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<高ヶ坂保育園>
・子育て相談

鮒嘉昇軍撫ぽ邸職し燎す
来日前にお電話ください

・
:議譜吾望諧 5日 受2日 曖9日 鯛 印 )

饉星毀 Y習讐誕遊警当副島T雨天性

<市立金森保育園>
口口庭開放

1撃三首i貫署i璽ま罫暴i:需卜型費程遊びましょう

・
撒轟選、』‖II]1す
酬 駅署構鶏～16m)

<こうりん保育園>
ロロ庭開放
2018年 10月

親子で日願
駐車場4台

口子育
藻銀踏 毎遇月・水・金曜日(3日 、19日 、29日を除く)
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<成瀬南野保育園>
・
響艶羅踊蹴戦ぷ10

<レイモンド南町田保育園>



<こびとのもり保育園>
・子育て相談

2018年 10月 毎週月～金曜日 1000～ 1000

拿書95亀湖認異昇罰慮8≦lfつ
とした

・こびとひろば(室内開放)

響 認 蘇 望 脇 譜
n∞司 5m

ご自由に遊びに来てください

<こばと保育園>
口口庭開放
2018年 10月 毎週月～金曜日 9:00～1200

業〃畠響 惜 聯 蹴 鮒 電 鶏 計
よう !

口育児相嵌

言」11サl:lil:        Jレ

など)

・こばと広場(室内開放)

量曲脚
<成瀬くりの家保育口>
・園庭開放
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<町田わかくさ保育園>

,ユ曜日 90o～ 1■∞
ましょう

・飲食可 駐車場5台 (9:00～ 16:00)

・図書貸し出し

躍
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・育児相談
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無貢頑茅        :ii5台下

・園農・室内開放
2018年 10月
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'0月

,9日 (金曜日)‖ :oo～

※a僣なぃのへゃけ10:40から開いτいきす
場所:金森日書館 2階 おけoしのへや

ln・

凛自跳
l鎌

東3-5-,TEL:o42-7Ю ―‖‖

<光の原保育□>
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生涯学習センターからのお知ら世
●親こ子の春むびのひろば
日時 :「 きじゃポリポ」 :0月2日 09日・16日 (火)14:00～ 11:00 ※●しゃポッポヘの参加は月2口春てです

「パパきしゃ」 10月 23日 (日 ):4:00～ :|:00
対象:町田市内在住0001歳 l■C保護者、マタニティの方(「きしゃrfwポJのみ)費用:無料 申し込み:不喜(直持会場へ)
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:2日 (ホ )・ 30日 (金 )0:2月 7日 (金)全0口連続講座

器喜還糧饉目議箋要翼男覇訂専Eι鼈し封
1餓

轟   器#1ギ
螂

__▲
電■卜042-734づ|"_堅」髪J14-3180

奉ちだ子青τИ 卜をご覧ください

會与 にこにこク■7
楽しい躍ログラムを用意してい参すみん0あつきれ

時鵬掲鶴
・
腸:璃着鴨電磁30

網牌路態酪私を柵しきしよう
障

褥 解 師 躙 翻 58

ぶちくれよんひろば

午前中の学菫保青クラフを開献していきす

日専費電話西輩‖員■問 230はラン千タイム開放)

※:0日は企■暉 ちレンジ, にむろうfJを予定



<イベントカレンダー>※ィベン,0諄1麒ついては各日財 臓路1合わせください
時に記n00い限ιl、 開催場所惜主催保青□てす ●た各イベンH出陽護者(ス勝六人)こ―緒の参mtむι勝す
藤薫候の際僣中止になる場合もあ鳴 オので各日にお閥‖合わせくだ亡ιl

日 曙 主催籠離 予約・費用・場所他 イベント名(対彙年齢)・イベント内害 時間

: 日 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)お友だちや親子で一緒
に音楽に合わせて体を動かして遊びましょう

10:00-11:00

2 火

ハッピードリーム鶴間
姜予約 (平 日1000～
17Ю O、 前日の正午まで)

有料 (給食費 )

幌子体験保育 保育園ってどんな所?親子で一緒に体験し
てみませんか? 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)

よちよちひろば(0～ 9か月)外が気持ちの良い季節です
園庭の散策をしたリシャボン玉を見たりして遊びましょう

14:00～ 15:00

3 ホ

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

馨篠戒簾尋裏≡鳳 F協准鱒曾「雇訂
17:00)

iO:30～ 11:30

高ヶ坂ふたば保育園 鳴 おひさまイベント(0～ 3歳)いちにち動物村 13:00～ 14:00

4 ホ 成瀬くりの家保育園 要予約 (9/2513∞ ～)

蒼言{館峯蹴
測定・育児相談 看護師や保育士と

10100-11:oo

5 金

南つくし野保育園 η事朧醒宙楽躙 ぉ輔単緯π狂勇詐
か ?先輩ママもいますよ

D:30-11:00

南つくし野保育園

蹴 デ
ー緒層難事″ξ 9:30～ 11:Oo

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

を着て菓t竃械翼っ■l緊,｀早義″蟹ィ撃ぎ智電話需要
17:00)

10:30-11:30

9 火 高ヶ坂保育園
♂ C通 ),。 婁子電蓮象棚 #域

のお友だちの身体測定を行い
10:00～ 11:Oo

,0 ホ

成瀬南野保育園  Fl力 鳥堺
9/25針∝

』
:記男槻観裏乳漱獄嘉 9:30～ 10:30

レイモンド南町田保育園 齢 象語模暑軌品嘉異8ハ鵬 うま響iTみ
ません

10:00～ lo:30

市立金森保育園
地域専用駐車場5台
(9:30～ 16:00) 露

,
0:00～ 11:oo

成瀬くりの家保育園
要予約 (9/2513つ 0～ )

雨天中止 くり散歩 一緒にお散歩に行きませんか? 10:00～ 11:oo

こばと保育園 要予約 (10組 9/25
1000～)駐車場あり 獅認慇襲撃具基唐馨ぞ慇業£螺雰 10:00-11:oo

高ヶ坂ら、たば保育園 ◎ 鎌毒t麓お塁:ち壁男i驚難躊難F 10:00～ 11:oo

町田わかくさ保育園
女7利 Zヽ組り 親子貫畢
代500円 離乳食なし
分園

相服鯉踏糞逸推 10:00～ 12:00

南つくし野保育園 南町田会館Bホール 轟野幕こ護蓮晨襲コi 14:00～ 15:00

ホ

もりのおがわ保育園 要予約 (3組 9/25930
～ ) 認ぅ智子来暫馨ん:号靴 8亀奎万三鴻需 9:50～ 11:Oo

成瀬くりの家保育園
要予約 (9/2513つ 0～ )

参加費800円 一時保育
代別途 勇Zん力Fラ

ピー (妊婦～5歳)お花に触れてリフレッシュし
10:00～ 11:oo

レイモント
・
南町田保育園

要予約 (8名 )予約受付
時間(1000～ 16ЮO)

li「   曇ヨ罫澤環径堀 10:00-11:oo

12 金

町田わかくさ保育園 要予約 (10組 )

駐車場5台 亨
交えて首娼場協巽長局家電l涙I理ユ:′Ъ賃阜童10:00～ lo:40

市立金森保育園
地域専用駐車場5台
(9:30～ 16:00) 腫 貿ボランティFん

が来難あ翼罹覇秀輛建 10:00-11:oo

南つくし野保育園 要予約 鯉習誠毀 嘗梶鰍I鈷妥だ襲騒| 10:00～ 11:30



:3 土

ノイモンド南町田保育園
町田市立鶴間小学校体
育館館

SpOrts Day親 子で体を動かして楽しく過ごしましょう!手

軽に出来る手遊びや、ふれあい遊びもご紹介します
9:30-12:00

ハッピードリーム鶴間
要予約 (平 日10ЮO～

7ЮO、 定員になり次第、
舗め切り)

昭和薬科大学による子どもお薬相談講座 昭和薬科大学

の薬剤師、学生からお薬の正しい飲み方を学んだり、薬剤
師と臨床心理士に健康・薬に関する相談ができます

14:00～ 15:30

15 日

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
ふれあいもみじ館 駐車
場10台 親子共靴下着
用

ぷちわんひろば(10か 月～1歳5か月)ふれあいもみじ館に

集合後、隣のわさび田公園を散策して遊びます
10:00-11:00

高ヶ坂ふたば保育園 要予約
さくらんぼくらぶ|(2～ 4歳)H264～ H283月 生まれ 運動

会ごつこ
10:00～ 11:00

光の原保育園
みんなのひろば おもちやであそほう お友達と一緒に楽し

く遊びましよう 保護者同士のお話も楽しめますよ
10:00-11:00

こばと保育園
要予約 (8組 9/25 10Ю C

～)駐車場あり 掌甥 在I製霜 1事弓凛雅 議聯 10:00～ 11:30

こうりん保育園
要予約 (10組 )都営金

課第6アパート第2集会室
辟童爆4台

霜象み鶴認電埋電警91M、 常
な絵

10:30～ 11:00

11 火

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日9●0～

1700)保 護者食事代
■00日

饗 l竃讐歯 Iず鷲墓皐融軍彗昇多
ラ刻こ入つて、園児9:15-12:00

光の原保育園 要予約 (1組 ) 禁腎喬稟盤鷲L要増ξ里事貸覆『彗孟5体
験しません 9:30-10:45

高ヶ坂保育園 B ヌ野疎と臨 Ha,野鵠 .品 9:30-12:00

町田わかくさ保育園
要予約 (5組 )

駐車場5台
9:45～ 10:15

こびとのもり保育園
要予約 (3組 9/251000
～ ) 子撃 llEW臨網 も路 冨 畢 10:00-12:00

17 ホ

たの原保育園 要予約 (2組 ) ぶ臀喬葦島雰L虔層ξttξ廣遭事彗言5体
験しません 9:30～ 11:00

菊つくし野保育園
要予約 (各クラス3組 )

有料 (昼食1食300円おや

つ1食 100円 )

摯謙曇責騨 総聾』調螢協譲彗F )30～ 給食終了

町田わかくさ保育園
要予約 (5組 )

駐車場5台

成瀬南野保育園
要予約 (お祝い2組・見字

3組 9/25900～ 10/2締
七コヽ

場をプ協称だ

`哩

雛孔
ま́す

10:00-10:40

ねむの木保育園  1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よう♪ 10:00～ 11:00

こばと保育園   
「

「 聾警見よ″
1°OC

体験保育(0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 濡孟″
(平 日900～ 萩爾F覇生フ覇』塑馬嚇 )しぼ

物ブヽスタオル

10:00～ 11:00

Lりん保育園  層肇 ぎ
峯基 ぎ

一緒に遊ほう11｀麦粉粘土を一緒に作つて一緒に遊びま

しょう
10:30-11:30

光の原保育園 颯
親子体操(1～ 5歳)親子で一緒に体操しましよう!心も体

もリフレッシユ !!
14:30-15:30

18 ホ

成瀬くりの家保育園 要予約(9/251300～ ) i撃墨薯賓理驚i護毛濃詠
おもちやなどで遊びな10:00-11:00

もりのおがわ保育日
要予約(10組 9/25930
～)つくし野セントラル
.や__力  粛ヨF Eb:ト

禦需
『

1騨哩躍警な珊 隙姜ヒ粽顎轟
l士各自ハ持ち下さい

10:00-11:30

ξ欄 基
もします

9:00-11:30

19 金

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30-16:00)

光の原保育園 要予約 (2組 ) 燎臀喬稟盤誘L夏漕ξ壼遣貸遭事彗尻5体
験しません 9:30～ 11:00



19 金

ハッピードリーム鶴間
,ヽッピーこっこ 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

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

一緒に遊ほう!0歳児体験保育 (0歳児クラス年齢対象 )

同い年の国のお友達と親子で遊んで昼食を食べて、一緒に
過ごしましょう

10:00～ 12:00

こばと保育園
要予約 (4組 9/25100C
～)有料 (親子で500
円)辟童爆あり

こばとランチ(1歳6か月～5歳)保育園の遊具やおもちゃで
たくさん遊んだ後はおいしい給食をどうぞ !

10:00～ 12:00

こうりん保育園
要予約 (5組)都宮金森
第6アパート第2集会室
駐車場4台

一緒に遊ぼう24ヽ麦粉粘土を一緒に作って一緒に遊びま
しょう 10:30～ 11:30

22 月

高ヶ坂ふたば保育園 要予約
さくらんぼくらぶ2(2～4歳)H26.4～ H28.3月 生まれ
ハロウィンの工作・誕生会 10:00～ 11:Oo

市立金森保育園 鶴間会館 駐車場なし

鷺壁?座
談会ど:警P革ヨ鷲縫糧hだ と(1)10:00-11:30

(2)10:30～ 11:30

23 火

こびとのもり保育園
要予約 (3組 9/251000
～ )

製星曾訴去窺ι選激L)靴鷹彎劣名夕層
ます

9:30-10:30

町田わかくさ保育園 要予約 (10組 )分園
見たい知りたい1歳児分園生活 0歳から1歳児のママやパ

雪賀鷺嚢訪
を交えて日頃のあそびとくらしを語り合いましょう10:00～ 10:40

光の原保育園 要予約 (8組 )

響
もあ

`ζ

ここ思ア
｀
思Lポ粛暮石i[暴露蟹鷲[ 10:00～ 11:oo

24 ホ

市立金森保育園
地域専用駐車場5台
(9:30～ 16:00) 闘T冒

:足藤lty]硼ょξ駆司号¬話績表 10:00-11:Oo

高ヶ坂ふたば保育園 おひさまくらぶ2(0～3歳)身体測定・誕生会 10:00～ 11:oo

成瀬くりの家保育園 要予約 (9/251300～ ) 雷着基里晃虐奮襲r害漠贋19誕
生会です保育園のお

10:15-11:00

25 ホ

町田わかくさ保育園
要予約 (5組 )

駐車場5台 断 り
'

9:45-10:15

市立金森保育園
支瀬台ゆりの木会館
駐車場なし 霧躙 験電宅議丁霧

吹くだもの列車の脚こ合
10:00～ 11:oo

こびとのもり保育園
ヨ:ヨウ争,(71量  9/25 10:Oo
～ ) こ1鷹〕階

作密館り 10:00～ 11:oo

町田わかくさ保育園
異予約(5組)駐車場

「
螢 他の日でも個別対応
T能 当 な場 Li 0:30～ 11:00

21 金

南つくし野保育園 踊 馨彗ク
ながらそ肇鋒 9:30～ 11:Oo

ねむの木保育園 要予約 (定員25組 )

象磐慕T著暦3ま事
り紙講座～ 講師の先生と一緒に折り

10:30～ 11:30

27 土 レイモント
・
南町田保育園

下
い一『あ開放を行つておりますこ菖 9:30～ 12:30

29 月

成瀬南野保育園
要予約 (10組 9/259つ C

～10/2締切 )
まこ 9:30～ 10:30

光の原保育園 〇 警釜そ髪ξ:暴妻層躍質L彦基雲3鑓£蒼事
を着て、

10:00～ 11:oo

30 火

こうりん保育園 要予約 (5組 ～lo/26)
駐車場4台 な看梶 牌鮪需1蹴,ど

んな曲が聞けるか
10:00～ lo:45

市立金森保育園
地域専用駐車場5台
(9:30～ 16:00) 璧舗翼酬 舗 ヅ編 10:00～ 11:oo

町田わかくさ保育園 駐車場5台

]お
饗季鋸筆凛暫亜蒲延誕 10:30～ 11:oo

市立金森保育園 地域専用駐車場5台
(9:30～ 16:00) 清亀群島痩(匙憲電菫記ガ理番Fノ

リ刀ダンスを踊りま
14:00～ 15:00



2019年4月 1日入園 申込みのお矢□らせ

町田市認可保育園 0認定こども園 。
Jヽ規模保育園・家庭的保育者 (保育ママ)

《受付期間》2018年11月 16日 (金)～2018年 12月7日 (金)

・ 認定こども園を第1希望とする3歳～ 5歳児は11月 1日 から各園で受付します。

・ 受付場所、申込み方法、必要書類等は、2019年 度入園のしおりをご覧<ださい。

《入園のしおり配市場所》

2019年 度入園のしおり (申込書)は、 10月 15日 (月 )から下記の場所で配布します。

・ 町田市内各認可保育園及び各認定こども園、各小規模保育園、各家庭的保育者 (保育ママ)

・ 保育・幼稚園課支援係 (町田市役所 2階 204窓 □)

詳しい内容につきましては、10月 1日号の「広報まちだ」及び、まちだ子育てサイ トに掲載

しますので、そちらをご覧<ださい。

町田市役所 子ども生活部 保育・ 幼稚園課 支援係 丁el:042-724-2137(直 通)

◆けあたキリス

日時:10月 5日・:2日・

場所t3階「ろふこJ

★☆子どもセンターばあた■ログラム★☆

20日 (金曜日)‖ :00～ ‖:30

対象:0歳～輌学前の乳純肛 その保護者 内害 :親子体操、―
、ゲーム、工作、おけ0しなこ

◆赤ちゃん●イム

彊I        T:===T=£
==≧

こ
◆お腱 しはじ春るよ
日時::0月 1日・:5日 (日曜日)‖ :00～ ‖:30

場所 :2階『世ころJ

対象:0歳～輌学前の乳簡腫 その保護者

向害 :絵本・紙芝居、パネfLシアター、わらべうた0こ ポランティア:嗜勝むレロロリリlん Jによ掘 会

“
I間ιl合わせ先l 子こもセンターばあた 金森4-5-7 TEL:042-788-418:

hrra *> | ^,f ffiffi22l14tflffil7lfiflt;{Jn-

3調ば埋rL蟹躍禦:淵 ゝ :昌 イ
1曇 糧

1941n2帽 ‖ %日 鍋 狙

驚くらい資 のィィこ‖ 軌

場所 :生涯学ロセンター(レミィ町田 旧:00MACH:DA)0階保青
= 

※予綺惨必要昴 日せん

客二    颯銘競軍職離デ
喘んわアーHテコL―シ豪した背景てお子さんのアート写真

問い合わせ先:忠生地量子育て相餞センター 電話042-789-7545
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l ♪各地域版PDFフ ァイ′しをご覧になιlたい方はこちら                   :・
|
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ページ>>子育てサイト>>てかl■る>>町田市子育てひうけカレンター 10 日号 1

t   hllp://kOSOdtte―
machida■ OkYOJP/mOkuleki/6/3/2772.hlm:                       

・
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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

電話 042-724-4468(直通)Fax 050-3101-9459

「この冊子は、8700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

リサイクル遭性◎

この印刷物は、印刷用の紙ヘ

リサイクルできます。


