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お住きいの近くの「子育てひうけ」をご案内し春す
こな配 も遊びに来てくださいわ
イベントの詳細勝各国におHll合わ世ください
※天候によιl変更や中止の場合があι勝すので
各国にお問い合わ世ください
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『田市子青て情報配倍サービス

ぼっこメー′L審ぢだ J

町田市から子育ての
情っこな情報 J

僣売 する情報』
むお届‖し春す′

〆 子育てひろば力じンター配市場所  ｀

「子育てひう膠詢レンター』勝この南地域版の他に
「堺」「忠生 J「町田』『鶴::l』 地層版があιl春す
各uOカ レンター跡町田市役所・市立保青□て
配布しτいきす ぜひご利用ください

南地城版勝下記の場所等覇配布してl13●
南市民センター、じ●tm前市民センター

需合体青館、子どもセンターばあた
00腸 Jl児伊′ニック、小児科高橋医院
豊illJl児科肉科医鳳 そうてつロー僣ン成瀬店
三和小iil店 他
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↓需地城版で膠下記の保青□のイベントについてご紹介し
=l13■

① 成瀬くら:の憲儡宙日 町田市成瀬 1-5-1 042-710-8177 042-710-8178 ○

② 高ヶ堰保青園 町田市高ヶ坂6-2-10 042-727-2373 042-727-5373 ○

③ 高ヶ堰81たば儡青□ 町田市高ヶ坂7-26-6 042-720-8215 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 ○

⑤マ諾量露撃喜署相麟センター)
町田市金森東1-12-16

042-710-2752
(子育てひろば専用 )

042-710-2753 ○

⑥ わむのホ保青口 町田市金森東3-17-25 042-706-0733 042… 706-0737 ○

① こけこ保青□ 町田市金森6-37-18 042-796-3628 042-796-3697 ○

③ 光の目保青ロ 町田市南町田1-3-48 042-788-5381 042-788-5385 ○

③ 南つくし野保青園 町田市南つくし野2-17-1 042-788-5228 042-788-5328 ○

⑩ ′ヽリピートリーム鶴間 町田市南町田4-22-7 042-796-3322 042-796-3328 ○

① こう|:ん保青ロ 町田市金森7-6-1 042-725-7070 042-727-2822 ○

⑭ も
`Iの

あがわ保青園 町田市小川1-11-2 042-788-7025 042-799-2070 ○

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

⑭ こびこのもιl保青□ 町田市小川6-1-32 042-850-5423 042-795-1455 ○

⑮ レイモンド南町口保青□ 町田市鶴間8-4-30クレイント
・
ヒリレlF 042-706-9641 042-706-9642 ○

⑭ 町田南保青□ 町田市金森東4-36-8 042-796-8346 042-796-8346 ○

期圏悧馴満腱婦獅霧,:羅監翻譜躍騒罫議ください



<保育国からのお知ら世>このページに勝、定期的に開催劃屁イベントにつらに掲載してい春す
※特に記載のない限ι:¨①日曜日、祝日勝休みです ②各イベントー です ③駐車場はあι:春世ん

④各イベント勝保護者(ス勝六人)こ―緒の参加です ⑤鋼齢記

"脚
じltrベント膀泰報学児対象てす

<市立金森保育□>
・■鷹開放

2018年8月毎週月～土曜日 Om～17m
広い■臓で道具やお協 やで
元気に楽しく邊礁 しょう
地城専用駐車場5台 (Om～ lom)

・青児相臓
2018年8月毎遍月～金曜日 8m～17m
子育てのことを一緒に考えましょう
相餞は電日、来日、家庭訪日でお受けしています
地壌専用駐車場5台C∞～10m)

・豊肉■放
201解閾月毎遍月～金曜日 Om～lom
お椰二で自由に選嚇 しょう
あそびの会等で使用礎 ない時間があります
ランチタイム1lm～ 1釧

"地域専用駐車場5台 0的～10m)

・青児サータル支援
201“閾月毎週月～金曜日 a30～17m
サークル活励へのアル tイスや相談
おもちゃの賃し出し等をしています
お気軽にご相餞く離 い
おもちゃの賃し出し要予約 (蝋m～17m)
地域専用駐車場5台 (Om～ 16m)

・親子体験保青
2018年8月毎遍月～金■日 Om～綸食終了まで
お子さんと同年齢のクラスで
親子一緒に■生活書体験してみませんか
要予約 (平日Om～17m)有料 1食200円

駐車場は利用‐ ません

・水あそび(1～ 5歳)

201“閾月2日・9日・30日 (木■日)11爛～12鰤
プールやタライ(オムツ使用)で選ほう
持ら物は水着 (オムツ、ズボン、じい 可)、 タオル
日よけ帽子、飲み物持●
地城専用駐車場5台em～lom)
気彙状況により中止あり

・どろんこあそび
2018年8月 1日・20日 (水曜日)1鋼∞～1lm
どろんこの感触を楽しみましょう
親子共に汚れてもよい服装でご多加くJ熙ユヽ

各自着書え、タオル、帽子、飲み伯持●
地城専用駐車場5台は∞～10m)
気彙状況により中止あり

<高ヶ坂保育口>
・子育て相餞

201"閾月毎週月～金曜日 1劇∞～10m
食事、睡眠のこと、子育ての日みなど
気軽にご相餞く雄 い

電目による相談も受け付けています
来■前にお電■く離 い

口■鷹開放
2018年3月 0日・20日・27日 (月曜日)

7日・21日・20日 (火■日)鋭30～1知
親子で■鷹であそびます 豊肉あそびはありません
雨天中止

<高ヶ坂ふたば保育口>
・■魔開放

201瞬田月毎週月～土■日
(2日午前日11日 ～17日を除く)9J∞～17m
■魔を開放しています 気軽に選びに来てくJ熙讐い

・子育て相餞・子青て支撮スペース■放
2018年8月毎週月～金曜日
(2日・13日 ～17日・24日午前を除く)

9くЮ～12』0  15くЮ～17m
保育■に来て、友遭の輸をひろlftせんか
青児に目する相餞もお受けしています

・おひさま文庫 (0～3歳)

201"閾月1日・8日・22日 (水■日)・ 27日 (月 曜日)

1lm～ 1知

颯子でゆつくり本を目びませんか
本の貸出を行います

<レイモント・南町田保青口>
・■開放 (れもんてぃ―)

201田閾月毎週火・水・木曜日 Om～1知
子育て支援

=に
て

目開放『れもんてぃ―Jを行つております
お気軽に選びに来てく雄 い

<成瀬くりの家保青□>
・ ■魔■放

201鵬閾月毎遍月～金嘔日 1伽∞～1lm
保青■のお鷹で遭びましょう 爾天中止

・まるんひろば(=肉開放)

201解閾月毎週月～金■日 1伽m～15m
子育て支援スペースを目放しています
お気軽にどうぞ あとりえリーずQ・%由 T∫■ρ



※ 上になる場合もあら1春すので各日にお問い合わせください

くこうりん保育口>
・■庭■放

2018年8月 毎週月～土曜日 1伽∞～1知
大きな目定邊具や砂場など
親子で■魔遊びをお楽しみくJ熙工ヽ

お気軽にどうぞ ! 駐車14台

・ りんりんひろば
2018年8月毎週月・水0金曜日 鋭30～ 1230

=肉
開放 親子で一緒に違びましょう

身体測定も0ま す お弁当はOK
椰曽金森第0アパート第2集会室 駐車場4台

口子育て相臓
201鮮閾月毎週月・水口金曜日 1伽∞～15m
毎日の子育ての中で感じる心配事など
お気軽にお■しく雄 い

要予約 (平日10m～17m)

<成瀬南野保育口>
ロロ鷹開放
2018年8月毎週月～土曜日 9m～1lm
保育日のお友違と一緒に遊びませんか?

<こびとのもり保育□>
・子育て相談

2018年8月 毎遍月～金曜日 lm～ 10m
食事のこと、睡眠のこ榜 ど
ちよつとした子育ての僣みをご相臓ください

・ こびとひろば(=内開放)

2018年8月毎週月日水・金曜日 1伽∞～15m
保青日のお部屋を開放します
ご自由に遊びに来てください

・ブール開放
201“閾月2日 (木曜日)・ 7日 (火曜日)

1lm～ 12的
保育■のプ…ルを開放します
遊びに来てくJ螢讐い 大きいプールは2歳児以上、
2歳以下はビニールプールになります
水着着用、タオルと唐書えをご用意くJ螢ユヽ

<光の原保育口>
・青児相餞

2018年8月毎週月～金曜日 Om～17m
食事のこと、睡眠のこと、発違について
育児でのお悩みなどお気軽にご相談くJ熙讐い
要問い合わせ

・■塵開放
201“閾月毎週月～金曜日 1伽∞～16"
保育日のお庭で遊びましょう :

・プール開放 (1～ 3燿)

201鍼閾月22日 (水曜日)・ 28日 (火曜日)

1lm～ 1知

保青■のお庭でプール選び、水道びを楽しみましょう
持ら物氷着、パスタケル、飲み物
雨天・低気温中止

<南つくし野保育□>
口■鷹開放
2018年8月毎週月～金曜日 1伽∞～1100
みんなで―緒に遊びましょう
色々なおもちゃがありますよ

金森□書館からのお知らせ

★お隣 し会★

8月 :日・8日・:5日 022日 029日 (ホ曜日)

15:15～
★ちょうちょりお話会★

3月 17日 (金曜日)‖ :00～

★マックトーク★(Jl学生向lf)

8月 3日 (金曜日)‖ :00～

テーマに沿っτいういうな本を紹介し参す

8月 :0日 (金曜日):::00～
中高生たちが
大型絵本・紙芝居等をやってくれ春す′

I問い合わ世先 l

金森日書館 金森東3-5-1
TEL:042-710-1717

くもりのおがわ保育□>
口子育て相臓
2018年8月毎遍月～金曜日 9m～17m
食事や睡眠、毎日の子育てでの悩みなど
お気軽にご相臓くJ螢彗い電日でも受け付けます

・室内開放
2018年8月毎週火・水・金曜日 鋭30～1230
保青日のお部屋を開放いたします
ご自由に選びに来てくJ晨彗いね !

ム 角 ぬ 八 △ 象 議 ハ ム Aム ぬ



<こばと保育口>
・プール開放

2018年8月毎遍月～金曜日(3日 口22日・23日を除く)

13JЮ～14∞
広いブールで水道びしましょう! 要予約
天候・気温等により中止あり 駐車場あり

・育児相餞
2018年8月毎週月・水0金曜日 9:30～1知
子育てについて(食事0睡眠ロトイレトレ…ニングなど)

不安や悩みを感じた時はご相餞く雄 い

要予約(7/251翻∞～)駐車場あり

0こばと広場 (豊肉開放)

201"閾月毎週月・水・金曜日 Om～1獅
こぼとの室内で選雌 しょう
おもちゃ■放や、絵本の貸し出しも行います
駐車場あり

・こ:まわ ンチ(1歳0か月～5歳)

2018年8月 1日・20日 (水曜日)1劇∞～12m
保青■の選具やおもちゃでたくさん選んだ後は
おいしい綸食をどうぞ !

要予約(4組 7/251鋼∞～)

有料(颯子で500円)駐車場あり

<町田わかくさ保育□>
・■鷹・室内■放

2018年8月毎週月～土曜日 Om～17m
親子で■鷹・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 (Om～ lom)

・ 目書賃し出し
2018年8月毎遍月～土曜日 Om～10m
日書の賃し出しを『あつたかなるせ豊』で行つています
駐車場5台

・育児相臓
2018年8月毎週月～土曜日 9"～10m
育児に日わることの相談を受けています
些綱な事喘 お気軽にどうぞ 駐車場5台

・乳児用プール■放(1～3歳 )

201田閾月1日 (水■日)・ 2日 (木曜日)03日 (金曜日)

11:30～ 1230(受付1四mまで)

乳児用の小型プールを開放します★
温水シャワー毛使用で書ます :

低気温、雨天等中止 駐車場5台

★☆子どもセンターばあた7ログラム★☆

◆ばあたキャス
日時 :8月 24日 (金曜日),I:00～‖ :45
場所 :3階 「うふこJ

対象 :0歳～輔学前の乳幼児こその保護者
向害 :親子体操、手遊び、ゲーム、工作、おけなしなこ

◆赤ちゃんタイム
日時 :3月 9日 (ホ曜日),1300～正午
場所 :3階 「うふこJ

対象 :0歳の乳児こその保護者
向書 :ふれあい遊び、おしゃべιlタイム、手形足形スタン7むこ

◆ミニ7-■であモ

「

う ′
日時 :7月 25日、3月

'日

、8日、15日、22日 (ホ曜日)10:00～ :::45
場所 :2階 「τらすJ

対象 :0歳～輔学前の乳幼児こその保護者
向害 :ビニール7-′じやタライを使って水遊び
持拍 :ホ書、タオ′し、着督え、ホ遊び用紙オムツ (※普段オムツ着用の場合 )

※ご不ロロむ点があι:春したらお気軽にお問い合わせください。

1問い合わ世先】子どもセンターけあん 金森4-5-7 TEL:042-788-4:8:

痢児・鋼後児保育とは"・
″ 輌児保青 :痢気にかかつているお― 医師の指示に基づいて目療機日に併餞した専用のInt一時覆かり保青する事業です

事実施してぃる鮨段・0・ はやしクリニッタ痢児保青童

r瘤後児保青 :『痢気の回復期』にあり、日壼機日による治薇の必要はないが安静のlbIがある腱 お― 保青■に併餞する

専用の鮨段で一時預かり保青する事業です

‡奥籠している鮨餞・・■嗜ょう保青■(ひまわり)小野路保青■第一分日(つくu日)富ヶ坂ふたは保青■ (こすもす)

かえで保青■(れんげ)

4



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

ホ 高ヶ坂ふたば保育園 ③ `・ ∪ おひさまくらぶ1(0～ 3歳 )開放プール・誕生会 ※持ち
物等詳細は園までお問い合わせください

10:00～ 11:00

2 ホ

町田わかくさ保育園
要予約 (5組 )

駐車場5台

0歳児みるくクラブ(0歳児クラス)園のお友運と一緒に

歌や手遊び、読み聞かせなどを楽しみましょう 外遊び
手でナます 園目学+:可

9:45-10:15

光の原保育園 要予約 (10組 )
絵の具で遊ぼう(1～ 5歳 )絵の具を使つて遊びましょ
う!汚れてもいい服装で来てください

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

3 金

南つくし野保育園
わくわくママルーム (妊娠期・～4か月)もうすぐママ、プ
レママ仲間と一緒におしやべりのキャッチボールをしませ
んか 先生ママもいますよ

〕:30～ 11:00

南つくし野保育園
BABYカフェ(0～ 1歳)赤ちやんとママ・パパで、ふれあ
い遊びやお茶を飲みながら情報交換しましょう 育児相
談・身体調

“

中キir・青ますよ
〕:30～ 11:00

| 日 市立金森保育園
気象状況により中止あ
り 地域専用駐車場5台

(9:30～ 16:00)

わんわん&ぷちわん (10か 月～5歳 )どろんこ遊び 親
子共に汚れてもよい服装でご参加ください 各自着替
え タヽオル 帽ヽ子、飲み物持参

10:00～ 11:00

7 火

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日900～
1700)保 護者食事代
300FЧ

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

〕:15-12:00

ハッピードリーム鶴間
要予約 (平 日1000～
1790前 日の正午ま

で)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 ? D30～給食終了

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)夏の過ごし方についてみん

なでおしやべりをして情報交換しましょう
10:00～ 11:00

8 ホ

高ヶ坂ふたば保育園
おひさまくらぶ2(0～ 3歳 )プール開放 ※持ち物等詳
細は園までお問い合わせください

10:00～ 11:00

ハッピードリーム鶴間 南市民センター

二こにこランド ふれあいあそびやパネルシアターで楽し
遊びましょう お誕生日月のお友だちは誕生日会を行
まヽす

14:00～ 15:00

10 金

レイモント
・
南町田保育園

要予約 (6組)予約受
付時間(a30～ 1600)

はじめまして(第 1子で0～ 6か 月)はじめての子育て、
嬉しい反面少し不安に感じる事もありませんか ?そんな
悩みをみんなで話してみましょう

10:00～ 11100

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す どう
ぞお気軽に遊びにきてください 様々な年齢にあつた玩
旦葬田青 :´ています

10:00～ 11:30

:5 ホ

南つくし野保育園
要予約1回 (各クラス3

組)有料 (昼食1食300

円おやつ1食 100円 )

幌子体験保育 (3か月～5歳 )保育園つてどんなところ

幌子で園の生活を一緒に体験してみませんか 給食・離
早L食もご用意できます

)30～給食終了

成瀬くりの家保育園 要予約 (7/251300～ )

一緒にあそぼう(0～ 3歳 )保育園で一緒にあそびませ
んか

10:00～ 11:00

17 金

ハッピードリーム鶴間

m.
ハッピーこっこ 紅茶を飲んでほっ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 (10組 7/25
1000～)駐車場あり

誕生会 (2か月～5歳 )8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

20 日

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)ミニアスレチック
で体を動かしましょう 8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 (8組 7/25
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:バスタオル・飲み
物持参

10:00～ 11:30

<イベントカレンダー> ※ィベン:屯潮制につら1ては各□にお問ιl合わ世ください
特に記載のない限ι:、 開催場所勝主催保育□です きた各イベント勝保護者(ス勝六人)こ―緒の参加こむι勝す

悪天候の際勝中止になる場合もあιl春すので各国にお問い合わせください

鮎 0・F遷抄亀Ю疑野。Oο'Ю
卜ぬ′鮮 00F運診亀



日 曜 主催施設 予約・費用・場所他 イベ冽MH対魚年齢)・イベント肉害 時間

21 火

成瀬南野保育園
要予約 (お祝い2組・

見学3組 7/25■ 00～
7/31縮切 )

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

(9:30-16:00)

よちよちひろば(0～ 9か 月)タオルプランコで遊びましょ
う 保護者同士で一緒にタオルを持つて歌をうたいなが
ら揺らします

10:00-11:00

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

22 ホ

レイモント
・
南町田保育園 ⑤

お誕生日会 保育園のお誕生会に参加してみません
か ? 10:00～ 10:30

ねむの木保育園 成瀬が丘ふれあい会館 ねむの木ひろば 親子で一緒に遊びましょう♪ iO:00-11:00

高ヶ坂ふたば保育園
I.ィ 尋 番 5,1.

おひさまくらぶ3(0～ 3歳 )プール開放・身体測定・誕生
会 ※持ち物等詳細は園までお問い合わせください

iO:00～ 11:00

23 ホ

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 7/25
930～ )

8月 誕生会(0～ 3歳 )8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

〕:50-11:00

町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )雨天時
中止 駐車場5台

ボディーペイント ボディー用の絵の具で大変身 :親子
で体に絵の具を塗つて遊びましょう♪(シャワー利用可)

10:00～ 10:30

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、パネルシアターの
おはなしを楽しみましょう

10:00-11:00

成瀬くりの家保育園 要予約 (7/251300～ )
誕生会 8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

24 金

南つくし野保育園 b ちょつとほっとカフェ(2～ 5歳 )お茶を飲みながら親子で
リフレッシュ リズム遊びや育児相談もできますよ

9:30～ 11:00

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、場に傾万薫¬雨事膏
子さんの対応で困つている保護者の方いませんか 一
緒に遊びましょう

9:00-11:30

光の原保育園 ヽ
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

ねむの木保育園 要予約 (定員15組 )

みんなで遊ぼう～スライム作り～ 親子でスライムを
作つて遊びます 10:00～ 11:30

27 日

高ヶ坂ふたば保育園 要予約
さくらんぼくらぶ1(2～ 4歳)H.264～ H283月 生まれ パラ
バルーン遊び、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 おもちゃで遊びま
しょう (1)ふれあいあそび (2)パネルシアターのおは
なしを楽しみます

(1)10:00-11:30
(2)10:30～ 11:30

28 火

町田わかくさ保育園
要予約 (5組)駐車場5

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 )

9:45-10:15

こばと保育園
要予約 (5組 7/25
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

町田わかくさ保育園
要予約 (3組)大人300
円子ども200円 駐車場
5台

わかくさ給食 当園自慢の給食をぜひ食べてみません
か?離乳食・アレルギー除去食 (5B・ 牛軍Lのみ)応相談

11:30～

29 ホ こびとのもり保育園
要予約 (3組 7/25
10:00～ )

8月 お誕生会 8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

D:30-10:30

30 ホ

もりのおがわ保育園
要予約 (8組 7/25
9:30～ )

人形劇 (0～ 3歳 )プロの人形劇団による公演です !

小さなお子さんから大人まで楽しめる舞台です !

10:00～ 11:00

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

3: 金

こうりん保育園
要予約 (5組 ～8/28)

駐車場4台
お楽しみ会 「コールさふらん」の方々による歌をみんな
で聴いて楽しみましょう(予約受付平日1000～ 1■ 00)

10:00～ 10:45

市立金森保育園
要予約 (10名 7/25～
900～ 17ЮO)南市民セ
ンター 駐車場なし

早L幼児の救命講習 消防士が緊急時の対応について
教えてくれます AED体験もできます ,肖防士の緊急出
動時は内容変更有り

10:00～ 11:00



‐田‖だ¬じ曝書
°1旧翻L"_)

子育て中の人たちこ,「ホッJこ一息つきなから、お互いの悩諄や関心ごこを話し合い、自分に合っ
た子育ての仕方を見つl■てみ春せんか?ファシリテーター(進行役い みなさんの話し合いがステ
キな時間になるようにお手伝いしきす NP(ノーバティース・パーフェト)で作る子育ての綺に、あな
たもぜひご参加ください′

日  程:全●口連続講座

時  間:響:3モ:早 !ぼ
ヨ～10日 ,8日 毎週ホ曜日

対  象:町田市民て,歳～2歳のお子さんを子育て中

定  員:: l春す
1たし春す

800～ 17300
ンターヘ直持お越Lllただき

問い合わせ先:南地域子育て相談センター
電1置 042-710-2752  FAX 042-7'0-2753

申し込み方法なこ詳しくは、春ぢだ子育てサイトをご覧ください

―
■犠ン ′ ～lo儡メリ

“

買買n暉7瞥引聞 L″～

今機の予定 :基本的に毎日火曜日(*9月 0:2月けホ曜日)

2018年3月 28日 09月20日 *・ :0月23日・::月27日・:2月 26日
*

20:9舞二:月 29日・2月 20日・3月20日
|キ1聞 : '3:30～ :4:30
対象 :'0代から22歳くらいきてのママこ任輻駐ん
場所 :生涯学習センター(旧 :00MAC‖:DA I階)保育室

※予約勝必要あ
`l春

せん お気軽にお越しください

お子さんを遊けせなから、み絆 ておしゃべιlし春しょう′「わたわアート(テコじ―ションした背景てお子さんの
アート写真を撮影 )」やその他、楽しい企画てリフじッシュし春し事う′

問い合わせ先 :忠Щ 子育て相餞センター 電話042-789-7545

子育てママのしゃべιl場

ママでも著でもない自分自身を見つめる時間けあι勝すか?ソーシャルワーカーの社野恵子さんを中心に
書段思っていることを話したι

l、 参加者のお話を開いたι:する場所です

日 時 :3月8日 (ホ曜日)14:00～ 15:30(終了か予定よι田:くなる場合あιl)
対 象 :市内在住の乳幼児を子育τ中の保護者(保育あιl)月 蠍 :rlD円建Eり乳珊腫 す胃こ甲0躍讀百 t晰

会 場 :南市民センター

定 員 ::0名 (抽選 )

持ち物 (保育のため):おやつ、飲諄物、タオル、着督
AI 奎▲ 恥  _"口 ‐

「

―   ‐ ‐ ● ― ′エ  ー ー ー ´ ヽ  ・ヽ ´

“申し込み :7月25日～8月 :日 (土、日を除く)※定員に空毒がある場合勝当日きて受付し春す

申し込み・問い合わ世先 :子こも家庭
=撮

センター 電話 :042-724-4419

摯灘摯灘維警」事
７

灘維灘摯灘構灘



“赤ぢ欄置ヨくi霧aログラJ
～思春期から花開く0歳時期の青児～

程

間
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柵 110日・

'7日
～20,8年7月26日生春れ

1ただき春す
次の方に連絡をさ世τ

1)

5番地-1)

ンターヘ直―
しいただき、

予約憂付:2018年7月25日 (ホ)～ 平日 9800～ ,7800

申し込み・胴畢1合わせ先:堺地域子育て相臓センター 電話3042-770-7441

※ 講座の詳細、各地域の開催スケジュー′ιについて勝、春ちだ子青τサイトをご覧ください
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3●3曹じむVT303冒 3の V曹じむじ曹じ伶V冒じむ
この「子青τひうけ力じンターJ勝町田市盆式ホームページでもご覧いただl■春す′

♪各地辮 DFファイ′ιをご覧になιlたい方勝こちら

トッ7ページ>>子青τサイト>>てかl■る>>町田市子育てひろ膠力じンダー 8

hHl口 //kosodtte― machida。lokYOJP/mokuleki/6/3/2772カI劇

♪各保育日のイベント情報をL‐Eになιlたい方勝キャスページをご利用ください

卜■7ページ>>子青τサイト>>てかl■る>>保育日のイベント

hllp://kosod計 o― machida。
=okYOoJP/mOkuleki/6/6/indexohlml

じのV93む VTじ脅V冒とのV曹じむじ冒じやじ冒じ鍮
※喜予約のイベント勝      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

にの冊子は、8780醍孔』雰テ縦 l♀卦房剤の端1」躙 貸i142を含みまつ」
8
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