
町田市子青τ●●

「力じングー
(南地域版) 爾 覧
お住春いの近くの「子育てひろ僣」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Ю 詳細勝各国にお問い合わせください
※天候によ

`l変
更や中止の場合があら勝すので

各国にお問い合わせください

暉轟

↓南地城版て博下記の保育国のイベントについτL‐m介しτい春ォ

※ 1合わせください その際は、
※特に記職かない限ιl駐車場はあιl春せん お車での来□勝ご遺慮ください

,

町田市子青τ情報配倍サービス

「勝っこメー′L春ちだ』

町田市から子育ての
鴫Lこむ情報 J

「勝っとする欄 」
をお届l■し春す J子育てひうけ力じングー配市場F~F

「子育てひろ勝詢じンター」はこの南地層版の他に
「町田J「鶴lll」 地層版があι勝す

1

南地層版膠下記の場所等覇配布してい春オ
南市民センター、なるせ駅前市民センター

需合体育館、子どもセンター膠あん
00勝ら11児クロ′ニック、小児科高橋医院
豊IilJl児科肉科医院、そうてつローゼン成瀬店
三和小lll店 他

① 成瀬く
`lの

家保青ロ 田市成瀬 1-5-1 042-710-8177 042-710-8178

市高ヶ坂6-2-10

町田市高ヶ坂7-26-6

町田市成瀬7-10-7

⑤マ蕎量露撃喜署相露センター)
町田市金森東1-12-16

042-710-2752
(子育てひろば専用)

田市金森東3-17…25

田市金森6-37-18

つくし野2-17… 1

⑩ ′ヽ■ピードリーム鶴間

① こうιlん保青□ 町田市金森7-6-1

⑫ も
`lの

あがわ保青ロ 田1,Jヽり‖1-11-2

042-795-2101

⑭ こびこのもι:保青ロ 町田市小川6-1-32

⑮ レイモンド南町田保青□ 町田市鶴間8-4-30クレインドヒリレlF



<保育日からのお知らせ>このページに勝、定期的に開催され

“

ベントにつじて掲載していきす
※特に記籠のない限ι卜・①日曜日、祝日勝休みです ②Gイベント勝無料です

の各イベント勝保護者(スは大人)こ―緒の参加です ⑤年齢ヨ
ん

´ヽ】

<市立金森保育園>
・口庭開放 ・          |

2018年5月毎週月～土曜日 &30～ 17"
広い園庭で遊具やおもちゃを使つて

元気に遊びましよう             .
地域専用駐車場5台 (9:30～ 16m)

・育児相談  ‐

2018年 5月毎遇月～金曜日 &30～ 17:∞

子育てのことを―緒に考えましょう

相談は電話、来日、家庭防間でお受けしています

地域専用駐車場5台は30～ 16:∞)

・室内開放
2018年5月毎週月～金曜日 9:∞～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～ 1■30

地域専用駐車場5台 (030～ 16100)

・育児サークル支援
2011年5月毎週月～金曜日 a30～ 17:∞

サニ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

お気軽にご相餞ください
おもちゃの貸し出し要予約(9"～ 17:∞ )

地域専用駐車場5台 (■30～16m)

<高ケ坂保育園>
■手育て相談       ‐   ‐   ‐

2018年 5月毎週月～金曜日 lQ∞～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

電話による相嵌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 5月 7日・14日・21日・28日 (月 曜日)

9:30-12:00

屋上テラスで自由に遊びましよう !

雨天中止

口あそぼう会 口庭口室内遊び7集まり

2018年 5月 15日・22日・29日 (火曜日)a30～ 1烈Ю

親子で、又、在日児と一緒に日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>
・日庭開放       ‐    ‐ ■・

2018年 5月毎遍月～土曜日       ‐

(1日 口2日・12日・19日・20日を除く)9:∞～17"
園庭を開放しています 気軽に遊びに来てください

・子育て相談口子育て支援スペース開放
2018年5月毎週月～金曜日   ‐
(1日 口2日・18日午前を除く)|‐

|‐  |
9:00～ 12:30 15:CЮ～17"
保育国に来て、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

0おひさま文庫(0～ 3歳 )

2018年5月 7日・21日 (月 曜日)

16日 口23日・30日 (水曜日)・ 11日 (金曜日)●

1艤 驚
びませんか..

<南つくし野保育園>
口園庭開放
2018年 5月

'日

から毎適月～金曜日 10∞～11:30

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

<レイモント・南町田保育園>
・園開放(れもんてい一)

2018年 5月毎週火口水:本曜日 a30～ 1230

子育て支援室にて
日開放「れもんてい二Jを行つております
お気軽に遊びに来てくださいね

<こびとのもり保育口>
・子育て相談      ■  ■

2018年5月毎週月～金曜日 1000～ 10∞

奢         舞馨ご相談ください
・こびとひろば(室内開放)

2018年5月毎週月日水・金曜日 lQ∞～1駐∞

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

く成瀬南野保育園>
・園庭開放

2018年5月毎週月～土曜日 鋭∞～1130

保青園のお友違と一緒に遊びませんか?



<こうりん保育園>
口口庭開放
2018年5月毎週月～土曜日 1000～ 1230
大きな固定遊興や砂場など
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 5月毎週月日水・金曜日 10∞～1ユ∞
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∞～1■∞)

・りんりんひろば
2018年5月毎週月日水・金曜日 鋭30～ 12●0
室内開放 親子で―緒に遊びましょう
身体測定もせ 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

<ねむの木保育園>
・ねむの木ひろば

2018年 5月 9日・30日 (水曜日)10:∞～11:∞

親子で一緒に遊びましょう♪
成瀬が丘ふれあい会館

口みんなで遊ほう～手形口足型とり～
2018年5月 15日 (火曜日)10∞～1130
手形や足型をとつて遊びましょう
要予約

<町田南保育口>
・園庭で遊ぼう

2018年5月 1日・8日・15日・22日・29日 (火曜日)

2日・16日 =30日 (水曜日)・ 11日・18日 (金曜日)

9:30-12:30

保育国の日庭で

保育国の子ども達と一緒に遊びましょう
雨天中止 駐車場7台

<成瀬くりの家保育園>
・園庭開放

2018年5月 毎週月～金曜日 1000～ 11:00

保育日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 5月 毎週月～金曜日 10∞～15:∞

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

<もりのおがわ保育園>
口子育て相談
2018年 5月 毎週月～金曜日 9:∞～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

・室内開放
2018年 5月毎週火・水・金曜日 a30～ 1230
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 :

<こばと保育園>
・ 口庭開放

2018年5月毎週月～金曜日 900～ 12:00

滑り台・砂場や保育国のおもちゃで遊びませんか?
駐車場あり

・ 育児相談
2018年5月 毎適火・木・金曜日
9130-12:(X) 15100-17:30

子育ての悩みはありませんか?
野菜を食べない・母乳しか飲まない等
どんな悩みでもお答えします
要予約 (4/25 10∞～)

駐車場あリ

・ こばと広場 (室内開放)

2018年 5月 7日・14日・21日・28日 (月曜日)

16日・23日・30日 (水曜日)9130～ 12:∞

こばとの室内で遊びませんか ?
ゆつたりのんびりほつとしながら
おもちゃで遊べます
駐車場あり

日時:賜
野 l:F護男昇霧詳電甲確認～厖8。

1'日勝「はじめ春しての会Jを行いきす
今年度最初のにこにこクラ7です

IHll合わせ先】なんな
鮒  『7覇目扉野蟹罪聟判鶏P)

<光の原保育園>
・育児相談

2018年5月毎遍月～金曜日 鋭∞～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 5月毎週月～金曜日 1000～ 16:∞

保育園のお庭で遊びましょう!:



<町田わかくさ保育口>
・口庭・室内開放

2018年5月毎週月～土曜日 9:∞～17“
親子で口庭・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 (9100～ 16:∞)

・図書貸し出し
2018年5月毎週月～土曜日 鋭00～ 16:∞

子ども向けに本の貸し出しを
「あつたかなるせ室」で行つています
駐車場5台

口育児相談
2018年 5月毎週月～土曜日 900～ 16"

菫場援事t増選隻躍混警事署
けています

駐車場5台

・わかくさ綸食
2018年5月 8日 (火曜日)・ 16日 (水曜日)

25日 (金曜日)11:30～
当日自慢の綸食をぜひ食べてみませんか?
離乳食・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2∞円
駐車場5台

・わらベビ駅前教室 (生後2～6か月)

2018年5月 15日・22日 (火曜日)10:30～ 11:∞

わらべ歌を使つたペビーマッサージで
親子でリラックスしましょう
′ヽスタオルをご持参ください 全2回

要予約(10組 )

成瀬駅前センター和室 駐車場なし

子どもセンターけあた

≪ばあんキッ烈 N成瀬≫

日申5月28Ⅸ闘
133111緊腎√響聾昇事と)

対象 :

工作、

冊嗜
島算瑠

子
“
セ
請朝銑‖:

子どもセンターばあた7ログラム

◆ばあたキャス
日時:5月 ‖日・18日・25日 (金 )

11300～ :::30
場所:3階「ろふこJ

対象:0歳～輔学前の乳幼肛 その保護者

向書 :親子体操、手遊び、‐ ム、工件じこ

紺 島危出舞日(ホ)ll:00～正午

場所:3階「ろふこJ

対象80歳の乳児こ保護者

向書 :ふれあιl遊び、おしゃべιlタイムなこ

甜 鵬 鶴 :“J卜
"場所 :2階「世ころ」

対象:0歳～就学前の乳幼児こその保護者

内害 :絵本・紙芝居、パネ′Lシアターなこ

ポランティア:「 お勝むしこんからιlん」による
お議会です

【問い合わ世先】

子どもセンターけあた 金森4-5-7
TEL:042-788-4:81

胞 囲 由 ″ ノ

～10-221障 C′

"瞬
のママあつ蓼れ″～

;翻雪鷹孵踏:麗縫鐵 量
27日 12月 23日

*20:9年 :月 29日 2月 26日

3月26日

撃  滞
階)保青室

膨 )」やその他に楽しい
う J

問い合わ世先 :忠生地電子育て相譲センター

El雷042-789-7545

金森□書館からのお知らせ

★お腱 し会★

5月2日 09日・16日・23日 030日 (ホ )15:00～
★ちょぢちょぢお議会★

5月 18日 (金)11:00～

I問い合わせ先】
金森n書館 金森東3-5-1 7EL:042-710-17:7

※季節の晨示本も多歌そうえています′

ご来館お待ちしτaιl春す ′

〆
00 ぶちくれよんひろlす 00

午前中の学童保育クラフを開放していきす

親子で遊べる楽しいひろ魔 す

日時:7開17発

“

葬義発混£濯福話占
45

※15日勝企画「ふれあい道び」(バスごボ動を

予定してい春す

I開催場所・問い合わせ先17(南
第二小学校内)

TEL:042-727-8384
ころん子学童保青クラ7(南第四Jl学校隣持 )

TEL:042-799-0989



<イベントカレンター>※ィベントの詳細については各口におH11合わせください
特に配職のない限ι

l、 開催場所勝主催保育口です きた各イベントは保護者(ス勝六人)こ―緒0参加

“

ιl春す

悪天候の際膳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

日 嗜 t― 予綺・費臓0- イベ冽MH対鶴 )・イベ沐 詢書 時間

7 月

市立金森保育園
S、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、親子で体操やふれあい遊びを楽しみましょう

10:00-11:00

成瀬くりの家保育園 要予約 (4/25 13Ю O～ )

大きくなつたかな 身体測定・育児相談 看護師や保育
士とゆっくりお話しましょう

10:00～ 11:00

高ヶ坂ふたば保育園 要予約
さくらんぼくらぶ1(2～ 4歳 )H264～ H28.3月 生まれ
しゃばん玉あそび

10:00-11:00

8 火

ハッピードリーム鶴間
要予約 (平 日1000～
1■00前日12ЮO締切)

有料 (給食費)

親子体験保育 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 親子でお話を楽しみましょう ペープサー
トを使つた楽しいお話や季節のお話をします

11:00～ 11:30

9 ホ

成瀬南野保育園
要予約 (お祝い2組・見

学 3組 4/25 9100～
5/2糸帝七口)

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

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

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 駐車場4台

寝相アート(0歳)テーマは「母の日」お家から衣装を
着て来てもOK持つてきてもOK(予約受付平日1000
-17:00)

10:30～ 11:30

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

10 ホ

光の原保育園 紗
おしゃべリティータイム お茶を飲みながらおしゃべりしま
ビょう!育児のこと、家庭のこと、悩みごと、みんなで語り
ましょう !

10:00～ 11:00

こびとのもり保育園
要予約 (7組 4/25
10:00-)

おむつはずし講座(1～ 2歳のお子さまと保護者)おむ
つはずしっていつから始めるの?やり方は?などおむつ
はずしのコツをお話しします

10:00～ 11:00

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

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

金

高ヶ坂ら、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)H30.11月 生まれ以降 いつ
でもどこでもベビーマッサージ 春のコース1(全 3回 )

持ち物ブヽスタオル
10:00～ 11:00

こうりん保育園
要予約 (5組)都営金
課第6アパート第2集会
室 El車場4台

寝相アート(1～ 5歳)テーマは「母の 日」 お家から衣装
を着て来てもOK持 つてきてもOK(予約受付平 日1000
-17:00)

10:30～ 11:30

:4 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

ぶちわんひろば(10か月～1歳5か月)ふれあい遊びや
体操をします 保護者同士のおしゃべり会もします みん
なで情報交換をしましょう

10:00～ 11:00

こばと保育園
要予約 (8組 4/25
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 !′ スヽタオル・飲み
物持参

10:00～ 11:30

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 駐車場4台

お話会 お話し如雨露の方による手遊びやわらべ歌、絵
本の読み聞かせを行つてくれます (平 日予約 1000～
17:00)

10:30～ 11:00

15 火

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日9:∞ ～
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

こびとのもり保育園
要予約 (3組 4/25
10:00～ )

5月 お誕生会 5月 生まれのお友達、保育園のみ焉なと
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 あそぼう会 身体測定 地域のお友だちの身体測定を術
います 大きくなつたかな? 10:00～ 11:00

光の原保育園
ゴミ出前講座 (1～ 5歳)ごみ収集車が園だにやってき
ます !物の大切さを楽しく学びましょう:(雨天の場合は
室内での講座のみ)

10:00-11:00

レイモンド南町田保育園
要予約 (10組 )

予約受付(aoo～ lo∞ )

絵本の読み方。選び方 図書館の司書さんから楽しい絵
本の読み聞かせや、年齢でおススメの絵本を紹介して
頂きます

10:00～ 11:00



日‐■ 主催饉議 予綺・■日・場所他 イベンMH対象年齢)・イベ沐 肉害 欄

:5 火 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～ 9か 月)親子のふれあい遊びや保
護者同士のおしやべり会をします 情報交換をしましょう

14:00～ 15:00

:| 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

D30～給食終了

レイモンド南町田保育園
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

高ヶ坂ふたば保育園 おひさまくらぶ1(0～ 3歳)手作りおもちゃ 10:00～ 11:00

17 ホ

成瀬南野保育園
要予約 (10組 4/25
)00～ 5/2締切 )

ベビーマッサージ(生後2か 月～1歳)赤ちやんの為のリ

ラックスタイム マッサージをするママもリラックスできま
す 飲み物、バスタオル持参

9:30-10:30

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歳児クラス年齢対象)1歳児クラスのお

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 4/25
9:30～ )

5月 誕生会 (0～ 3歳 )5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～ 11100

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

ちゃんの心もからだもスッキリ 各自′`スタオルを1枚ご

持参ください              ___
10:00～ 11:00

:8 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
9:00-11:30

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

こばと保育園
要予約 (4組 4/25
1000～ )有料 (親子で
500円)Et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

成瀬くりの家保育園 要予約 (4/25 13Ю O～ )
誕生会 5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

2' 日 高ヶ坂ふたば保育園 要予約
さくらんぼくらぶ2(2～4歳)H264～ H28.3月 生まれ

新聞紙あそび・誕生会
10:00-11:00

22 火

高ヶ坂保育園
あそぼう会 体操 元気に体を動かして親子で体操を楽

しみましょう 体操は1100～
9:30-12:00

市立金森保育園
轟間三角公園 雨天中
止(900判 断)駐車場
なし

鶴間三角公園で遊ぼう 公園で思いつきり遊びましょう

(鶴間6-10)親子で体操やボールあそび等、体をたくさ
ス′動か子ら

10:00～ 11:00

光の原保育園 要予約 (10組 )

つくってあそぼう(1～ 5歳 )廃材を使つてオリジナルの

おもちやを作りましょう! !
10:00-11:00

高ヶ坂保育園 要予約
プレママルーム にじつこ(妊娠期～生後4か月)保育

園のおやつを食べながら楽しくおしやべりをしましょう
13:30-14:30

23 ホ

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 おひさまくらぶ2(0～ 3歳 )新聞紙あそび 10:00～ 11:00

レイモンド南町田保育園
要予約 (10組 )

予約受付(aoo～ 1600)
昭舅務三〃 丁尊鮒御1撃魔ゃ触
れ合い遊びを楽しみませんか        ___

10:00～ 11:00

町田南保育園
要予約 (6組 平日1000
～1■00)駐車場7台

ごみと環境の出前講座 スケルトンのごみ収集車がき

て、ごみと環境のことをわかりやすく学べます
10:00-12:30

24 ホ

市立金森保育園
成瀬台公園 雨天中止

(900判 断)駐車場な
成瀬台公園で遊ぼう 公園で思いつきり遊びましよう(成

瀬台3-7)親子で体操やボールあそび等、体をたくさん

動かそう              _
10:00-11:00

もりのおがわ保育園
要予約 (8組 4/25
):30-)

バルーンアートシヨー (0～ 3歳 )プロのパフオーマーが

目の前で可愛いパルーンを作る楽しいシヨーです
10:00～ 11:00



日 ■ 主催籠般 1予綺・費腱1場所他 イベント名伸‖鵬饉け|IⅢ嚇 ●書 時間

24 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

25 金

南つくし野保育園 紗
ちょつとほつとカフエ(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

成瀬南野保育園
要予約 (10組 4/25
900～ 5/2締切)

ゴミと環境の出前講座 (1～ 5歳 )楽しい歌を歌つたり

踊つたりしながらゴミと環境についてのお勉強をします
ゴミ収集車もやつてきます

10:00-11:00

こばと保育園
要予約 (10組 4/25
1000～)駐車場あり

誕生会 (2か月～5歳 )5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

光の原保育園 彗・
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

町田南保育園
要予約 (6組 平日1000
～17ЮO)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

28 日

高ヶ坂保育園
要予約 有料 (給食代
300Fヨ )

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
地域専用駐車場5台

(9:30-16:00)

20代ママのあそびの会 20代ママで集まりましょう 親子
のふれあい遊びやおしやべり会をします 情報交換がで
きます

10:00～ 11:00

29 火

高ヶ坂保育園 Q
あそぼう会 誕生会 5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～

D:30-12:00

こうりん保育園
要予約 (5組 ～5/25)

駐車場4台
お楽しみ会 職員の出し物の他、5月 生まれの誕生会も

行います (予約受付平日1000～ 17ЮO)
10:00～ 10:45

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)ふれあい遊びや
ペープサートのお話を楽しみましょう 5月 生まれのお祝
いもします

10:00～ 11:00

こばと保育園
要予約 (5組 4/25
1000～)駐車場あり

体験保育 (2歳)こばとの保育を体験してみませんか? 10:00～ 11:00

光の原保育園 J 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

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～ 9か月)親子のふれあい遊びや
ペープサートを使つたお話を楽しみましょう

14:00-15:00

30 ホ 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

31 ホ 町田わかくさ保育園
要予約 (10組)雨天時

室内内容変更あり
Eキ」巨劇詠5イ

=

おみせやさんごつこ 園児が作つた品物がお店屋さん

(ごっこ)に並びます !お買い物をして楽しく遊びましょう
♪お冒い物袋持参

10:00～ 11:00

/           生涯学習センターからのお知ら世

受講生募集・家庭教育支援学報「学ぼう ′活かそう ′伝えよう ′

日程:5月 29日 (火)開報2019年2月きて 第2口0日5日以降隔週火曜日、全:7口予定

時間:10:00～ 12:00
対象:町田市内在住の子育て中の方(6月 1日現在8か月以上ホ‖学児春で)

場所:町田市生涯学ロセンター 1階

肉害:1年目は、手停 鵬●ちゃや料理、わらべ歌や音楽し―緒に体をうこか

“

こ
「手作ι:こ音こ子育て」をキーワー離 、楽しみなから学び参す

2年目は、親子ひうけを主催する0こ活動の場をひろlf参す

■日:材料費なこの実質、保育希望の方勝お子さんのおやつ代かか‖春す

定員:25名 (申し込み多歌の場合は抽選)

・保育付」

保青:20名 (6月 1日現在8か月以上からホ輔学・抽選)申し込み:郵送きたは来館で5月 ‖日(金)17:00必書

郵送の場合 :封書僣 がきに以下のことを記入して生涯学ロセンターヘ

①家庭教育支薇学緞②氏名(ふιlがな)③郵値薔暑・住所④電話番号⑤対象こなる子こもの年齢

I保育を希望する場合はl⑥保青対象児の名前(ふι脚む)①生年月日
来館の場合 :生涯学習センターで配布する所定の申込書に記入し寇ロヘ提出(受付時間:8:30～ 17:00)

IH01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:042-728-007:

＼



ボーイスタウン 3Eンセンス0ペアレンティング・
勝めて伸はす子育て'(愛称:CSP7ログラム)

親かしつけの場面で澤嗜らずに子こもこうきくコミュニケーションできる方法を具体的に学ぶための躍ログラムです
心を通わせるコミュニケーションカを身につけながら、「何口富っても子

“

が官うここを■いてくれないJ「反発膠か
らける貞読お嗜0適切●

":市
な学び参しょう

日 程 :全0口違臓饉座
20,8年6月0日・:3日・20日・27日・7月4日・:'日 

“

馴D劇曜日)

時 間 :9:30～ ‖ :30(保青受付時間:9:15～
)

対 象 :町田市民で3歳から‖学前のお子さんを子青τ中の方 原則として0口全てに参加で審る方
定 員 :10名 (保青あ

`:)※
応募多聴の場合は拍選しり 陪寸

場 所 :壻市民センター(町田市相原町795-1)
申し込み:電露もしぐ 、町田市ホームページでダウンロートした申込書に記AL

庫持曝地層子青τ相露センターヘ 結果勝全員に郵選にて詢知らせ

…

す
予拍受付:4月25日 (ホ )～5月 18日 (金 )|:00～ 17:00参 加 費 :無料

申レ込み・H01合わせ先:堀u子 育て相露センター 電話:042-770-7440 FAX3042-772-

"親子の絆づくら‖口

"ム
ホちゃんが鈍 J・ (愛薄:BP7ログラム)

～思春期から花開く0歳時期の青児～
BPけ欄麟τ憲ちゃんを青てていう母親のための知 グラムです 赤ちゃんこ―緒に参伽していただ審参す
母親口士τ安心でき研 □気の中で、自分の青児の喜びや親こしての選いことを話し合い0からこれ

"子
育て

に必事む細饉な学ぶ、●加型躍口侑 ムです 日きたいことを目いて書段の生活に役立てたι
l、 なだぢ停 :の機会に

していたFl■たらこ思ll●す

日  程:全4口連続‖座(毎週n曜日)20,8年6月22日・29日 07月0日・:3日
時   間:9:30～ :::30
対  象:2018年 1月8日～20,8‐月22日生参れ 町田市RO第 1子こ母親
定  員:,Om(先着願)“詭ンLJLJ出た際、ご連絡をさ世τlltだき春オ 先引願てのご案内こり

`勝
す

連絡かつかりι鴫 白日嵐 次の方に連絡をさせτいただき春す 予働ご了景ください)

場  所:鶴‖市民センタ■和
=(―

)(大蔵町,981-4)
■  日:304円 (税込・テキス問
申し込み:警 たけ、T20u子 育てIEEtンターヘ庄贅a越しいただき、お申込みください
予綺受付:20,3‐月25日 (ホ )～ 平日 9800～ ,7:00

申し込みOH01合わせ先 :鶴‖u子 青τ相臓センター 電嬌:042-734-3699

※ ‖座の鮮組、各地層の開催スケジュールについτは、事うだ子青τサイトをご覧ください

親こ子の春むびのひうけ

日時 :「 ●レ酬hポJ5月 :日・8日・:5日 (火曜日)14300～ 11:00 ※毒レ酬蹄ポヘの参伽惜月2日蓼で
「パパきじゃJ 5月 27日 (日曜日)14:00～ :|:00

対象 :町田市ntt000,蔵児こ偲護者、マタニ贅 の方 (「●喘 ポJのみ)

場所 :町口市生E学■センター 1諧 保青室  申し込み:不事(直持会嗜へ )

内書 :『 ●レ酬hポ J自由遭び、スキあ 7遭び、手遭び、綸ホ0競a日か世0こ
「パパじい J自由遭び、スキンシ■7遭び、書 、綸本の読み日かt at… こ

In01合わせ先】町田市生涯学ロセ

"―
 町田市鷹町田|-3-l TEL:042-728-007

|卜
‐電̀"~・8-卜中学…摯―:・ ―嗜…彎―■―:・

="…
■-0:…摯―

"―
ヤー:・―■―彎…■―トー■―■―■―,― ,‐摯―摯

:

:この「子育τひう膠カレンター』勝町田市公式ホームページでもご覧いただけ春す ′′
    I

: ♪各卿 DF7ァ イ′Lをご覧になιlたい方勝こちら                  1

1  卜
・

7ページ>>子育てサイト>>てかける>>町田市子育てひろじカレンダー 5 月号 :

I 肝 ,μ//kosd澁―mac‖ぬ■凛vdP/nBok“よ:/6/3/2772.‖耐        I
:卜 _._■ _.8-,一 ,―,― :・―電…■―・8-3・―■―■―・:―
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※喜予約のイベント           寵尊このカレンダーは町田市子ども生活

冒匡言舌 042-724-4468(轟塞翼五)  Fax 050-3101-9459
「この冊子は、8859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)」

8

リサイクル通性◎
こ0-R臨 い

リサイタルできます.


