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南地域子育て相談センター
(町田市立金森保育園)

6月は雨の多い季節になりますね。みなさんは天候の悪い日はどのように過ごしていますか?室内で

体を動かしたり、絵本をゆつ<り読んだり、雨の日の特別な遊びをするのもよいですね。お家だけで

は煮詰まりそう…そんな時は遊びに来てください。遊びのヒントが得られるかもしれませんよ。
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★休止日時のお知ら世★
あそびの会や保育園の行事等の理由により、
時があります。

《室内開放》
5日 (火)19日 (火 )

｀  ★天候等により変更中止

ョrifrrf重 ョL__口 ´ノヽ、
……_口 __口 "ローーロ

=

●おちようひうけ/9か月きて
日時/場所/内容
◆5日 (火)14∞～15∞/金森保育園/

ふれあい遊び、絵本の読み間かせなど
◆19日 (火)14:∞～15∞/金森保育園/

ふれあい遊び、わらべうたなど

●40代ママの会/40件
=確

麻蹴諄児
40代て出産を控えている方

日時 :13日 (水)10:∞～11:∞
場所 :金森保育園

内容 :40代で出産を控えている方、子育て中のママ

お子さんと一緒に遊びましょう

●諄む諄っこひうけ
日時/対象 :18日 (月)lC∞～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、絵本、ミニ講座 (栄養■)など

●体育あそび/,麟 |か月～ホ就学児

日時 :20日 (水)Ю∞ ～11:∞
場所 :金森保育園
内容 :エアトランポリン、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

●ゆιlっ こひろ膠/ホ囃学児
日時 :28日 (木)10:∞～11∞
場所 :成瀬台ゆりの木会館 (成瀬台3丁目9-5)
内容 :ふれあい遊び、体操など

●わたわんひろげ/1離6か月～ホ輔学児

日時 :4日 (月)10:∞～11:∞
場所 :ふれあいもみじ館 (金森東3-17-14
内容 :ミニ講座、ふれあい遊び、体操など

★お願い★

ふれあいもみじ館では親子とも

に靴下を着用して<ださい。

●ぶちわんひろば/10か月～1蔵珈 月蓼て
日時/場所/内容
倒1日曰10∞引■∞/辞建轟亀甲れの

歯みがきのうた、ふれあい遊びなど
◆27日 (水)10:∞～11:∞/金森保育園

誕生会、季節のうた、ふれあい遊びなど

′

‥

‥

‥

‐

‥

‥

使用できない
l

|

:

11:目圏
20M27M

:

18歌
1調

|

9:∞～1130:

粘土あそび :室内開放のランチタイムを
除いた時間でできますよ !

室内開放 月曜日～金曜日 9:○○～16:OO
(ラ ンチタイム  11:30～ 13:30)

園庭開放 月曜日～土曜日 8:30～17:∞
駐車場  月曜日～土曜日 9:30～16:∞
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・遊びのおしまいがうまくできない
・ 元気すぎて目が離せない
・ 場所に慣れに<い
。大きな集団に入れない

日時 :6月 15日 (金)9:OO～ 1

場所 :金森保育園

:30

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。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。
また、今回は、おしゃべり会を予定しています。
(10:45から30分程度)お子さんの対応でう

ま<いつたこと、困つていることなど、情報交
換や悩みを共有しましょう。お子さんは近<で
遊びます。

予約はいりませんので、ご都合のよい時間に直
接お越し<ださい。

ミニ講座
★わんわんひろば

日0吉 :6月 4日 (月)10:○○～11:00
場所 :ふれあいもみじ館 (金森東3-17-14)

「乳幼児期のこころの育ち」
臨床心理士による15分程度の講座を行います。
質Po5もできますよ。

★みなみつこひろば

日時 :6月 18日 (月 )

10:∞～11:30/○ 歳
1030-1130/1歳～3歳
※年齢に合った時間にお越しください。

場所 :鶴間会館 (鶴間6-8-37)

「栄姜士と話そう」
みなみつこひろばに栄養士が来ます。離乳食や
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◆「リズムあそび」
日時 :6月 25日 (月)10:00～ 11:○○

対象 :6か月から 1歳 5か月

場所 :ふれあいもみ じ館

(金森東3-17-14)
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ましょう。
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魃 食事のことなど間けますよ。

(月～金曜日 9:∞～17:001

11:30～ 13:30
ランチタイムです。
お昼を持参して食べ

ちょこっこポランティアさん
募集し覆財 ′

ひろばで使うみんなのおもちゃやあそびの会で

使う小物などを作りませんか?
室内開放の時間に行います。

日時 :6月 21日 (木)9:∞ -16:∞
(※ 11:30～ 13:30ラ ンチタイム除く)

～ *～ *～ *～ *～ *～ *～ *～ *～ *～
ボランティアさん

が作ってください春した I

おままごとコーナーに、手作りのエプロン、三角
巾、おんぶ紐などがあります。ぜひ、使つてくだ

お子さんはそ

いつても OK′
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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

この印襲薔は,印鵬用の経ヘ

リサイクルできます。


