
お住春いの近くの「子育てひろ勝」をご案内し春す
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ら1春すので
各国にお問い合わせください

紹霧     離ください

,

′

じ田市子育て情報配倍サーEス
'勝

っこメー′L春ぢだJ

町田市から子育ての
「勝っこな情報 J

「ぼっとする情報 J

をお届lfじ春す′

κ 子育てひろぼ力じンダー配市場所
~｀

ベ
「子育てひろばカレンターJはこの南地域版の他に

黒舵 彊懇議奨警醜日て
南地域版勝下記の場所等で配布してい春す

A

:い春す↓南地域版群 下記の保育日のイベントについてご紹介して

① 成瀬く
`1の

家保青□ 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 高ヶ坂81tけ保青□ 町田市高ヶ坂7-26-6 042-720-3215 042-720-8217 ○

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

⑤T蕎露露軍再署相議センター)
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 光の原保育口 町田市南町田1-3-48 042-788-5381 042-788‐ 5385 ○

⑨ 南つくし野保青ロ 町田市南つくし野2-17-1 042-788-5228 042-788-5328 ○

⑩ ′、ッピートリ…ム鶴間 町田市南町田4-22-7 042-796-3322 042-796-3328 ○

① こう
`lん

保育ロ 町田市金森7-6-1 042-725-7070 042-727-2822 ○
⑭ もιlのおかわ保育□ 町田市小川1-11-2 042-788-7025 042-799-2070 ○

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

⑭ こびこのも
`l保

青ロ 町田市小川6-1-32 042-850-5423 042-795-1455 ○

@ L'(E>FffiDEetE 町田市鶴間8-4-30クレインドヒ
・
ルlF 042-706-9641 042-706-9642 ○

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

姦籠紺胸溜瑠覇譜鷹きだ



<市立金森保育園>
口園庭開放
2018年 6月 毎週月～土曜日 a30～ 17:∞

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～ 10∞ )

・育児相談
2018年6月 毎週月～金曜日 &30～ 17:∞

子育てのことを一緒に考えましょう

相談は電話、来園、家庭訪間でお受けしています

地域専用駐車場5台 (980～ 16●0)

・室内開放
2018年 6月 毎週月～金曜日 990～ 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～ 1&30

地域専用駐車場5台 (930～ 10∞ )

・育児サークル支援
2018年 6月 毎週月～金曜日 &30～ 17●0

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 (a∞～17:∞ )

地域専用駐車場5台 (980～ 16:∞ )

・親子体験保育
2018年 6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

親子一緒に園生活を体験してみませんか

要予約 (平日990～ 17:∞)有料 1食200円

駐車場は利用できません

<高ヶ坂ふたば保育園>
・園庭開放

2018年 6月 毎週月～土曜日 9ЮO～ 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・子育て支援スペース開放

2018年 6月 毎週月～金曜日

(19日 午前日21日 午前を除く)

9:00-12130 15100-17:00

保育口に来て、友違の輪をひろげませんか

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 6月 4日 E18日 (月 曜日)

6日・20日・27日 (水曜日)・ 15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

<南つくし野保育園>
・□庭開放

2018年 6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

<成瀬くりの家保育口>
・園庭開放

2018年 6月毎週月～金曜日 1000～ 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 6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

<レイモンド南町田保育園>
口園開放 (れもんてい―)

2018年 6月毎週火・水・木曜日 a30～ 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

<保育日からのお知ら世>このページに勝、定期的に開催されるイベントにつら1て掲載してら時す
※特に記載のない限ιl¨①日曜日、祝日勝体みです ②Gイベントじ無料です ③駐車場勝あ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年齢記inいないイベント勝ホ就学児対象です

<高ヶ坂保育園>
・子育て相談

2018年 6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

来園前にお電話ください

口ひだまり広場
2018年 6月 11日 口18日・25日 (月 曜日)

19日 (火曜日)鋭30～ 12:∞

屋上テラスで自由に遊びましょう !

雨天中止

・あそほう会 園庭・室内遊び・集まり

2018年 6月 12日・26日 (火曜日)鋭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:∞～)



※悪天候の際勝中止になる場合もあ嚇 すので各□にお問い合わせください

<こうりん保育園>
・園庭開放

2018年6月 毎週月～土曜日 10∞～1230
大きな固定遊具や砂場など
親子で園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 6月毎週月口水口金曜日 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■oo)

・りんりんひろば
2018年 6月毎週月・水・金曜日 a30～ 1230

青課閣整も電電亀ξF・軍5増彗1喪指「う
都営金森第6アパート第2集会室 駐車場4台

<成瀬南野保育園>
口園庭開放
2018年 6月 毎週月～土曜日 9ЮO～ 113o
保育国のお友達と―緒に遊びませんか?

<こびとのもり保育園>
口子育て相談
2018年6月 毎週月～金曜日 10∞～10oo
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 6月毎週月日水・金曜日 10∞～1ュ∞
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

<もりのおがわ保育園>
口子育て相談
2018年 6月 毎週月～金曜日 9ЮO～ 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 6月 毎週火・水・金曜日 鋭30～ 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 !

ロベビーマッサージ3回コース(o～ 8か月)

2018年 6月 14日 (木曜日)・ 15日 (金曜日)

19日 (火曜日)101o～ 11:lo

曇撃掛麟鮮驚認 !

<ハツピードリーム鶴間>
・親子体験保育

2018年 6月 5日・19日 (火曜日)鋭30～綸食終了
保育園つてどんな所?
親子で一緒に体験してみませんか?
要予約(平日10∞～17"前 日12"締切)

有料 (給食費)

<ねむの木保育園>
・ねむの木ひろば

鮮認 駐置鯖
)栂∞引・∞

成瀬が丘ふれあい会館

3

<こばと保育園>
・ 園庭開放

2018年6月毎週月～金曜日 900～ 12∞
ローラー滑り台 0砂場や

透::8計
ちやを使つて遊びましょう!

・育児相談
2018年 6月毎週火・木ヨ金曜日
9:30～ 12:(X) 15:00-17:30

柔要軍幅ヨ嵯懇暫層障置習璃嵩繊省ま戸
ニングなど)

要予約 (5/25 10∞～)駐車場あリ

・こばと広場 (室内開放)

:習 :雹灌認易ご昌早

・

雪月編 蟹婦
》

“

日は 曜日)

こばとの室内で遊びましょう

健辮
や、絵本の貸し出しも行います

懲源鶴 墨 t署糎?さえ晟g%翼墨断1
要予約(4組 5/25 1ooo～ )

有料 (親子で5∞円)駐車場あリ



<光の原保育園>
口育児相談
2018年6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 6月 毎週月～金曜日 1000～ 1000

保育園のお庭で遊びましょう !

<町田南保育園>
・保育口で遊ほう

2018年 6月 12日 E19日・26日 (火曜日)

7日・21日 口28日 (木曜日)

1日 口8日・15日・22日 (金曜日)9:30～ 12:30

保育園の園庭で

保育園の子ども連と一緒に遊びましょう

雨天中止 駐車場7台

金森□書館からのお知ら世

★おけなし会★

6月0日・13日・20日 027日 (ホ曜日)15::5～
★ちょうちょうお議会★

6月 15日 (金曜日)‖ :00～

I問い合わせ先 l

金森□書館 金森東3-5-:
TEL:042-710-:717

※0日～9日春て、おけなし会の時間が変わιl春す ′

ご来館お待ちしておι勝す ′

にこにこクラフ

日時:0日 1日 08日・:5日・22日・29日 (毎狙金曜日)

10:15～ ‖:30(ラン手タイムll:30～ 12:30)

15日勝「おもちゃ□書館Jを行い春す

いつもこ違うおもちゃがいJrい ′

たくさん遊び春しょう′

黒

I問い合わせ先】
なんなる学童保育クラ7(南成瀬Jl学校敷地内)

15r菫滞13-6 TEL:042-726-1758

く町田わかくさ保育園>
・園庭口室内開放

2018年6月毎週月～土曜日 9ЮO～ 17:∞

親子で日庭・室内遊びを楽しみましょう
大型遊具も充実しています :

あったかなるせ室・飲食可

駐車場5台 (9:∞～1000)

・図書貸し出し
2018年 6月 毎週月～土曜日 鋭∞～10∞
図書の貸し出しを

『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 6月 毎週月～土曜日 鋭∞～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

口わかくさ給食
2018年 6月 5日 (火曜日)・ 13日 (水曜日)

22日 (金曜日)・ 28日 (木曜日)1130～

農雲長         島島れ傷お島相談
要予約(3組)大人3∞円子ども200円

駐車場5台

Eわらベビ教室 (生後2～6か月)

2018年 6月 12日・19日 (火曜日)1030～ 11:∞

わらべ歌を使つたベビーマッサージで

親子でリラックスしましょう
パスタオルをご持参ください 全2回

要予約(10組 )

駐車場5台

ぶちくれよんひろば

午前中の学童保育クラフを開放していきす

親子て遊べる楽しいひろば

“
おなだぢこ一緒に遊びにきてください

日申
?印:巽腸馬懲≒尋書義閣麗爵島腰l卜

45

※:9日勝企画「でんでんおしこあじさいの

モピー′しを作ろうJを予定しτいきす

lHe場所
鋸酪

壻妻議

'1%再

理活出芦
機D

ころん碑観育ク翻 珊ぽ
機離)

・Ъ

繊
％

餞′
"僻・

■職′ざgt.戦′
"鮨

t・



<イベ ントカじンダー > ※ィベントの詳細につらlτ勝各国にお問い合わ世ください
特に記載のない限ι

l、 開催場所は主催保育□です きた各イベントは保護者(スは大人)こ―緒の参加こなι勝す

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世ください

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

金

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 Ⅳ
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 ?一緒に遊びゆっくりお茶を飲みなが
ら情報交換しましょう

9:30-11:00

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

わんわんひろば(1歳6か月～5歳)臨床心理士によるミ
ニ講座があります「手し幼児期のこころの育ち」について
知りましょう

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 松
葉公園であそぼう

10:00～ 11:00

レイモント
・
南町田保育園

要予約 (10組)予約受
付時間(930～ 16ЮO)

陶シロップ作り 旬のフルーツで簡単シロップ作り体験を
してみませんか

10:00～ 11:00

5 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

成瀬くりの家保育園 要予約 (5/251300～ )
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

光の原保育園 醸
人形劇(1～ 5歳)劇団ゆいのパペットシアターです
かわいい人形たちの楽しいお話です

10:00～ 11:00

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

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)親子でゆったりと遊びまデ
歯磨きをみんなで覚えましょう これから始まる歯磨きが
楽しくなります

14:00～ 15:00

| ホ

成瀬くりの家保育園 要予約 (5/25 13Ю O～ )
お部屋であそぼう 製作を楽しみながらお部屋でゆっくり
過ごしませんか 10:00～ 11:00

高ヶ坂ら、たば保育園 毎響 おひさまくらぶ1(0～ 3歳 )保健師講座「卒乳について」 10:00～ 11:00

こばと保育園
要予約 (10組 5/25
1000～)駐車場あり

親子クッキング(2～ 3歳 )保育園で人気のおやつを、親
子で作つてみませんか 10:00～ 11:30

7 ホ

町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )

駐車場5台

育児講座「おむつはずれるかな」(1～ 2歳 )「おむつは
ずし」ってどうすればいいの?おむつはずしのお話と、ご
質問にお答えします 1

10:00～ 10:45

レイモント
・
南町田保育園

要予約 (10組)予約受
付時間(a30～ 1600)

スキンケア講座 看護師がお子さまのスキンケアの必
要性や、具体的な方法を実演を交えながらお話します

10:00-11:00

8 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〒=百万
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

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)親子で遊びます
歯磨きに困つていませんか かわいい歯磨きの歌を覚え
て楽しい時間にしましょう

10:00～ 11:00

こばと保育園
要予約 (8組 5/25
1000～)駐車場あり

ベビーマッサージ(2～ 12か 月)どこでも簡単正できる
マッサージをいっしょに楽しみましょう!バスタオル・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

薯騒戒躍尋褒IWⅣ盛稿籍詰
-17:00)

10:30-11:30

:2 火

光の原保育園 誕揉デ多朕瑠輔諮議Iトランポリンで遊〕:30-11:00

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? 10100-11:00

:3 ホ 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



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

13 ホ

成瀬南野保育園
要予約 (お祝い2組・見
学3組 5/25900～
5/31締切 )

誕生会 誕生月のお友運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

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9130-16:00)

40代ママの会 40代のママや妊婦さんで集まりましよう
みんなで情報交換をしたり、親子のふれあい遊びをしま
す

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

:4 ホ

町田わかくさ保育園
要予約 (5組 )

駐車場5台

1歳児まんまクラブ 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～ 10115

成瀬くりの家保育園 要予約 (5/251300～ )
誕生会 6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

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
幹車場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

15 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 言葉が遅い、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 おしやベ

リ会もします

D: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

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日900～
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2(全3

回)持ち物:バスタオル
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 駐車場4台

寝相アート(1～ 5歳)テーマは「父の日」 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

18 月

成瀬南野保育園
要予約 (10組 5/25
900～ 5/31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

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

陰の具で色あそび・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 親子で遊びましよう

栄養士が来ます 食事や離乳食で困つていることなどを

開けるチヤンスです             _

(1)10:00-11:30
(2)10:30-11:30

19 火

こうりん保育園
要予約 (5組 ～6/15)

駐車場4台
お楽しみ会 職員の出し物の他6月 生まれの誕生会も行

います 予約受付(1000～ 17ЮO)
10:00-10:45

こばと保育園
要予約 (10組 5/25
1000～)駐車場あり

誕生会 6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 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′ヽスタオルを1枚ご

持参ください

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)わらべ歌をうたいながら、

親子のふれあい遊びを楽しみましょう
14:00～ 15:00

20 ホ

南つくし野保育園
要予約1回のみ (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

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月風装で来てく

ださいね

10:00-11:00

高ヶ坂ふたば保育園 es おひさまくらぶ2(0～ 3歳 )幼稚園くちこみおしやべり会 10:00-11:00

2: ホ

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 5/25
9:30～ )

製為躙諄ぜ見朱青鮒 お装皇蒋房り
レゼントもあります             ____

9150～ 11:00

町田わかくさ保育園 駐車場5台
身体測定&誕生ラォト 身体測定。お気軽育児相談・誕

生月のお子さん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

こびとのもり保育園
要予約 (7組 5/25
10:00-)

離乳食講座 (プレママ、0歳児)離手L食を楽しく試食しな

がら、保育園の栄養士が作り方のコツをお話します
13:00～ 14:00



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

22 金

南つくし野保育園 亀
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・身体測
定もしています

9:30-11:00

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 駐車場4台

虫よけ作り 看護師が虫よけスプレーの作り方を教えて
くれます (平 日予約1000～ 1■00)

10:30～ 11:30

25 月

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 (15組 5/25～

平 日9:00～ 17:00)

ふれあいもみじ館

育児講座「リズムあそび」(6か月～1歳5か 月)講師を
招いて親子で色々な楽器に触れてリズムあそびを楽し
みます 親子共に靴下着用 駐車場10台

10:00-11:00

こうりん保育園
要予約 (8組)有料500
円 都営金森第6ア
パート第2集会室

スクラップブック作り お子さんの写真を可愛く飾りましょ
う 持ち物L判 3枚 (予約受付平日1000～ 1700)
駐車場4台

10:30～ 11:30

21 火

こびとのもり保育園
要予約 (3組 5/25
10:00-)

6月 お誕生会 6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

高ヶ坂保育園
あそぼう会 誕生会 6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

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

iO:00～ 11:00

町田わかくさ保育園 要予約 (3組)親子食
事代500円 駐車場5台

一緒に遊ぼう!1歳児クラス体験保育 同い年の園のお
友達と親子で遊び昼食を食べて、一緒に過ごしましょう

10:00～ 12:00

27 ホ

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
遊びや季節にちなんだ歌を楽しみましょう 6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 5/25
1000～)駐車場あり

体験保育 (1歳)こばとの保育を体験してみませんか ? 10:00～ 11:00

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

28 ホ

町田わかくさ保育園
要予約 (5組 )

駐車場5台

〕歳児みるくクラブ 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
ヨ見学も可

9:45-10:15

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、ペープサートゃ季
節に合つたおはなしを楽しみましょう

10:00～ 11:00

29 金

光の原保育園 ρ
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
～1700)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

10100～ 12:30

ねむの木保育園 要予約 (定員3組 )

プレママひろば(妊娠期～生後4か 月)お手持ちのハン
ドタオルを使つて簡単なスタイ作りをします

14:00-15:30

― 名 ,′
～:oHm薦♭221い0■疇でのママあつ0れ ″～

今後の予定 :基本的に毎日火曜日
(*9月・:2月勝ホ曜日)

201

鵠精| lきせん

しきしょう′

問い合わせ先 :忠生地域子育て相議センター

111日042-789-7545
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対象::0代から22歳くらいきてのィィこ橿帽さん
場所生涯学習センター(旧 100MAC‖lDA I階 )保育室

お子さんを遊けせなから、み議
う f「わたわ7-卜 (テコじ―シ
アT卜写真を撮影)」 やその他、

7



対象
内容

☆☆子どもセンターばあた7ログラム★☆

◆けあたキリス
日時 :6月 1日・ 8日・ :5日・ 22日 029日 (金曜日):::00～ ‖:30

場所 :3階 「うふこJ

0歳～輔学前の乳幼児こその保護者
親子体操、手遊び、ゲーム、工作、お勝なしなこ

◆赤ちゃんタイム
日時 :6月 :4日 028日 (ホ曜日):::00～ 12:00

3階「ろふこJ

O歳の乳幼児こその保護者
14日 =ふれあい遊び、おしゃべιlタイム、手彬足型スタン7●こ
28日 =ふれあい遊び、おしゃべιlタイム、みなみっこお悩み相談室むこ
※23日勝南地域子育て相談センターの職員が来春す

◆おけなしはじきるよ

日時 :6月4日・ 18日 (月曜日):::00～ ‖:30

場所 :2階「せころJ

対象 :0歳～輔学前の乳幼児こその保護者
内容 :絵本・紙芝居、パネ′Lシアター、わらべうた0こ
ボランティア :「おけなしこんからι:ん Jによるお話会です

I問い合わせ先 l

子こもセンターけあた 金森4-5-7 TEL:042-788-418:

所
象
害

場
対
内

親こ子のきなびのひろ勝

日時 :「きじゃポッポJ6月 5日・

'2日

・19日 (火曜日)14:00～ :|:00
「パパきしゃ」 6月24日 (日曜日):4:00～ 16:00

対象: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■)

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J自由遊び、スキンシッ■遊び、手遊び、絵本の読み聞印せ

ミニミニ♯戸端(7子情報変換)0こ
「パパきじゃJ自由遊び、スキンシッ7遊び、手遊び、おもちゃ製作0こ

費用 :無料

申し込み:不喜(直持会場へ)

※●しゃポッポヘの参加勝月2回きてです 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6-8-l TEL:042-728-007:
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1 この「子育てひろばカレンター」勝町田市公式ホームページでもご覧いただl■春す ′′     |

1 ♪各地域版PDFフ ァイ′Lをご覧になιlたい方はこちら                    1

1  卜.7ページ>>子育てサイト>>てかl■る>>町田市子育てひろばカレンター 6 月号  1
・
i   h子lp://kosodale― machida.lokvooJP/mOkuleki/6/3/2772.hlmi                         l
お
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※要予約のイベント勝      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(羅塁養登)  Fax 050-3101-9459

「この冊子は、8553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

リサイクル議性◎

この印爾物は、印鵬用の紙ヘ

リサイクルできます。


