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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)

散歩に出かけるのによい季節になりました。戸外で自然を満喫して遊5ヽのもいいですね。
どんぐりや落ち葉集めをして遊Sのも楽しいですよ !
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※カレンダーの |は、あそびの会や園行事のため体止時間｀

があります。
《多目的室》
13日 (月)13i00～15CO
14日 (水)13:∞～14:30
16日 (金)9:∞～11:30
21日 (水)9:00～1100
27日 (りk)9iOOヘノ11∞

13:OO-15∞
29日 (本)9:∞～11:15

 ヽ    *天 候等により変更中止になることがあります
ヽ  _ _ _ _ _ ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ´

●どちようひうけ/態
日時/場所/内容
◆13日 (火)14:∞～15:∞/金森保育園/

おしゃべり会、6ヽれあい遊びなど

◆27日 (火)14:∞～15∞/金森保育園/
お子さんを遊ばせながら季節の折り紙 (ク リスマス)

を楽しみましょう

保護者が交代してお子さんを見守ります

●たのしいお ιlがみ/未就学児の保護者

日時 :13日 (火)10:30～ 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季節の折り紙 (ク リスマス

を楽しみましょう

●体育あそび/1歳 6か月～未職學児

日時 :21日 (水)10:∞～11∞
場所 :金森保育園

内容 :エア トランポリン、体操など

晴れたら外でも体を動かして遊びましょう

●そらきめの会/町田市民て

'胎
児た経帳中
子育て中の方

日時 :29日 (本)10:15～ 11:15(受付 10:∞～)

場所 :金森保育園

内容 :保健予防課の保健師さんが来てくれます

情報交換したりみんなで遊びましょう
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●わたわんひうけ/1議6か隧～未就攀饉
日時 :5日 (月)10:∞～11:∞
場所 :6、れあいもみじ館 (金森東 3-17-14)
内容 :わさび田公園散策、体操など

★お願い★

ふれあいもみじ館では親子とも

に靴下を着用して<ださい。

●ぶちわんひうけ/∫氣灘l塁営響厄耗
日時/場所/内容

◆12日 (月)10:∞～ 11:∞ /6ヽれあいもみじ館

(金森東 3-17-14)
おしゃべり会、 6ヽれあい遊び、体操など

◆27日 (火)10:∞～ 11:∞/金森保育園

紙ふぶき、ふれあい遊び、誕生会など

●公園で遊ぼう/未朝学児
◆鶴間三角公園(鶴間|-1)

日時 :20日 (火)10:∞～11:∞
◆威瀬台公□(成瀬台 3-7)

日時 :22日 (本)10:∞～11∞

曜 動会ごつこ」をします。

親子ともに動きやすい服装
で来てくださいね !

室内開放 月曜日～金曜日 9:○○～16:OO
(ラ ンチタイム  11:30～ 13:30)

園庭開放 月曜日～土曜日 8:30～ 16:30
駐車場  月曜日～土曜日 9:30～ 16:○○

粘土あそび :

室内開放のランチタイムを除いた時FoOにできますよ



ちょこっこポラン脅 7さん
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ひろばで遊ぷみんなのおもちゃの作成や
あそびの会で使用する小物作りなど、簡
単な作業をお手伝いして<ださる方を募
集しています。
以下の日程の室内開放の時間で行います。
お気軽にご参加<ださい。

日時 :11月 19日 (月)90}V16:∞
(※ 11:30～ 13:30ランチタイムを除<)

場所 :金森保育園多目的室

らいつでも OK
作業時間はおひとり 1時間

程度を予定しています。

興味を持たれた方は
お問い合せください !

「離乳食」

・遊びのおしまいがうま<できない
0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

日時 :11月 16日 (金)9:∞～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。
i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。

予ヽ約はいりませんので、直接お越し<ださい。.

日時 :11月 14日 (水)13:30-14:30
対象 :O歳の保護者
場所 :(譜義・調理)

南地域子育て相談センター相談室
(保育・試食)

金森保育園多目的室

離乳食の作り方や進め方について困つていま
せんか?栄養士が調理をしながら説明をして
<れます。作り方、味付け、離手L食の時期に大
切なこと等た<さんの話を聞<ことができま
す。出来上がつた料理は試食ができます。
固さや量の参考にして<ださいね。
栄養士に相談ができるチャンスです。
講座中はお子さんを保育しますので、じつく
りお話を聞いて<ださいね。

※要予約 10名
※10月 25日 (木)9:∞ から

(月～金 9:OO-17:OO)

ロ
絵本の読みきかせどうしてますか?
親子の読みきかせは、親子で楽しい時間を過ご
すことが一番大切です。
正しい読み方にこだわらず、お子さんの興味や
ペースに奇り添うことを大切にしましょう。
絵本をとおして、親子で触れ合い遊ぶ中で、
親子の絆を深め、言葉の発達を促したり感性を
育てていきます。
読書の秋、親子で楽しみを分かち含う幸せな時
間を過ごしてみてはいかがですか?

～ *～ *～ *～ *～ *～ *～ *～ *～ *～ *

金森図書館 2階おはなし室にて不定期で「おは
なしかい」「たのしいおりがみ」を開催していま
す。今月は「たのしいおりがみ」です。
お部屋に入つて右手の棚の上に、図書館の職員
のおすすめの絵本コーナーがあります。終了後
に、 1階カウンターで借りてい<ことも
できます。ぜひ、手に取つてみて<ださい !

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。

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


