月 毎週月～金曜日 10∞～11:∞

保育国のお庭で遊びましょう
雨天中止

口まろんひろば(室内開放)

2018年 4月 毎週月～金曜日 1000～ 1500
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

<こばと保育口>
口園庭開放
2018年 4月 毎週月～金曜日 9:∞～12∞
滑り台口砂場や
保育日のおもちゃを使つて遊びましょう :

24日 は日行事の為休止
駐車場あり

・ 育児相談
2018年 4月 毎週火・木・金曜日
9:30～ 12100 15100～ 17:30

柔要軍幅蔵嵯懇暫圏障       
ニングなど)

要予約(3/20 10∞～)

駐車場あり

・こばと広場 (室内開放 )

2018年4月 9日・23日 (月 曜日)

11日・18日・25日 (水曜日)・ 13日・27日 (金曜日)

9:30～ 12:00

こばとの室内で遊びましょう

鍵辮
や、絵本の貸し出しも行います

<もりのおがわ保育園>
ヨ子育て相談
2018年 4月 毎週月～金曜日 990～ 17:∞

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4月 17日 ～27日の毎週火・水・金曜日
9:30～ 12:30

保育日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 !

o So #o So #o So #o So So #o So



<光の原保育園>

・育児相談
2018年4月 毎週月～金曜日 990～ 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 4月 毎週月～金曜日 1000～ 1000

保育日のお庭で遊びましょう!!

<町田南保育園>
口口庭で遊ほう
2018年 4月 3日 口10日 口17日・24日 (火曜日)

4日・11日・25日 (水曜日)・ 6日・13日・20日 (金曜日)

9:30～ 12:30

保育国の園庭で

保育国の子ども違と一緒に遊びましょう

雨天中止

駐車場7台

生涯学習センターからのお知らせ
受講生募集・乳幼児の保護者向II講座

「ホ来をえがくママの楽校(かっこう)・保育付」

時間:10:00～ 12:00
対象 :

日程 :5月23日 (ホ )・ 6月 1日 (金 )・ 0日 (ホ )・ :3日 (ホ)020日 (ホ )・ 27日 (ホ )・ 7月4日 (ホ )

(5月 )の保護者て原則7口連続して参加できる方

妻場督誘鰹融蟹趣事薦暑付
菫目:鍵墨累講            F勝

400円 )

拙 即 翻 鰐 鼎
難 稀 鍮 鮒 子

“?櫛偲輻 賭
来館の場合 :生涯学習センターて配布する所定の申込書に記入し

窓ロヘ提出(受付時間:9:00～ :7:00)

【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:

場所 :町田市生涯学習センター 1階 学習室卜2
両掘 而職     シ

~:
E5回 :子どもの運動こ発達

第2回 :遊びて育おコ           H6口 :春ぢだ電子育て

第3口 :応急手当の目磁こ実習      第7口 :未来をえがこう

日時 :「きじゃポリポJ4日3日・:0日・17日 (火曜日)14:00～ :|:00

「パパきじゃJ 4月 22日 (日曜日)14:00～ 16:00

対象 :町田市内在住00・ 1歳児こ保護者、マタニテイの方 (「きしやポリポJのみ)

場所 :町田市生涯学習センター 1階 保育室

内害 :「こしゃポリh自由遊び、スキンシッ7遊び、手遊び、絵本の読み聞al世

ミニミヨ件戸端(■子情報変換)なこ
『パパきじゃJ自由遊び、スキンシッ7遊び、手遊び、絵本の読みHal世、おもちゃ製作むこ

■日:無料

申し込み:不専(直持会場へ)

※きじゃポッポヘの参加勝月2回春

“

す ご都合の良い回を選んでご参加ください

1問い合わ世先】町田市生涯学習センター 町田市原町田6-3-l TEL:042-728-0071



<イベントカレングー> ※ィベントの詳細につιlては各□にお間ら1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 きた各イベント勝保護者(ス勝六人)こ一緒の参加こむι勝す

悪天候の際勝中止になる場合もあι勝すので各口におH01合わ世ください

日 曜 主催施設 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 金 成瀬くりの家保育園
要予約 (3/2513Ю 0

～ )
花まつりお参り 花まつりを一緒にお祝いしましょう 10:00～ 11:00

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

わんわんひろば(1歳 6か月～5歳)おもちゃで遊
んだり、親子で体操や春の歌を一緒にうたいましょ
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1(2～ 4歳 )H.26.4～ H28.3月 生まれ
シールあそび

10:00～ 11:00

10 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

ホ

レイモント
・
南町田保育園 ご

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

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 おひさまくらぶ1(0～ 3歳)春のお話し会 10:00～ 11:00

南つくし野保育園 南町田会館Bホール
にこにこランド 保育士によるパネルシアターやふ
れあい遊びです 気軽に足を運んでください !

育児相談も承ります
14:00-15:00

光の原保育園 縛
親子体操 (1～ 5歳)親子で一緒に体操しましょ
う!心も体もリフレッシュ : !

14:30～ 15:30

'2

ホ

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

:| 月 市立金森保育園
ら、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(10か月～1歳 5か月)春の歌をみ
んなでうたいましょう 親子のら、れあい遊びやペー
プサートのお話も楽しみます

10:00～ 11:00

,7 火

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

こうりん保育園
要予約 (5組～4/13
10ЮO～ 17:00)駐車
場4台

お楽しみ会 職員の出し物の他、4月 生まれの誕
生会も行います

10:00～ 10:45

高ヶ坂保育園 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

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

二ばと保育園
要予約 (8組 3/26
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:バスタ
オル・飲み物持参

iO:00-11:30

5



<イベントカレンター>※ィベントの詳細につらlτ勝各国にお問
`1合

わ世ください

日 曜 t― 予約・費用・場所他 イベンロ璽対象年齢 )・イベント肉害 時間

:8 ホ

成瀬南野保育園
要予約 (お祝い2組・

見学3組 3/26■ 00

～3/30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

こばと保育園
要予約 (10組 3/26
1000～)駐車場あ
り

誕生会 (2か 月～5歳 )4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

高ヶ坂ふたば保育園 おひさまくらぶ2(0～ 3歳 )シヤボン玉あそび 10:00-11:00

レイモント
・
南町田保育園

ごみ収集のおじさんがみんなのところにやつてく

る ! 紙芝居やごみ収集車の歌をうたつて踊ろう !

スケルトン収集車、みえるくんも来るよ :

10:00-11:00

町田南保育園
要予約 (3組 平日
10:00～ 17:00)馬主車

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

成瀬くりの家保育園
要予約(3/251300
～ )

誕生会 4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

こうりん保育園
要予約 (6組)都営
金森第6アパート第2

集会室 有料500円

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 (10ЮO～ 17ЮO)駐車場4台 持ち物有

10:30～ 11:30

19 ホ 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

20 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

3100～ 11:30

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

23 月

高ヶ坂ふたば保育園 要予約
さくらんぼくらぶ2(2～ 4歳 )H.26.4～ H28.3月 生まれ
こどもの日工作・誕生会

10:00-11:00

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 おもちゃで遊

んだり、体操や紙芝居のお話を楽しみましょう
(1)10:00～ 11:30

(2)10:30～ 11:30

24 火

こびとのもり保育園
要予約 (3組 3/26
10:00～ )

4月 お誕生会 4月 生まれのお友達、保育国のみん

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

高ヶ坂保育園 撥
あそぼう会 誕生会 4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1100～

9:30-12:00

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(10か月～1歳 5か月)親子でふ
れあい遊びを楽しみましょう 4月 生まれのお祝い

もします

10:00-11100

こばと保育園
要予約 (20組 3/26
1000～)駐車場あ
り

シャボン玉ショー (2か 月～5歳)親子でシヤボン玉

ショーを楽しみましょう テレビでおなじみの杉山兄

弟が来ますよ !

10:00-11:00

光の原保育園 要予約(10組 )

小麦粉粘土で遊ぼう(1～ 5歳 )Jヽ麦粉から粘土を

作つて触つて遊びましょう!!
10:00-11:00

① %・Q① %・ 亀 〇 %・ 亀 〇 %。亀 ⑪ ・ヽ亀 〇 %・Q①
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日 曜 主催籠識 予約・費用・場所他 イベント名(対象年齢 )・イベント肉害 時間

25 ホ

成瀬くりの家保育園
要予約 (3/2513Ю 0
～ )

お部屋であそぼう お部屋で一緒に遊びながらこ
いのばりの製作をしませんか

10:00-11:00

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

21 ホ

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歳児クラス対象)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

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 3/26
930～ )

4月 誕生会 (0～ 3歳 )4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、体操やペー
プサートのお話を楽しみましょう

10:00～ 11:00

光の原保育園 輸
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

こぴとのもり保育園
要予約 (6組 3/26
10:00～ )

ベビーヨガ(首がすわつた3～ 12か月)親子でヨガ
を楽しみママもリフレッシュしませんか 予防接種
後48時間以内の方はご遠慮ください 持ち物有

10:00～ 11:00

27 金

南つくし野保育園 鍵
ちょっとほっとカフェ(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

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

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

こいのばり作り 親子で素敵なオリジナルこいのぼ
りを作つてください(予約受付平日1000～ 17ЮO)

駐車場4台
10:30～ 11:30

金森□書館からのお知らせ

☆お騰 じ会★
4月4日 0‖ 日・18日・25日 (ホ曜日)15:00～

★ちょうちょうお議会★
4月 20日 (金曜日)‖ :00～

IHll合わ世先 l

金森Elll館  金森東3-5-l  TEL8042-7,0-1717

※季節の展示本も多歌そうえてい春す′

病児・病後児保青に登録していますか ?
病児保育 は「病気にかかっているお子さん」、病後児保育は「病気の回復期のお子さん」を環境の整つた専用の
施設でお預かりし、一人ひとりの症状に合わせた保育を行います 利用するには事前登録が必要です(下記の各
施設にご連絡ください)

【対象児童】
町田市に住所を有する児童(町田市内の認可保育口に在籍していれば市外の児童も可)

【対象年齢】
病児保育・・口・・生後4か月～小学校2年生まで 病後児保育・口・おおむね1歳～小学校3年生まで

【実施している施設】
はやしクリニック病児保育室…。口…………・・・・……Lo42-793-3722
ききょう保育口病後児保育室『ひまわり』・……・・…Tao42-735-2242
小野路保育口第一分口病後児保育室『つくし組』・・L042-708-0231
高ヶ坂ふたば保育口病後児保育室『こすもす』・…・L042-720-8215
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今機の予定 :

20:8年 3月27日 04月24日 e5月22日・6月20日・7月24日

3月 28日・9月 18日・:0月23日・:1月27日・:2月 18日

20:9年 1月29日・2月20日・3月20日 (全火曜日)

時間 : :3:30～ :4:30

瑞 :聖邸嘉難珊耐扁蹴 t階凛離
※予詢勝必喜諄 :春せん お卿軽にお越しください

お子さんを

…

ガ弓、み

…

やべιL・しよう′
『わたわ7-卜 (テ‐ ―ションした背景てお子さわ 7-卜写真を撮影 )」やそ鳴

L●しょう′

楽しい企劃 7じッシュ

問い合わせ先:― 子育て相餞センター 電話042-789-7545

～町田市子育て情報誌『 C

保育口や幼稚口等の施設・医療機関・各種制度のヨ
内容を盛り込んだ情報誌です

【配布について】
子育て情報誌『のびつこ」は、主に保健予防課が実施する「こんにちは赤ちゃん訪問事業Jの肪間先での

配布、及び「3～ 4か月児健康診査Jの受診会場での配布を行つています
また、市役所(子育て推進課または子ども総務課・児童青少年課窓口)、 認可保育日、子どもセンター

子ども発達センターすみれ教室、ひなた村、大地沢青少年センターでも随時配布しています
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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、8564部 (5地域分)作成し、1部あたりの単価は32円です(職員人件費を含みます)」

8
リサイクル通性◎

この印爾詢は、印BRO紙ヘ

リサイクルできます。


