
町田市子育て●●

「カレンダー
(南地域版)
a住きいの近くの「子育てひろ:び」をご案内します
こなたでも遊びに来てくださいわ
イベントの詳細け各日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ιl春すので
各□にお問い合わ世ください

襲 メ

町田市子育て情報配倍サービス

『ほっこメー′ι春ちだ』

町田市から子育ての
「ほっこな情報 J

「ぼっとする情報」
をお届l■しきす f

ORコードで構帯電話
から手軽にアクセス
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い↓南地域版では下記の保育国のイベントについてご紹介して
=br?ict 

\/ みなみま
強

施設名 住所 I Fax
マイ保育固
藝曇実施日

① 威瀬く
`lの

家保育日 町田市成瀬1-5-1 042-710-8177 042-710-8178 ○

② 高ヶ坂保育日 町田市高ヶ坂6-2-10 042-727-2373 042-727-5373 ○

③ 高ヶ堰ふたば保育日 町田市高ヶ坂7-26-6 042-720-8215 042-720-8217 ○

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

⑤マ語竃薔撃暮署相談センター)
町田市金森東1-12-16

042-710-2752
(子育てひろば専用)

042-710-2753 ○

⑥ わむの本保育日 町田市金森東3-17-25 042-706-0733 042-706-0737 ○

① こばこ保育日 町田市金森6-37-18 042-796-3628 042-796-3697 ○

③ 光の原保育日 町田市南町田1-3-48 042-788-5381 042-788-5385 ○

○ 南つくし野保育□ 町田市南つくし野2-17-1 042-788-5228 042-788-5328 ○

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

① こう‖ん保育日 町田市金森7-6-1 042-725-7070 042-727-2822 ○

⑭ もιlのおかわ保育ロ 町田市小川1-11-2 042-788-7025 042-799-2070 ○

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

⑭ こびこのもι:保育日 町田市′]ヽ 川6-1-32 042-850-5423 042-795-1455 ○

⑮ じイモンド南町田保育日 町田市鶴間8-4-30クレイント
・
ヒ
・
ルlF 042-706-9641 042-706-9642 ○

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

※行軍                ぃ その際は、番号のかl十間違えにご注意ください
※特に               ん お車での来日勝ご遠慮ください



<こうりん保育園>
・園庭開放

2018年 9月 毎週月～土曜日(3日・19日・29日 を除く)

10:00-12:30

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 9月毎週月日水・金曜日
(3日・19日・29日 を除く)10:00～ 1ユ00
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1090～ 17●0)

・りんりんひろば
2018年 9月毎週月日水口金曜日 鋭30～ 12■0
室内開放 親子で一緒に遊びましょう
身体測定もできます お弁当はOK
都営金森第6アパート第2集会室 駐車場4台

つくし野天値幼稚日

10:00～ :::30
13:00～ 14:00

雲象農倉昌長青暑A享讐ただ
l・るよう

蓄予諄18鵠ギ3/27から受付)

(お母さんにおやつこお茶が出ます )

I司ダξ観聟築穐幼稚日
■)(く Lヨ52-18-4 TEL:042-795-5127

(こあら′L―ム)

<光の原保育園>
口育児相談
2018年 9月 毎週月～金曜日 9ЮO～ 1700
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 9月 毎週月～金曜日 1000～ 1600
保育園のお庭で遊びましょう !

r★

ぉ閥窮奮F書
館力1らのお知らせ

 億し
｀

9月5日 012日・19日・26日 (水曜日)15:15～
★ち市 ちょうお議会★(乳幼児向IIお出 し会 )

9月 21日 (金曜日)‖ :00～

おけなしのへやけ10:40から聞いていきす

場所 :金森□書館 2階 お出 しのへや

I問い合わせ先】
金森□書館 金森東3-5-1

、               TEL:042-7,0-17,7<もりのおがわ保育園>
・子育て相談

2018年 9月 毎週月～金曜日 ■00～ 17:00

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

口室内開放
2018年 9月 毎週火口水・金曜日 )30～ 1230
保育国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 !

にこにこクラ7
楽しい■ログラムを用意していきす

日時:9月

'4日

・2,日・28日 (金曜日)10::5～ :::30
(ラン手タイム:::30～ :2:30)

'4日

け「からだをつかってあそぼう(サーキット)Jです

I問い合わせ先 l

なんなる学童保育クラ7(南威瀬小学校敷地内)

南rt瀾目3-6 TEL:042-726-1758

※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

<こびとのもり保育園>
・子育て相談

2018年 9月 毎週月～金曜日 1000～ 1690
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 9月 毎週月日水・金曜日 10:∞～1590
保育園のお部屋を開放します
ご自由に遊びに来てください



<イベントカじンター> ※ィベント畔 細につιlては各国にお問ιl合わ世くださら1

特に記職のない限ι
l、 開催場所持主催保育国です きた各イベント勝保護者(ス勝太人)こ一緒の参加こな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せください

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

3 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)子ども発達センタゴ

の言語聴覚士が来ます 言葉の発達やコミュニケーショ
ンについて聞くことができます

10:00～ 11:Oo

4 火

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日,00～
1700)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って、
園児と楽しく過ごしましょう 給食も食べます

9:15-12:00

高ヶ坂保育園 嶋 界諷彗3今夫曇鵬 ヵ撹露
のお友だちの身体測定を

9:30～ 10:30

ハツピードリーム鶴間
要予約 (平 日1000～
17ЮO、 ロリ日の正午ま
で)有料 (給食費)

蟹鵬 鵬 住宅質[親
子で一緒に体

針30～給食終了

町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )

駐車場5台 暑墓讐製見与1鵬 灘 峯了蕃訳生lξ
園見学あり

10:00-10:40

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30～ 16:00)

よちよちひろぱ(0～ 9か月)おもぢゃで遊んだり親子σ
コミュニケーション方法 (マザリーズ)を用いてふれあい
遊びを楽しみましょう

10:00～ 11:00

成瀬くりの家保育園 要予約 (8/251300～ )

大きくなったかな 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:Oo

高ヶ坂保育園 乳児食～幼児食 食べさせ方や困り事 子どもの食事に
関して栄養士の講師の方がお話してくれます !

10:30～ 11:30

5 ホ

成瀬南野保育園
要予約 (10組 8/27
9ЮO～ 8/31締切 )

ベビーヨガ(首が据わっているお子さ

げることがおり]子電覇芳翫FズF廃トカ言皐
んを持ち上9:30～ 10:30

高ヶ坂ふたば保育園 おひさまくらぶ1(0～ 3歳 )風船遊び 10:00～ 11:oo

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

薯騒戒躍毎褒≡辮 ]縦稿籍補
-17:00)

10:30～ 11:30

| ホ

光の原保育園 要予約 (2組 )
体験保育(1歳)保育園での生活を親子で体験しません
か?同年齢のお友だちと楽しく遊びましょう

9:30-11:00

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)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

成瀬くりの家保育園 要予約 (8/251300～ ) 著7撃:慇贅壼柵 観勝
ちやなどで遊

10:00～ 11:oo

レイモント
・
南町田保育園

要予約 (10家庭)予約
受付時間 (9ЮO～ 16ЮO)

絵本の読み方・選び方 (0～ 1歳)図書館の司書さんか

界青与堪警套F読
み聞かせや、年翻こ合つた絵本を紹10:00～ 11:Oo

7 金

光の原保育園 要予約 (2組 )
体験保育 (2歳)保育園での生活を親子で体験しません
か ?同年齢のお友だちと楽しく遊びましょう

3:30～ 11:00

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、フ
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 害 椰
3ABYカフェ(0～ 1歳)赤ちゃんとママ・パパで、ふれあ

装鍵裏島轟響ξ違奥畠湾ン
情報交換しましょう育児相9:30～ 11:00

ねむの木保育園
要予約 (2部制 各部と
も定員15組 )

みんなで遊ぼう～リトミック講座～ (f)o～ 1歳5か月
~

(2)1歳 6か 月～5歳 講師の先生と親子でリトミックを楽
しみます

(1)9:45-10:15
(2)11:00-11:30

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 L占素ぜ響万基暫彊l雹霧貞炉L暑だ看3野す

達
10:00～ 12:00

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

嚢磐署ぞ巣隻電暦ア持言
10:00～ 17:00)

10:30～ 11:30

8 土 成瀬くりの家保育園 要予約 (8/2513つ 0～ )
靴 Tの

秋祭りです 詳細はお電話でお問い
未定



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

:8 火

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・言西
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

高ヶ坂保育園 要予約
フレママルーム にじっこ(妊娠期～生後4か 月)保育
ヨのおやつを食べてお喋りしながらみんなで「手作りお
もちゃ」を作りましょう 1

i3:30～ 14:30

19 ホ

南つくし野保育園
要予約 (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
~

野言ξ呈£ξI墓黒声
に体験してみませんか給食・剤,30～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 )室内のボールプールや
園庭の遊具等を使つて、おもいっきり身体を動かしましょ
う 園庭で体操もします

10:00～ 11:00

高ヶ坂ふたば保育園
く 躍

λ
。・

・
おひさまくらぶ3(0～ 3歳 )歯科衛生士講座と歯磨き
チェック 10:00～ 11:Oo

20 ホ

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 8/27
9:30-)

9月 誕生会(0～ 3歳 )9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 !

9150～ 11:00

こうりん保育園
要予約 (5組 ～9/18)

駐車場4台
お楽しみ会 フラダンスをみんなで見ましょう (予約受
付平日1000～ 1700) 10:00～ 10:45

こびとのもり保育園
要予約 (6組 8/27
10:00～ )

ベビーヨガ(首がすわった3～ 12か月)親子でヨガを楽し
み、ママもリフレッシュしませんか 予防接種後48時間以
内の方はご遠慮ください バスタォル持参

10:00-11:00

レイモント
・
南町田保育園

要予約 (9家庭)予約
受付時間 (9ЮO～ 16Ю0
有料

藤]f冒乙誇斉ξ球を規遍輩みP彗曇百だ鰈読覗袋
な

せんか アレルギーの対応はしていません
10:00-11:oo

2, 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 言葉がおそい、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

9:00～ 11:30

ハツピードリーム鶴間

∩

ハッピーこっこ 紅茶を飲んでほっと―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

ハツピードリーム鶴間 饗 鷲 宴隼亀潔 T鼎鰤 暉畢[塁炉
しよう !

9:30～ 11:00

町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )

駐車場5台

見たい知りたい1歳児園生活 (分園)1歳児のママやパ
パ、保育士を交えて日頃のあそびとくらしを語り合いま
しよう 園見学あり

10:00～ 10:40

22 土 レイモンド南町田保育園 069 Saturdayれ もんてぃ一 土曜日に、子育て支援室「れ

「
磐落曇夏12甲

放を行つておりますお気軽に遊びに来 9:30～ 12:30

25 火

こびとのもり保育園
要予約 (3組 8/27
10:00-)

9月 お誕生会 9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

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30～ 16:00) 10:00～ 11:oo

ねむの木保育園 雨天中止
釜曇9行

こう! 近くの公園で秋の自然に触れながら遊
10:00～ 11:30

27 ホ

市立金森保育園
成瀬台ゆりの木会館
(成瀬台3-9-5)

駐車場なし

ゆりつこひろば
遊びやおはなし
急な中止あり

10:00～ 11:oo

成瀬くりの家保育園 要予約 (8/251300～ ) 識麦亀冒輩樋記象需r覆皇8渉
会です保育園の

10:15-11:00

28 金

南つくし野保育園 ちょっとほっとカフェ(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

光の原保育園
Ⅷ 埒 糞3分難ょξ

承遊びのわらべうたで親子のふれあいを
10:00～ 11:00

29 土 町田わかくさ保育園 要予約 (10組 )

見たい知りたい園生
パ、保育士を交えて
しよう 園見学あり

10:30～ 11:15

り∴0劇り轟o∴り∴0∴
7


