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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)

梅雨が明けると、暑い夏がやつてきます !署さ対策をしっかりして元気な夏を過ごした
いですね。室内開放を活用して<ださいね。
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1 ★体止日時のお知ら世★         | 1

1 時があります。

|《室空嬰啓)J
:

:

●ゆιlっ こひろけ/ホ‖争児
日時 :12日 (本)10:∞～ 11:∞
場所 :成瀬台ゆりの本会館 (成瀬台 3丁目9-5)
内容 :ふれあい遊び、エプロンシアター、体操など

●たのしいお
`:が

諄/― 瞬 護者
日時 :17日 (決01030～ 11:30
場所 :金森図書館 2階 (金森東 3-5-1)
内容 お子さんを遊ばせながら保護者が季節の折り紙

(花火)を楽しみましょう

●わんわたひろ膠/1嫌●力l晨■泰雛学温
日時 :2日 (月)10:∞～11:∞
場所 :6、れあいもみじ館 (金森東 3-17-14)
内容 :リ ズムあそび、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

に靴下を薔用してください。

●ごちわたひろ膠/1Q豊旦主
日時/場所/内容
◆10日 (火)10∞～11:∞/金森保育園

紙ふぶき、誕生会、ふれあい遊びなど
◆30日 (月)10:∞～11:∞/ふれあいもみじ館

(金森東3-17-14)
タオルプランコ、ふれあい遊びなど

●よちようひうけ/9か月春で
日時/場所/内容

◆3日 (火)10∞～11∞/金森保育園/
ミニ講座、ふれあい遊び、絵本など

◆24日 (火)Ю∞ ～11:∞/金森保育園/
お子さんを遊ばせながら保護者が交代して季節の
折り紙を楽しみましょう
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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:OO～ 16:∞
(ラ ンチタイム  11:30～ 13:30)

園庭開放 月曜日～土曜日  830～ 17:○○
駐車場  月曜日～土曜日  9:30～ 16:○○

●ころんこあモび
日時 :18日 (水)10∞～11∞
場所 :金森保育園
持ち物 :親子ともに汚れてもよい服・ 着替え・タオル

天候により中止に

●ホあそび/,歳 ～ホ籠学児

日時 :26日 (木)11:45～ 12:45
場所 :金森保育園
持ち物 :水着 (水遊び用・ズボン・バンツ可)・ タオル

日よけ帽子・ 水分等
オムツのお子さん



育児講座

「赤ちゃんと話そう」

日時 :7月 9日 (月 )10:∞～ 11:30
場所 :ふれあいもみ じ館

(金森東 3-17-14)
対象 :0歳の親子

カウンセラーの植野美也子氏から、赤ちゃんと
の接し方やコミュニケーションの方法を学び
ましょう。子育てのヒントが見つけられるかも
しれませんよ。

*要予約 15組程度

予約開始 6月 25日 (月)9:∞ から

(月～金曜日 9:αンJ7:001

ミニ講座

◆よちよちひろば
日時 :7月 3日 (火)10:∞～11:00
場所 :金森保育園

「マザリーズ」
(赤ちゃんとのコミュニケーション)

赤ちゃんとのコミュニケーションどうして

いますか?赤ちゃんとの心の絆を深めるた

めにどのようなことができるのか知ること

ができますよ。     轟   ,な

冬鱚

里 1型 __又
園庭の砂場でどろんこあそびをします。 ・

°

砂や泥は、冷たかつたり、どろどろしていたり、

日で見て触つて五感を刺激します。五感を刺激す

る遊びは、心の発達も促すと言われています。

水と砂、泥それぞれの量を加減することにより硬

さや感触が変わるので、お子さんに合わせて遊S
ことができます。また、想像次第で形も変化させ

ることができ、想像力を豊かにして<れます。

泥は、汚れるし菌も心配だしというお母さんも、

汚れるのが苦手というお子さんも、週 1回砂場

消毒している保育園の砂場で、思いきり遊んでみ

てはいかがで しょうか。

STEP, りあモび
裸足で砂の上に立つたり、砂の感触を
楽しみましょう。

STEP2 罷を作ろう
砂に<ぼみを作つて水を流しこんで
みましょう。泥に変化するのを見た
り、触つてみましょう。

STEP3 型を使って罷あそび
プリンカップや乗り物や果物の型取
りの遊具で形を作つてみましょう。

STEP4 手を使って罷あそび
泥団子を作つたり、トンネルを作つて
みましょう。

STEP5 全魔を使っτ罷あモび
泥んこ池で手や足をジャブジャプし
たり、腹這いになつたり、全身で遊ん
でみましょう。

*初めてのお子さんは、ますは SttEP lから
お子さんに合わせて遊びましょう。

*親子ともに汚れることが予想されます。保護者
の方も汚れてもよい服で参加して<ださいね。
サイズが小さ<なつていたり、処分しても良い
服を泥あそび用の服にするのも良いですよ。 J
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:悩んでいるママ、
パパあつまれ～ !

・遊びのおしまいがうま<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

場所 :金森保育園

時間中は、多目的室のおもちゃや園庭で自由に

遊べます。あつまリタイムも設ける予定ですが、

ご都合のよい時間に遊びに来て<ださいね。

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。

リサイタルヨ性◎
こ0-は 、印鵬用の紙ヘ

リサイクリレで書ます。

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
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