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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)

署い夏がやってきました。夏本番です !水分補給 0署さ対策をして熱中症に注意
しましょう。外に行<のは暑いなぁ…そんな時は、室内開放に遊びに来て<ださいね。
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i あそびの会や保育園の行事等の理由により、使用できない

●ゆι:っ こひうけ/ホ菫学児
日時 :23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 :パネルシアター、ふれあい遊び、体操など

●諄●■っこひうけ
日時/対象 :27日 (月)10∞～11:30/0歳

10:30-11:30/1歳～3歳
場所 :鶴間会館 (鶴間 6-8-37)
内容 :ノ 1ネルシアター、ふれあい遊び、体操など
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●わたわたひろ膠/J_繊帥 l晨γ泰襲書潟
日時 :6日 (月)Ю∞ ～11:∞
場所 :金森保育園
内容 :どろんこあそび

日(月 )は、わんわん・

「どろんこあそび」です。持ち物は、
裏面を参照にしてくださし

●ぶちわんひうけ/
日時/場所/内容
◆6日 (月)lC∞～11∞/金森保育園

どろんこあそび
◆20日 (月)10∞～11∞/金森保育園

ミニアスレチック、誕生会、ふれあい遊びなど

季(9月 ま
●ようよう0うけ/9か月きで
日時/場所/内容
◆7日 (火)10:∞～11∞/金森保育園/

おしゃべり会、ふれあい遊びなど
◆21日 (火)10:∞～11∞/金森保育園/

タオルプランコ、わらべうた、ふれあい遊びなど

室内開放

園庭開放
駐車場

月曜日～金曜日 9:∞～16:∞
(ラ ンチタイム  11:30～ 13:30)
月曜日～二L曜日 8:30～ 17:OO
月曜日～土曜日 930～ 16:∞

●青児鶴座「乳幼児のmHE』
日時 :31日 (金)Ю∞ ～11:∞

場所 :南市民センター

対象 :未就学児と保護者

内容 :町田市消防署の職員による講座です。子どもの事故
や病気はいつ起こるかわからな<て怖いですよね。
緊急時の対応を消防主さんが教えてくれます。子ど
も向けの心肺蘇生法のAED体験もできます。
消防■の緊急出動時は内容を変更することがあり
ますのでご了承<ださい。

定員 :10組
申し込み :受付開始 7月 25日 (7KX〔Юから

平日9∞ ～17∞



ホあモび
金森保育園のプールを開放します。オムツのお子
さんはタライで遊びます。水あそび用の手作りお
もちゃもあります。危険のないように注意しなが
ら、親子で楽しんで<ださいね。

日時 :8月 2日 09日 030日いずれも (木 )

11:45～ 12:45
場所 :金森保育園
持ち物 :水着 (水あそぴ用のオムツ・バンツ・ ズ

ボンでも可)・ タオル・帽子・飲み物

*日焼け防止の為の 丁 シャツ等の着用
をお勧めします。

*プールには親子で入つてもらいます。
保護者の方は、膝下程度の水に浸かつ
ても大丈夫な服装でご参加<ださい。

0

ペットボ

【作り方】
①ペットボトルを半分に切る

*切れ日は危険なのでテープ等で保護します
②側面にきり等で2か所穴を開け持ち手の
ひもをつける

③模様付け (油性ベンで絵を描<、 ビニール
テープをつける…など)

④側面や底にきり等で穴を開ける
⑤水を入れるとシャワーのように水が出ます !

l 身近なもので簡単に作れる水あそびおもちゃ I
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0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

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

1つけられるかもしれません。

リサイクル遍性◎
この印用物は、印■用の紙ヘ

リサイクリレできます。

2018.6。21「ちょこつとボ
ランティア」で作りました。
お母さんが作業するそばでお
子さんが作つて<れました。

*天候の都合(雨天・気温が低い 0光化学
スモッグ等)により中止になることがあ

ころんこあモび
園庭の砂場で行います。砂や泥を目で見て触つて
遊ぶことで感性を磨き、想像力を育むことができ
る遊びです。砂 。土・水を混ぜ含わせることによ
り感触が変わり、お子さんに合わせて遊ぶことが
できます。初めてのお子さんは、ますは砂あそび
から始めてみましょう。週一回消毒をしている保
育園の砂場で親子で JU・ いきり楽 しんでみてはい
かがでしょうか。

日時 :8月 1日・ 29日いずれも (水 )

8月 6日 (月 )*わんわん・ぶちわん合同企画
10:00～ 11:00

場所 :金森保育園
持ち物 :汚れても良い服・ 着替え・ タオル

親子ともに水分補給

親子で汚れることが予想され
ます。黒系の服や古<なつた服
等で行うのも良いですよ !

日時 :8月 24日 (金)9:OO～11:30
場所 :金森保育園

わ<わ <フライデーの時間中は、多目的室や園

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。

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


