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「力Lングー
(南地城版)

3霧麿讐署躍感C票磋露警ζ:l勢
をご案内しきす

イベントの詳細は各国にお問い合わせください
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子育てひろぼ力じンダー配市場F~F

墓璽轟駆廟轟薄ittI:鷹τ肺し.時す
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町田市子育て情報配倍サ…ビス
『僣っこメー′ιきちだ』

町田市から子育ての
「勝つこな情報 J

「勝っとする情報」
をお届l■しきす ′

QRコードて融 話
から手軽にアクセス

↓今日の掲載口です

臨 姉 Tel Fax
|…

trffi<3ta|RBFE …町田市成瀬 1-5-1 080-2340-0495
(子育てひろば専用)

042-710-8178 ○

高ヶ堰保育日 町田市高ヶ坂6-2-10 042-727-2373 042-727-5373 ○f,+fr&EFJeFE 町田市高ヶ坂7-26-6 042-720-8215 042-720-8217 ○
町田わかくさ保青□ 町田市成瀬7-10-7 042-728-0288 042-728-0344 ○TE盆森保育口

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 ○

わむのホ保青□ 町田市金森東3-17-25 042-706-0733 042-706-0737 ○
こけこ保青園 町田市金森6-37-18 042-796-3628 042-796-3697 ○
光の原保育園 町田市南町田1-3-48 042-788-5381 042-788-5385 ○
南つくし野保青日 町田市南つくし野2-17-1 042-788-5228 042-788-5328 ○/r v ts- tr r, -A8fE 町田市南町田4-22-7 042-796-3322 042-796-3328 ○
こうι:ん保育□ 町田市金森7-6-1 042-725-7070 042-727-2822 ○
もι:のおかゎ保育□ 町田市小川 1-11-2 042-788-7025 042-799-2070 ○
成瀬南野保育□ 町田市成瀬が丘 3-22-1 042-795-2101 042-796-3315 ○
こびこのもι:保青園 trrEfi4utl6-1-32 042-850-5423 042-795-1455 ○
レイモンド南町田保青□ 町田市鶴間8-4-30クレインドヒ

・
ルlF 042-706-9641 042-706-9642 ○

町田南保青□ 町田市金森東4-36-8 042-796-8346 042-796-8346 ○つくし野天値幼稚□ 町田市つくし野2-18-4 042-795-5127
※斎職 協 調 9



<市立金森保育園>
E口庭開放
2018年 11月 毎週月～土曜日 a30～ 1030

広い口庭で遊具やおもちゃを使つて元気に遊びましょう

地域専用駐車場5台 (a30～ 16:∞)

・育児相談
2018年 11月毎週月～金曜日 a30～ 17:00

子育てのことを一緒に考えましょう

相談は電話、来日、家庭肪間でお受けしています

地域専用駐車場5台 (930～ 16:00)

・室内開放
2018年 11月 毎週月～金曜日 ■00～ 1000

お部屋で自由に遊びましょう

あそびの会等で使用できない時間があります

ランチタイム1130～ 1330

地域専用駐車場5台 は30～ 16:00)

口育児サークル支援

2018年 11月 毎週月～金曜日 &30～ 17:00

サークル活動へのアドバイスや相嵌、おもちゃの

貸し出し等をしています お気軽にご相談ください

おもちやの賃し出し要予約(9:00～ 17:00)

地域専用駐車場5台 (■30～ 16:00)

<高ヶ坂保育園>
・子育て相談

2018年 11月 毎週月～金曜日 1000～ 16:00

食事、睡眠のこと、子育ての悩みなど、気軽に

ご相談ください 電話による相談も受け付けています

来日前にお電話ください

・ひだまり広場
2018年 11月 5日・12日・19日・26日 (月 曜日)

6日 (火曜日)■30～ 12:∞

屋上テラスで自由に遊びましよう! 雨天中止

・あそほう会 園庭・室内遊び・集まり

2018年 11月 13日・20日 (火曜日)980～ 12:00

翼重島鷺督晋剛謝頚請粁習猥観病覇覆湯望「
:す

あります(集まりは11100～ )

<光の原保育園>
・育児相談

2018年 11月 毎週月～金曜日 9:00～ 17:00

倉積″忌告ぱ露誕[言籍譲蒲低易「 毛墓褥葛 せ

ロロ庭開放
2018年 11月 毎週月～金曜日 10:00～ 1000

保育日のお庭で遊びましよう !

<高ヶ坂ふたば保育園>
口口庭

躍

放
月毎週月～土曜日(1日午前日8日を除く)

9:00～ 17:00

日庭を開放しています 気軽に遊びに来てください

・子育て相談・子育て支援スペース開放

2018年 11月 毎週月～金曜日

(1日午前38日・15日 午前日28～ 30日を除く)

9:oO-12:30  15:00-17100

保育口に来て、友達の輸をひろげませんか

育児に関する相談もお受けしています

・おひさま文庫(0～ 3歳 )

2018年 11月 5日・19日 (月 曜日)

鼎¥月ま鼻套還猥よぜガ繋
～
采おL出を行います

<お知ら世> このページに勝、定期的に開催され

“

ベントにつllτ掲薦してら時す
※特に記職のない限ιl¨①日曜日、祝日勝体みてす ②各イベンh― です ③駐車場けあι勝世ん

④各イベント勝保護者(ス勝六人)こ―緒0参加です 〇年齢記職かないイベン階 輔学児対象です

<もりのおがわ保育園>
・子育て相談

2018年 11月 毎週月～金曜日 ■00～ 17:∞

倉:墨盾暫層昌]墨重「   けます
・室内開放

2018年 11月 毎週火・水・金曜日 ■30～ 1230

保育日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 !

口
蠍曇庭翌謂 脚 "

写裂誠遷』肌器野
1職

軽にどうぞ
あとりえリーず

2

<町田南保育園>
口

脚 蹴1(火曜日>8日 可5日 曖9日 休 曜日)

9日 口16日・30日 (金曜日)9:30～ 12:30

保育日の日庭で保育日の子ど,牲 _..
一緒に遊びましよう 駐車場7台 雨天中止

く成瀬南野保育園>
ロロ庭開放
2018年 11月 毎遇月～土曜日 9:∞～1130

保育日のお友違と一緒に遊びませんか?



※悪賓

|<こ
うりん保育園>

・日庭開放
2018年 11月 毎週月～土曜日 1000～ 1230
大きな固定遊具や砂場など、

理三:瞑ξ
遊びをお楽しみください お気軽にどうぞ !

・子育て相談
2018年 11月 毎週月日水・金曜日 1000～ 15:00

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1000～ 17:00)

・りんりんひろば
2018年 11月 毎週月日水・金曜日 ■30～ 1230
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

<レイモンド保育園>
・口開放 (れもんてぃ―)

2018年 11月毎週火・水口木曜日 鋭30～ 1230
子育て支援室にて

冒翼選淮亀諸単嘉喜マ繕ξ配石fり
ます

<南っくし野保育園>
ヨ園庭開放

馨:  栂∞州m

口こばと広場(室内開放)

喜閣鷲翼夢:三翫脚

<こびとのもり保育園>
・子育て相談

2018年 11月 毎週月～金曜日 1000～ looo
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 11月 毎週月0水 口金曜日 10:00～ 15:00

保育日のお部屋を開放します
ご自由に遊びに来てください

ロプレママ保育体験 (1～ 2歳児)

2018年 11月 8日 (木曜日)・ 13日 (火曜日)a30～ 113o
保育口での生活を体験してみませんか
一緒に遊び、お給食を食べてみましょう

=賞
男靡F2組

可歳児2組 40/25n∞→

<町田わかくさ保育園>
・園庭・室内開放

親撃零出遅種鼻品二走績曇み饗鰐・
∞

あつたかなるせ室・飲食可 駐車場5台 (9:00～ looo)

・図書貸し出し

躍菫8暑
出しを賂っ理茉b棚 てぃます

鍛轟鱗 :鞘
・わかくさ給食

・
麟 部駐卿響
バスタオルをご持参ください 全2回

病児・病後児保青とは・・ロ

慧ご塁モデ
療機話哲靡損臨 お驚諄馴 欝写

*実施している施設・口・はゃしクリニック病児保青室



つくし野天値幼稚日

・□庭開放 (バンピの広場 )

2018年 11月 12日 (月 )9:15～ 12:30
※:2日 (月 )はランチサロンの日です

□鷹て遊んだ後け、こ持参頂いたa舎当を

お部屋て食べることが出来審す

2018年 11月 19日 (月 )9:15～ 10:30
※19日 (月 )のバンピの広場勝□鷹開敵のみです

・室内開放 (こあら′L―ム)

:JT:IEl日
::目 :彗|1注88ミ:11!98

:説雷 1昌:腺1118試 1凛80

l嵩翼暑彙τl人百壇桑1貢喜奮籠誓偉

I!フ

雛 なll‖F14 TEL042-795-5127
● φ 学 ■ φ 曖

― 島 ン′

～10-2■ K′鴨暉 ●のママあつ0れ ″～

今後の予定 :基本的に毎日火曜日(*:2月勝ホ曜日)

20:8年 :1月 27日・:2月 26日
*

2019年 1月 29日・2月 20日・3月20日

時間::3:30～ 14:30
対象:10代から22歳くらい春でのママこ任婦さん

場所 :詑

暦清事F浩察乃MACⅢDAll階保育室

※予約勝必喜あι勝せん お気軽にお越しください

問い合わ世先 :忠生地域子青τ相議センター

El雷042-789-7545

う

シュし春しょう′

親こ子のきなびのひろば

日時 :「きしゃポリポJ:日0日・:3日・20日 (火曜日)

:4:00～ 10:00
「パパきしゃ」:1月25日 (日曜日):4:00～ :6:00

対象:町田市内在住00・ :歳児こ保護者、

マタニテイの方(喝■
～

ポリポ」のみ)

絵本の読出聞alt、 おもちゃ製作0こ

費用 :無料

申し込み:不幕(直持会場へ)

※●しゃポャポヘの参加は月2口春てです

ご都合の良い口を選んでご参加ください

旧ι寄朧 躙露ず鴨 尊・ 28-007:

ンターの
職員が来事す

★☆子どもセンターばあた■ログラム★☆

宮輝爾読占Ъ日・:0日・30日瞼曜日)

1::00～ 1::30

経孵 i皇乳響場婆撃FFT者

曾露Fttgl島日鵬D‖ 00～正午

霧藷」]鼈爾騎ヒを,‖ 1イ 1ヽ

22日 =ふれあい遊び、●L■●[1■イム、
諄む

"っ
こ

曾冊 言ソ露言橘曜日)‖ 00～‖30
醤顧::壕二轟皐島お乳幼児こその保護者
向害:絵本紙芝居

レァタ_、 ゎらべうた0こ
ボランティア:嗜勝なしこんからιlん 」によるお

議会です

【軍じ3E'奮 Lばぁた 金森4-5-7
TEL:042-788-418:

11野彙1齢淵蹂f0

※おけなしのへや勝10:40から開いにい春す

場所 :金森□書館 2階 お腱 しのへや

【問い合わ世先 l

金調:Dl『lE `艶■1'籠

111117:0-1717



<イベントカじンター>罰
揮靴説θ穏陽葬鯉特に配nOない限ιl、 開催場所:

悪天候0際勝中止になる場合もあι勝すので各国にお間日合わ世ください

日 曜 主催籠置 予約・費用・場所他 イベント名(対象年齢 )・イベ沐 肉害 時間

ホ

光の原保育園 σ
わくわくひろば 保育士による大型絵本や手遊び、リズ
ム遊びで楽しくすごしましょう 今回はどんなお話かな? 10:00-11:00

町田南保育園
要予約 (3組 平日1000
～17ЮO)駐車場7台

誕生会 (1～ 5歳 )保育園の誕生会で一緒にお祝いしま
しよう 誕生会の後は保育園のホールや園庭で遊べます

iO:00-12:30

2 金

光の原保育園 要予約 (1組 )

体験保育(0歳 )H29.41～ H30.3.31生まれのお子様
~

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

9:30-10:45

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□
難籍 易]脇篤 Lfギ暮棚 余D:30-11:00

町田わかくさ保育園
要予約 (5組 )

駐車場5台 苧埋拿騎
せなどを楽蹂否∫豪孫亀指竜Iξ菫9:45-10:15

こばと保育園
要予約 (20組 10/25
1000～)駐車場あり 各E虜箸毬だ薫晋ぞれ「Pで

大人気のケロポンズがこ
10:00～ 11:oo

町田わかくさ保育園
晏予約 (5組)他の日
でも個別対応可能
駐車場5台

zfm斉雰響蹴
rお話しませんか ?園見学も可      ・ 10:30～ 11:00

ねむの木保育園 要予約 (定員3名 ) 微 縞師 14:00-15:30

5 月

町田わかくさ保育園 要予約 (10組 )

駐車場5台 墨覧摯鷲ぅ
て日頃のあそびと瀧l塁嘉たとi「 0:00-10:40

市立金森保育園
かれあいもみじ館 駐
車場10台 親子共靴下
着用 8鮒亀辮 屋電舅滅肇t嘲を貧亀「薦[潔黎t覆ぅ10:00-11:Oo

コま課調  属誰

')避

鍋 雪[ヲ

"〔

!ビ
褒選湾マス撃f 10:00-11:oo

高ヶ坂ふたば保育園 要予約 菫統子ずb阜錫
健～4歳)H2o4～ H2&3月生まれ

10:00～ 11:oo

| 火

高ヶ坂ふたば保育園
晏ヤ網 (半 日900～
17:∞ )保 護者食事代
300円 鰹謳 [電ぶ 経礎蹂マ

スに入って、園
9:15-12:00

ハツピードリーム鶴間
晏予約 く十日10∞～
1■ 00、 前 日の正午ま
で)有料 (給食費 )

撰言君層菫曹覧炉園ってどんな所?親子で一緒に体930～給食終了

laむの木保育園 要予約 (6組 ) 苧長定し肇里塀生面装暫翼ξ紺
生日をお祝いしま

9:45-10:45

町田わかくさ保育園 要予約 (10組 )

駐車場5台 役飼
式 園児とともに健やかな子どもの成長を祝福しま

10:00～ 10:30

こうりん保育園
晏予約 駐車場4台 雨
天延期 (当 日HPでご確
認ください)

暫嵐嘉変科編曇需導桑イ浸詔サ1先馬
かほかの焼き芋10:00-11:oo

こばと保育園 要予約(10組 10/25
1000～)駐車場あり 撃:稚ζl灘後鎌

)保育園で人気のおやつを親
10:00～ 11:30

7 ホ

光の原保育園 要予約 (2組 ) 禁警喬享凛魔Lht凛良翼勇∬
体験しません

9:30～ 11:oo

こうりん保育園 要予約 (各5組 )

駐車場4台 箪癖垣1昇昇糎7)締日輪雪場棚
=橋

`#ま

す(1)9:50～

(2)10:30～

成瀬くりの家保育園
ヨ尋月

'争
'(10/25 13:00～ ) 奎菫緻現幾当し曇覧型

定・育児相談看護師や保育
10:00～ 11:oo

laむの木保育園 成瀬が丘ら、れあい会館 ねむの木ひろば 親子で一緒に遊びましょう♪ 10:00～ 11:oo

5



7 水 高ヶ坂ふたば保育園 。画 おひさまくらぶ1(0～ 3歳 )室内アスレチック 10:00～ 11:00

8 ホ 光の原保育園 雨天中止
動物村 みんなの大好きな動物たちが保育園のお庭に

やつてきます どんな動物がくるのかな
13:00～ 14:00

9 金

町田わかくさ保育園
要予約(5組 )

駐車場5台

1歳児まんまクラフ(1蔵児クラス対家
' 1蔵

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
率 l_みま:´上ら 外緋7鮮 :できます (固 甲学+:可 )

9:45-10:15

町田わかくさ保育園
要予約(10組 )

駐車場3台

見たい知りたい1歳児分園生活(分園)1蔵児のママや
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l´ ょう □申学あLJ

10:00-10:40

こうりん保育園
要予約 (2組 )

駐車場4台
体験保育 (2歳)親子で2歳児クラスの保育園生活を体

験してみましょう (平 日予約受付1000～ 1700)
10:00-10:45

レイモンド南町田保育園
甦少 追 現 TE栞言 詳ヽ

咽は園にてお知らせし
Fオ ヽ 面 T由 :ト

ピぜんとあそほう 秋の虫や軍7Eを見つけてみません

か?虫好きのお子さんにぴつたり!虫に詳しい保育者
バデ宝肉I士十

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 平均台や鉄棒など、室内で体を動かし

て遊びましょう
10:00-11:30

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 色々

なおもちゃがありますよ どうぞお気軽に遊びにきてくだ
六!.、

10:00～ 11:30

10 土 町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )

駐車場5台
]]言7[ζl淋 署ヽ誂」

'あ

    こ
し卜:_圭 l´ 上ら♪園 甲学11可

10:30-11:00

12 日

こうりん保育園
要予約 (2組 )

駐車場4台
体験保育 (1歳)親子で1歳児クラスの保育園生活を体

験してみましょう (平 日予約受付1000～ 17ЮO)
10:00-10:45

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

穏認齋鴨:磐渇王療課り当催ザL:サむ
たで倍鍋交換をしましょう

10:00-11:00

13

高ヶ坂保育園 彗
° あそぼう会 身体測定 地域のお友だちの身体測定を

行います 大きくなつたかな?
10:00-11:00

火

成瀬くりの家保育園
要予約 (10/2513Ю 0

～)参加費800円
一時保育代別途

フラワーセラピー(妊婦～5歳 )お花に触れてリフレッ

シュしませんか
10:00-11:00

市立金森保育園
金森図書館 (2階おはな

し室)第2駐車場をご

利用ください
集需)り票貧脇朧業請算

;躁
i鎚滑な

いようにお越しください

10:30-11:30

町田南保育園 駐車場7台 艶賢ち邊魔第1革暮認甲[聾言巧勇ぎ螢蕎赴諧 ざな卜3∞引4∞

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30-16:00) 纂割観il瑚易しまLFqttli晏31朧 14:00-15:00

:4 ホ

光の原保育園 燎警喬犀鷺蒲Lfttξttξ貸遭ま彗尻菖
体験しません

要予約 (2組 )
9:30～ 11:00

レイモント
・
南町田保育園 象語惧暑軌1嘉島里8r鵬弓摯学iIみ

ません
ξ

10:00-10:30

成瀬くりの家保育園
要予約 (10/251300
～ )

ミニくりつこひろば(生後2～ 11か 月)おもちやなどで遊

びながら保護者同士でお話しませんか
10:00～ 11:00

高ケ坂ふたば保育園 毬 おひさまくらぶ2(0～ 3歳)秋のお話し会 10:00～ 11:00

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 辟童場4台

翼 堪磐鶉K蔵繁製18Fで発雲霧撃F
10:00～ 17:00)

10:30-11:30

市立金森保育園
要予約 (10名 10/25～

9:∞～ 17ЮO) 判が脚 13:30-14:30

南つくし野保育園 南町田会館Bホール 躍詔 鷲雇竜駐免鰹雲醐 繰
ります                  _

14:00-15:00

お鐸曇さ皇詑計重冥ま[見朱青讐導習

'お

装看∋♂雪「房
プレゼントもあります1

9:50～ 11:00

15 ホ

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 10/25

9:30～ )

こうりん保育園
雨天延期 (保育園のHP
でご確認ください)

ミニ動物園 1100からポニーに乗れます 車での来園は

ご遠慮ください
10:00-11:30

|



:| 金

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30～ 16:CЮ )

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

):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

ハツピードリーム鶴間
9めたまこ帆 婦～4か月,これからの百児に関する不
安や悩みなど、先輩ママや同じプレママに話してみま
ンょう !

9:30～ 11:00

光の原保育園 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

'7

土 町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )

駐車場5台
見たい知りたい園生活(0～ 3歳)保育士を交えて日頃
の園でのあそびとくらしを語り合いましょう 園見学あり

10:30～ 11:15

,9 月

高ヶ坂ふたば保育園 要予約 漁 欅腎嵯曇
～4歳)H.264～ H28.明生まれ楽

10:00～ 11:Oo

光の原保育園 要予約 (8組 )

ベビーマッサージ(4か月～1歳未満)ベビー

`ン

サージ

枚香翻
からだもスッキリ 各自′ヽスタォルを1 10:00～ 11:00

こばと保育園 要予約 (8組 10/25
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
~

易蔦蜂夏
ジをいっしょに楽しみましょう!′ スヽタォル・g次み10:00～ 11:30

20 火

高ヶ坂保育園 J 界i貯轟嬌融残誹総辞 爆旨婁
10:30～

9130～ 12:00

市立金森保育園
鵬間三角公園 (鶴間6-
:0) 雨天中止 (9:00半 1

断)駐車場なし 躍〒腱兄構男λごを箪1源週習覧塾デ
つこをしま

10:00～ 11:00

こばと保育園
要予約 (4組 10/25
1000～ )有料 (親子で
500円 )駐車場あり :ぜ寒魏 I奮キし露冒g戯£

おも
10100～ 12100

成瀬くりの家保育園
要予約 (10/251300
‐

) 芳毒倉麗[士唐虐fお済ξ曳乱鷲彗
会です保育園

10:15-11:00

2, ホ

南つくし野保育園
疑予約 (各クラス3組 )

自料 (昼食1食300円お
0つ 1食1∞円) : 930～給食終了

成瀬南野保育園
夏予約 (お祝い2組・見
拌3f・E lo/259:00～
0/31締切) 議髪郭腑 M、協齋 10:00-10:40

市立金森保育園 L域専用駐車場5台
9:30～ 16:00) 即 鼎 T蘊理 穏 頭 10:00～ 11:oo

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

レイモンド南町田保育園
要予約 (10組)予約受
付時間(930～ 16ЮO) 窪tr筆諦源理麓譲協も1詭黎

燿
10:00～ 11:oo

こうりん保育園
姜予約 (5組 )都営金
森第6アパート第2集会
室 駐車場4台 奄糖 締 職 醸ヽ 蠍 ・臨鑑 10:30～ 11:30

22 ホ

こうりん保育園
要予約 (5組 ～11/19)

駐車場4台 舗踊 る鷲麟 需 澤皐書需 ¬ 認 蔦
17:00)

市立金森保育園
威瀬台公園 (成瀬台3-
7)雨天中止(9oo判
断)駐車場なし 聯 配菅[宅桑宅夕拿P会ごっこをしましょう

10:00～ 11:oo

光の原保育園 毅 わらべうた 伝承遊びのわらべうたを楽しみましょう : 10:00～ 11:oo

ねむの木保育園 要予約 雨天中止 尿督灘鷲層λI督ニギ
ネイチャーゲーム～ 親子で自 10:00～ 12:00

受付は930～

町田わかくさ保育園 駐車場5台
10:30～ 11:oo

20 月

成瀬南野保育園
要予約 (10組 10/25
9:00-lo/31締 切 )

せガ景顎書呑y勲、ズ贄引第9:30-lo:30

高ヶ坂保育園 要予約 有料 (給食代
3∞円) 響密織置蝿 蹴 二声

に給食までの時
■30～給食終了



26 日

成瀬くりの家保育園
要予約(10/251300
～)雨天中止

(り散歩 一緒にお散歩に行きませんか? 10:00～ 11:00

こうりん保育園
晏予約 t8租,郡冨壼

森第6アパート第2集会
室購童爆4会

スクラツフフツク作り お子さんの与具そ●J=く勁り]しよ

う (有料500円 )持ち物あり 電話で確認 (予約受付平

日10:00～ 17100)

10:30-11:30

27 火

町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )なるせ
コミュニティセンター
未 _‖ ″

親子deリ トミック ! 親子でリトミックをして遊びません

か?からだをたつぷり動かして楽しみます
9:20-9:50

こびとのもり保育園
要予約 (3紐 10/25
10∞ ～)

11月 お誕生会 11月 生まれのお及運、保冑園のみ
～

奪

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

ギし卜:´圭十

9:30～ 10:30

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)ふれあい遊びや

紙ふぶきで遊びましょう 11月 生まれのお祝いもします
10:00～ 11:00

町田南保育園
要予約 (10組 平 日

10∞～1700)駐 車場
7イ|

子育てママのストレッチ 日頃の疲れを癒しましよう こ

家庭でもできるストレッチを講師を招いてお教えします
於旱六ス,半,一緒に″らギ

10:00～ 12:30

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)保護者が子どもを交代で見

合いながらクリスマスの折り紙を楽しみましょう
14:00-15:00

28 ホ

ねむの木保育園 要予約 (定員10組 )

お店屋さんごつこ 園児が作つた品物をお母さんと一緒

にお買い物します
10:00-10:50

成瀬くりの家保育園
要予約 (10/2513:00
～ )

プレママ講座 (妊婦～生後4か月)産前産後の体や心

の変化についてお話を聞く講座となります
10:00～ 11:00

29 ホ 市立金森保育園
,こホす(10100～ 10:15)

地域専用駐車場5台

(9:30-16:00)
爾動蹟馴i13雹L脇房7再襲轟∬
l}ら 持ム物 丑子手幅            __

10:15-11:15

30 金 町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )なるせ
コミュニティセンター

ホール
思重き慾脚 藁證刷

を叩いてあそ9:20-9:50

にこにこクラ7

日意してい春す

みんなあつ春れ にこにこクラフ f

日時:‖ 月2日・9日・10日・30日 (毎狙金曜日)

:0::5～ :::30

(ラン手タイム:::30～ 12:30)

※10日勝「おけなし会 Jを行い春す

紙芝居や綸本に 、楽しいお冨港

みんなて楽しみ参しよう′

TEL:042-726-1758

ぶちくれよんひろぼ

午前中の学菫保育クラフを開放してl13す

親子て遊べる楽しいひろけです

おなだぢこ一緒に遊びにきてください

企画日に勝お誕生児のお相ル1をし春す

膊
場l楓聟乳ィムHttD

※13日勝企菌「お勝なし会Jを予tLていきす

闘
  7
籠脚 璃雇ア

(南第二11学校内)

(南第□小学校隣持 )
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