
町田市子青τ●●

「カレングー
(南地域版)回 覧
お住きいの近くの「子育てひろけ」をご案内しきす
こなたでも遊びに来てくださいわ
イベントの詳細勝各口にお問い合わせください

町田市子育て情報配信サービス

『ぼっこメー′ιきちだ』

町田市から子育ての
「勝っこな情報 J

「勝っこする情報」
をお届l■し春す ′

QRコードで構帯電饉
から手軽にアクセス

子育てひろぼ力じングー配市場所

「子育てひろばカレンター」はこの南地域版の他に
「婦」「忠生」「町田」「鶴::l」 地域版があ

`勝
す

各地域の力じンターけ町田市役所・市立保青□等で配布していきす
ぜひご利用ください

南地域版は下記の場所等で配布していきす

南市民センター、なるせ駅前市民センター、絡合体育館、

子どもセンターはあた、しのはら小児クリニック、Jl児科高橋E院
相atローゼン成瀬店、三和小i:l店 他

↓今日の掲載日てけ

麟 鎌 Tel Fa= マイetB

…

威瀬くι:の憲保育日 町田市成瀬 1-5-1
080-2340-0495

(子育てひろば専用 )

042-710-8178 ○

高ヶ坂保青□ 町田市高ヶ坂6-2-10 042-727-2373 042-727-5373 ○

高ヶ坂ふたば保育□ 町田市高ヶ坂7-26-6 042-720-8215 042-720-8217 ○

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

市立金森保育日
(南地域子育て相談センター)

町田市金森東1-12-16
042-710-2752

(子育てひろば専用)

042-710-2753 ○

わむのホ保育□ 町田市金森東3-17-25 042-706-0733 042-706-0737 ○

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

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

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

′ヽリピード|′ ―ム鶴問 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ιIのおかわ保青□ 町田市小川1-11-2 042-788-7025 042-799-2070 ○

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

こびこのも
`l保

青□ 町田市 Jヽ 川 6-1-32 042-850-5423 042-795-1455 ○

じイモンド南町田保育□ 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 ○

つくし野天値幼稚日 町田市つくし野2-18-4 042-795-5127

たちはな幼稚□ 町田市高ヶ坂6-29-1 042-726-4976

※天候によιl変更や中止の場合があιl春すので各国にお問い合わ世ください
※特に記載がない限ιl駐車場勝あιl春世ん お車での来□勝ご遠慮ください

,



<お知らせ> このページには、定期的に開催され

“

ベンに ついてHLて い春す
特にRE00い限

`l"①
日■日、祝日aよび年末年始012/29～ 1/3きては榊 す Oarベン疇 です

③駐車場鰺あ
`勝

世ん④各イベントは保願音(ス勝六人)こ一緒の参加です〇年齢屁属かないイベン階 ‖準児対象です

<成瀬くりの家保育□>
・ 口庭開放

2018年 12月 毎週月～金曜日 10:00～ 11:∞

保育日のお慶で遊びましょう 雨天中止

・まろんひろば(室内開放)

2018年 12月 毎週月～金曜日 10∞～1駐00

子育て支援スペースを開放しています
お気軽にどうぞ あとりえリーず

<市立金森保育口>
口口庭開放
2018年12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～ 1000)

・育児相麟
2018年12月 毎週月～金曜日 &30～ 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、家庭訪間でお受けしています
地域専用駐車場5台 (a30～ 16:∞)

・室内開放
2018年 12月 毎週月～金曜日 9100～ 16:00

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11:30～ 1330
地域専用駐車場5台 030～ 16:00)

・青児サークル支援
2018年 12月 毎週月～金曜日 880～ 17:00

サークル活動へのアドバイスや相談、
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

おもちゃの貸し出し要予約(aoo～ 17:00)

地域専用駐車場5台 030～ 16:∞ )

・親子体験保育
2018年 12月 毎週月～金曜日 9:∞～給食終了まで
お子さんと同年齢のクラスで、
親子一緒に日生活を体験してみませんか

要予約 (平日9:00～ 17:00)有料 1食200円

駐車場は利用できません

<高ヶ坂保育□>
口子育て相談
2018年 12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

口ひだまり広場
2018年 12月 10日・17日 (月 曜日)・ 25日 (火曜日)

9:30～ 12:00

屋上テラスで自由に遊びましょう! 雨天中止

・あそぼう会 口慶・室内遊び・集まり
2018年 12月 11日・18日 (火曜日)980～ 12:∞

親子で、又、在日児と一緒に日庭や室内で遊びます
集まりの時間には読み聞かせなどのお楽しみ

もあります(集まりは11100～ )

<レイモンド南町田保育口>
口口開放(れもんてぃ―)

2018年 12月 毎週火口水・木曜日 930～ 12:30

子育て支援室にて日開放『れもんてぃ…Jを

行つております お気軽に遊びに来てくださいね !

<高ヶ坂ふたば保育園>
ロロ庭開放
2018年 12月 毎週月～土曜日

(6日 口21日 口27日 028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

口子育て相談・子育て支援スペース開放
2018年 12月 毎週月～金曜日

(6日 口13日午前・20日午後・21日・27日・28日 を除く)

9:00～ 12:30  15:00～ 17:00

保育口に来て、友達の輪をひろげませんか

育児に関する相餞もお受けしています

・おひさま文庫 (0～ 3歳 )

2018年 12月 3日・10日・17日 (月 曜日)

5日・12日 019日 (水曜日)11:00～ 12"
親子でゆつくり本を選びませんか 本の貸出を行います

<南つくし野保育□>
口口庭開放
2018年 12月 毎週月～金曜日 10∞～1130
みんなで一緒に遊びましょう
色々なおもちゃがありますよ

<こびとのもり保育口>
E子育て相餞
2018年 12月 毎週月～金曜日 1000～ 1000

食事のこと、睡眠のことなど

ちょつとした子育ての悩みをご相談ください

日こびとひろば(室内開放)

2018年 12月 毎週月日水・金曜日 10∞～15:00

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

<ねむの本保育口>
・ねむの木ひろば

2018年 12月 12日 E19日 (水曜日)10:00～ 11:00

親子で一緒に遊びましょう♪ 成瀬が丘ふれあい会館



<成瀬南野保育口>
・口庭開放

2018年 12月 毎遇月～土曜日 9:00～ 11:30

保育日のお友達と…緒に遊びませんか?

<こうりん保育園>
口口庭開放
2018年 12月 毎週月～土曜日(4日、8日 、19日を除く)

10:00-12:30

大きな固定遊具や砂場など、

親子で日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 12月 毎週月日水E金曜日(19日 を除く)

10:00～ 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～ 17m)

日りんりんひろば
2018年 12月 毎週月・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0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

<こばと保育園>
・口農開放

2018年 12月 毎週月～金曜日(3日を除く)a∞～1200
滑り台口砂場や保育日のおもちゃを使つて遊びましょう !

※3日 は日行事の為休止 駐車場あり

口育児相餞
2018年 12月 毎週月・水・金曜日 鋭30～ 1230
子育てについて(食事口睡眠・トイレトレーニングなど)

不安や悩みを感じた時はご相談ください

要予約(11/26 1000～ )駐車場あり

・こばと広場 (室内開放)

2018年12月 毎週月口水0金曜日 9:30～ 12:00

こばとの室内で遊びましょう おもちゃ開放や絵本の

貸し出しも行います 駐車場あり

・こばとランチ(1歳6か月～5歳 )

2018年12月 4日 018日 (火曜日)1000～ 12:00

保育日の遊具やおもちゃでたくさん遊んだ後は おいしι

給食をどうぞ : 要予約 (4組 11/26 1000～ )

有料 (親子で500円)駐車場あり

<もりのおがわ保育口>
・子育て相談 (妊娠期～5歳 )

2018年 12月 毎週月～金曜日 a00～ 1■oo

食事や睡眠、毎日の子育てでの悩みなど、

お気軽にご相餞ください 電話でも受け付けます

口室内開放
2018年12月 毎週火・水・金曜日 鋭30～ 12:30

保育目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 !

<光の原保育園>
口育児相談
2018年 12月 毎週月～金曜日 9:00～ 1■00

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

・□庭開放
2018年 12月 毎週月～金曜日 10:00～ 10∞

保青日のお庭で遊びましょう!!

―
"′

～lom2-電 曜a層マ
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今機の予定 :基本的に毎日火■日(*'2月勝ホ曜日)

111言JfI:「F曽]燻
さんξ

場所生涯学習センター

(じミ莉 田 旧100MACH:DA)1階保青室
※予綺け必

…

せん お気劇拒a劇しくださぃ

a■さんを通憾せなからsみんなでaCボ
`lL春

しょう′
「わたわ7-卜(テ3L―ションした背景τa子さんのアート
写■を撮影)Jやモ咄 凛しい企■にリフレッシュし春しょ
う′

Hll合わせ先:忠生地電子青て相餞センター

EE042-789-7545

金森□書館からの詢知ら世

★お勝むし会★
:2月5日・ :

※19日は、

12月 21日 (金曜日)‖ :00～

※a勝なしのへや惨10:40から開いτいきす

場所:金森□書館 2階 お腱 しのへや

IHll合わせ先】
金森Em 金1麟東3-5-l TEL8042-7:0-17:7

子どもセンタ■筋ん≪ぼあんキリスIN鷹爾≫

日時 12月 10日 (日 )'0:30～ :::00(自由遭び)

‖:00～ ‖:45(■ログラム)

場所威瀬コミJ巧蔵センター:階ホーfL

ta勝oしoこ

I同じ1合わせ先l ttCtセンター膠あた 金森4-5-7
TEL 042-788-4:8:

<町田南保育園>
口保育口で遊ぼう
2018年12月 4日・11日・18日・25日 (火曜日)

12日 口19日 (水曜日)020日 口27日 (木曜日)

7日・14日 (1金曜日)9:30～ 12:30

保育日の日農で保育日の子ども違と―緒に

駐車場7台 雨天中止



<町田わかくさ保育園>
・口庭0室内開放

2018年12月 毎週月～土曜日(1日を除く)9:00～ 17:00

親子で■庭・室内遊びを楽い 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 (aoo～ looo)

・図書貸し出し
2018年12月 毎週月～土曜日 ■00～ 16:00

図書の賃し出しを「あつたかなるせ室Jで行つています
駐車場5台

・育児相餞
2018年 12月 毎週月～土曜日 鋭00～ 1住00
育児に関わることの相餞を受けています
些細な事でもお気軽にどうぞ 駐車場5台

・わかくさ綸食
2018年12月 6日 (木曜日)日 11日 (火曜日)

19日 (水曜日)1130～
当日自慢の綸食をぜひ食べてみませんか?
離乳食ロアレルギー除去食(卵・牛乳のみ)応相議
要予約(3組)大人300円子ども200円 駐車場5台

口わらベビ教室 (生後2～ 6か月)

2018年 12月 4日 口11日 (火曜日)1030～ 11:∞

わらべ歌を使つたペビーマッサージで親子でリラックス
しましょう ′ヽスタオルをご持参ください 全2回

要予約(Ю組)駐車場5台

つくし野天値幼確□

・□備躍督り酪58情静高層セπ蔵ぼ
ン)

日鷹開放『バンピの広場Jを行っτお31春す
日庭て遊んだ後は、ご持参頂いたお弁当を
お部屋て食べるここが出来事す

・〒里辮 ら■―ω
2018年 12月 11日 (火)13:00～ 14:00
0～ 1-
20:8年 :2月 3日 (月 ):0:00～‖:30

2018年 12月 17日 (日 ):0:00～‖:30

室内閣旗「こあら′ι―ム」では、お子さんこ遊ん
だιlお母機同士ておしゃべι:を楽したていただけ
るようお部屋を開敵していきす
暮予約:'0組 (11/26から受付)

費用:'00円(a母さんにおやつこお茶が出春す)

旧
l

つくし,日52-18-4 TEL8042-795-5127

たち勝な幼稚□からのお知ら世

・□鷹開放
2019年 1月 21日 (月 )10:30～ :::30
太舗 遊具や広い口庭て―緒に道び審しょう
◇利用脇鰊‖てす(申し込み勝必要あι勝せん)

◇対彙:0～1歳― □児こ保願者の方こ―緒
※J… ‐‐FJ口でき春せん

◇自動暉ての来― 鏡 く1鄭
◇中止の場合は、たち勝む幼稚m0
ホームページにてお知隋せいたし審す

IH01含― l

た書 幼稚□
高ヶ坂6-29-l  TEL8042-726-4971

嗜 ●●●

日時812月4日・‖日・18日 (火 )10:30～ :::45
(‖ :45～ 12:30勝ラン手タイ自開放 )

※‖日勝領  

『クロ′スマスロ′―スを作巧●Jを

予定しτいきす

I開催場所・『轟 1含
― l

そ抑 ぜ学童保青クラ7(南第二小学校肉)

TEL:042-727-3384
こうん子学童保育クラ7(南第口小学校隣持)

TEL8042-799-0989

にこにこクラフ
お騰 囃 工作、

…
=蹴

bた道びや璽仕会、
季節の行亭0こ、凛しい7ログラムを用意していきす

(椰L閻 由
※7日勝「クリスマス会Jを行い春す 一緒に麒嗜
歌った|:ゲ‐atしたι腸 ぃoO′スマスを
過_‐●●しょう

I問い合わせ先 l

なんなる学童保育クラ7輌雨醐lJl― 地肉)

南日贈りi3-6 TEL8042-726-1758

親こ子の春むびのひうけ

日時 :「きじゃポッポJ2月4日・::日・18日 (火曜日)

'4800～

11:00
「パパきしゃJ:2月 23日 (日曜日)14800～ 11300

対象:町田市内在住0001歳児こ保護者、
マタニテイ羽H「きい ポッポJの■)

場所 :町田市生涯学ロセンター 1階 保育
=肉害 :「●しゃポリポ』自由遭び、スキあ 7遭び、

手遭び、絵本の読み日かせ、
ミニミニ絆戸蟷(7子情報交換)0こ
「パrt●.J自由節 、スキンシッ■遭び、
手遊び、詢

…

、

… ―費用:額科

1こ富認韓嘉誕ぃく3ョ
I問い合わせ先l町田市生涯学習センター

町目11市原町田6-3-l  TEL:042-728-007:

4



<イベントカじじ ― > ※
特に記載のない限ι

l、

|に勝各国にお問い合わ世ください
ベント勝保護者(スけ六人)こ一緒の参加こなι勝す

悪天候0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 主催籠識 予約・費用・場所他 イベント名(対象年齢)・イベント内害 時間

: 土 町田わかくさ保育園
成瀬コミュニティセン

ター (地域演 目時間要
F.R合わせ )

ゆうぎ会DE和太鼓DON♪ 保育園の「遊戯会」で一緒に
和太鼓を叩きましょう 地域親子の演目あり

9:00-12:00

3 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 )おもちゃで遊んだ
り、クリスマスの歌やお話をみんなで楽しみましょう

10:00-11:00

高ヶ坂ら、たば保育園 要予約
さくらんぼくらぶ1(2～ 4歳)H264～ H28.3月 生まれ 松
葉公園にプチ遠足

10:00～ 11:00

4 火

ハッピードリーム鶴間
要予約 (平 日Ю00～
17Ю O、 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? 930～給食終了

成瀬くりの家保育園
要予約 (11/261300
～ )

大きくなつたかな 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～ 11:00

市立金森保育園
壼森図薔順 (2階おはな

し室 )第 2駐車場をご
力l口

`だ
六l.、

おはなしかい 親子でお話を楽しみましょう クリスマス
にちなんだお話をします

11:00～ 11:30

5 ホ

こばと保育園
要予約 (5組 11/26
1000～)駐車場あり

体験保育 (1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 鬱 おひさまくらぶ1(0～ 3歳)クリスマスエ作 10:00-11:00

町田南保育園
要予約 (3組 平日1000
～1700)駐車場7台

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

10:00～ 12:30

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 辟菫爆4台

寝相アート(0歳)テーマは「クリスマス」お家から衣装を

着てきてもOK、 持つてきてもOK(予約受付平 日1000～
17:00)

10:30～ 11:30

6 ホ

町田わかくさ保育園
要予約 (5組 )

駐車場5台

0歳児クラスみるくクラブ(0～ 1歳)園のお友達と一緒に

歌や手遊び、読み聞かせなどを楽しみましょう 外遊び
+=できます 固 見学+,可

9:45-10:15

成瀬くりの家保育園
要予約 (11/2613つ 0

～ )

ミニくりつこひろば(生後2～ 11か 月)おもちゃなどで遊
びながら保護者同士でお話ししませんか

10:00～ 11:00

町田わかくさ保育園
要予約 (5組)駐車場5

台 他の日でも個別対
応可能

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

7 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
BABYカフェ(0～ 1歳)赤ちやんとママ・パパ、保育園ヘ

遊びにきませんか ?一緒に遊びゆつくりお茶を飲みなが
ら倍錦李糧 l´まl´上う

9:30-11:00

ノイモント
・
南町田保育園

要予約 (10組 )予約受
付時間(a30～ 16ЮO)

保健師講座 (マタニティーブルーズ)臨床心理士さんに

よる、出産前後の母親のこころとからだのお話会を行い
ます

10:00～ 11:00

町田わかくさ保育園
姜予約 (2組)親 子食

事代 500円 離乳食なし
分園

分園体験保育 (0～ 2歳 )H28.4.2～ H30.4.1生まれ対象

分園のお友達と親子で遊び昼食を食べて、一緒に過ご
!´圭l士ら 固 目単+1可

10:00～ 12:00

laむの木保育園 要予約 (定員3名 )

ブレママひろば (妊婦～生後4か月)赤ちやんが遊べる

おもちゃを手作りしたり、保育園のおやつを試食したりし
ます

14:00～ 15:30

10 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

ぶちわんひろば(10か 月～1歳5か 月)タオルブランコで
遊びましょう 子どもを遊ばせながら保護者同士で情報
交換もしましょう

10:00～ 11:00

町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )

駐車場5台
ゴミ収集車がやってくる 保育園にくるゴミ収集車を一緒
に見てお話を聞きましょう

10:00～ 11:00

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日900～
17:00)

こあらくらぶ(0歳)赤ちゃんのふれあい遊びの会 10:00～ 11:00

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

寝相アート(1～ 5歳 )テーマは「クリスマス」お家から衣
装を着てきてもOK、 持つてきてもOK(予約受付平日
10100～ 17:00)

10:30～ 11:30

火 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



火

高ヶ坂保育園 ネ JPキ 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

こびとのもり保育園
要予約 (7組 11/26
10:00～ )

クリスマス製作 (1～ 2歳児)親子で楽しくクリスマスの製
作をしませんか ? 10:00-11:00

ねむの木保育園 00 お散歩に行こう: 近くの公園で身体を動かして遊びま
す

10:00～ 11130

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)親子の関わりを深める!マ

ザリーズ」のお話をします 保護者同士の情報交換もし
圭l_■ ら

14:00～ 15:00

:2 ホ

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

9:30-11:00

レイモント
・
南町田保育園 屹

お誕生日会 保育園のお誕生日会に参加してみません
か ?保育者が行う楽しい出し物もありますよ !

10:00-10:30

こばと保育園
要予約 (10組 11/26
1000～)駐車場あり

誕生会 (2か月～5歳 )12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→手ス.力、つ

iO:00-11:00

高ヶ坂ふたば保育園 餞 おひさまイベント(0～ 3歳 )クリスマスコンサート 10:00-11:00

南つくし野保育園 南町田会館Bホール
にこにこランド 保育士によるバネルシアターやふれあ
い遊びです 気軽に足を運んでください !育児相談も承
ります

14:00-15:00

:3 ホ 光の原保育園 要予約
つくってあそぼう(1～ 5歳 )かわいいクリスマスの制作
をしましょう1!どんな飾りができるかな? 10:00-11:00

:4 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 参加
後ランチもできます

9:00-11:30

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日900～
17:00)

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つて、園
児と楽しく過ごしましょう 給食も食べます

9115-12:00

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
てください

10:00-11:30

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

一緒に遊ほう!1歳児体験保育 (1歳児クラス年齢対象 )

H28.42～ H294.1生 まれ 同い年の園のお友達と親子で
遊んで昼食を食べて、一緒に過ごしましょう

10:00-12:00

,7 月

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

高ヶ坂ふたば保育園 要予約
さくらんぼくらぶ2(2～4歳)H264～ H28.3月 生まれ
クリスマス会・誕生会

10:00～ 11:00

光の原保育園 要予約 (8組 )

ベビーマッサージ(4～ 11か 月)ベビーマッサージで赤
らゃんの心もからだもスッキリ 各自バスタオルを1枚ご
降参ください

10:00-11:00

市立金森保育園 鵬間会館 駐車場なし
みなみつこひろば(0～ 3歳 )おもちゃで遊んだり、クリス
マスの歌やお話をみんなで楽しみましょう

10:00-11:15

こばと保育園
要予約(8組 11/26
10∞～)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

18 火

高ヶ坂保育園 感
あそほう会 誕生会 12月 生まれのお友たちの誕生会を
行います 歌とカードのプレゼントがあります 誕生会は
10:30～

9:30～ 12:00

ねむの木保育園
要予約(2部制 各部15

組 11/261000～ )

みんなで遊ほう～リトミック講座～ (1)0～ 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

12)11:00～ 11:30

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)おもちゃで遊ん
だり、クリスマスの歌やお話をみんなで楽しみましょう
12月 生まれのお祝いもします

10:00～ 11:00

成瀬くりの家保育園
要予約 (11/251300
～ )

誕生会 12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

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)親子のふれあい遊びやクリ
スマスの歌やお話をみんなで楽しみましょう

14:00～ 15:00

:9 ホ 成瀬南野保育園
要予約 (10組 11/26
900～ 11/30締切)

ヨガストレッチ ママの為のヨガストレッチです 日頃の
疲れを癒してみませんか 保育付き 飲み物、バスタオ
ル等の敷物持参

9:30-10:30



19 ホ

光の原保育園 要予約 (1組 )

体験保育 (0歳)H29.4.1～ H303.31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
の崇青だムル奏!_`繊 71圭 l´ 上ら

9:30-10:45

南つくし野保育園
景 ア 祠 合ヽ 7フ ス 3租 ノ

有料 (昼食1食300円お
わ つ 1査 loo回 ヽ

親子体験保育 (3か月～5歳 )保育園つてどんなとこ

ろ?親子で体験してみませんか ?給食・離乳食もご用意
ネ 書 士 オ

930～給食終了

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歳児クラス年齢対象)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

こびとのもり保育園
要予約 (3組 11/26
10:00～ )

12月 お誕生会 (0～ 2歳 )12月 生まれのお友運、保育園

のお友だちとお誕生日のお祝いをしましょう 手作りの
カード葬ザl′ギットl_士十

10:00～ 10:30

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30～ 16:00)

体爾あそび (1歳 6か 月～5歳 )=肉 や園歴でおもいつき

り体を動かしましょう 親子共に動きやすい服装で来てく
だ六l_、わ

10:00～ 11:00

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

20 ホ

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、クリスマスの歌や

お話をみんなで楽しみましょう
10:00～ 11:00

もりのおがわ保育園
要予約 (6組 11/26
930～ )

育児講座「排便のメカニズム」(0～ 3歳 )看護師から排
便の話を聞いた後に聴診器で体の音を聴いてみる体験
もします

10:00～ 11:00

こびとのもり保育園
要予約 (7組 11/26
10:00-)

おむつはずし講座 (1～ 2歳 )おむつはずしつていつから

始めるの?やり方は?などおむつはずしのコツをお話し
します

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。お気軽百児相談・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
作し,ます

10:30～ 11:00

レイモント
・
南町田保育園

要予約 (8組)予約受
付時間(a30～ 1000)

Speda!Day『聞かせ屋けいたろう』さんが遊びに来てく
れます お話を一緒に楽しみませんか? 11:00-11:30

2: 金

ハッピードリーム鶴間 由
ハッピーこっこ 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

〕:30～ 11:00

ハッピードリーム鶴間 σ
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 !

〕:30-11:00

成瀬南野保育園
要予約 (お祝い2組・見
学3組 11/26900～
11/30締切)

誕生会 誕生月のお友達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

成瀬くりの家保育園
要予約 (11/2613Ю 0

～)参加費800円 ―

時俣書代珈l徐

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

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!0歳児クラス体験保育(0～ 1歳)同い年
の園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

22 土 レイモンド南町田保育園 滋
Saturdayれ もんてぃ一 土曜日に、子育て支援室「れも
んてぃ一」の開放を行つております お気軽に遊びに来
てくださいね !

9:30～ 12:30

25 火

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 11/26
9:30-)

クリスマス誕生会(0～ 3歳 )12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!

9:50-11:15

こうりん保育園
要予約 (5組 ～12/19)

駐車場4台

お楽しみ会 職員の出し物の他、12月 生まれの誕生会
も行います サンタさんも登場します (予約受付平日
10:00-17:00)

10:00～ 10:45

市立金森保育園
要予約 (15組 11/26～

平日9ЮO～ 17ЮO)鶴
間会館

育児講座「リズムあそび」(6か月～1歳5か 月)講師を
招いて親子で色々な楽器に触れてリズムあそびを楽し
みます

10:00～ 11:00

27 ホ 光の原保育園 0 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

28 金 町田南保育園
要予約 (6組 平日1000
～1■00)駐車場7台

わらべうた。ベビーマッサージ(0～ 8か月)わらべうたに
合わせてベビーマッサージを楽しみましょう

10:00-12:30

病児・病後児保育とは・・・
C病児保青・自病気にかかつているお子様を医師の指示に基づいて医療機関に併設した専用の施設で一時預かり保育する事業です

*実 施している施設"はやしクリニック病児保青室
‐ 病後児保育"「病気の回復期」にあり、医療機関による治療の必要はないが安静の必要があるときお子様を保青口に併設する

専用の施設で一時預かり保青する事業です
*実 施している施設"ききょう保育日(ひまわり)Jヽ野路保青口第一分口(つくし組)

高ヶ坂ふたば保青日 (こすもす)かえで保育口(れんげ)

7



★☆子どもセンターばあた7ログラム★☆
◆膠あたキリス
日晴「12月7日・:4日 (金曜日):::00～ ‖:30※ 7日僣:2月生きわ 宙誕生日会、14日いり′スマス会です
場所13階『うふこJ対象:0歳～霜学前の乳幼

…

願者 向彗親子体操、手遭び、ゲーム、R、 お僣むじむこ
◆轟ちゃんタイム
日時:'2月 :3日 (ホ曜日):::00～ :2:00 場所13階「うふこ」対象:0歳0乳肛 その保護者
向害:ふれあい遭び、おい べι陶イム、手形足形ス¨ こ
◆お憾むし勝じきるよ
日時:12月 3日・,7日 (日曜日):::00～ ‖:30場所12階『世ころJ

対象:0歳～駆学前の乳幼腫 その保護者 向書:絵本・紙芝居、パネ′ιシアター、わらべうた0こ
ポランティア:「お勝0しこん碑 hJによるお話会です

I問い合わせ先l子Ctセンターばあた 金森4-5-7 TEL8042-788-418:

子育てママのしゃべιl場
ママても書てもない自分自身を見つめる時間はあι膊けか ?ソーシャ′Lワ十 の仕野恵子さんを中JLに普段思っ
τいることを話したι

l、 参加者0お話をH11たιける場所です

日 時 :12月 12日 (ホ曜日):400～ 15:30(経7が予定さι]遅くなる場合あ
`l)対 象 :市内在住の乳幼児を子青τ中の保護者(保育あιl)

会 場 :なる世駅前市民センター 定 員 :10名 (抽選 )

持ち鞠(保育のため):白やつ、飲諄鞠、タオ′し、書替え、オムツ、aしιHき、ビニール袋
申し込み ::1月20日～,2月5日 (土、日を鵬K)※定員に空きがある場合は当日春て

…申し込み・問い合わせ先:子こt家庭支擬センター 電離3042-724-4419

襲 ≧

親子同室講座『1年生ママのスペシャ′ιきしゃポッポJ

鷹則3口受講できる方

"じ
ッシュJ ライ77ランニングに鯖 J「絵本ピ7リオ′卜′L』 *σ巻ホ

4日 (火)9:OαいJ引曳E帽 センターヘ(042-728-0071)
IH01合わせ先】町田市生涯学習センター 町田市原町田6-3-, TEL :042-728-007:

『 κ J「ιl・ 刊円陶て‖阻師
=J～

昭和薬科大学&町田地電子青τ相餞センターコ琳 企画～

お子さんと―錯に読出ちゃ菫 遭びなから、おくすιlt漢方、健康、子書τ等について相議で壷賛

日時:12月4日 (火曜日)10:00～ ‖ :30  場所 :昭和薬科大学構内  ■日 :無料
対彙:0～ 1歳のお子さんこ保護者 20組程度(先着願)駐 車場 :,0台(予約刷 )

*町田駅日辺か為昭和薬科大学きてバス送迎あιlご利用希望の方はお申込み時にお伝えください
予約受付 :2018年 ‖月12日 (月 )～ :2月 3日 (月 )平日9800～ 17:00

※予的かすでに轄滲ってll●オ′

I申し込み・F轟 1合わせ先1町田地域子育τ相餞センター 電話8042-710-2747
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: この「子育てひうけ力じンターJけ町田市公式ホームページてもご覧いただけ春す ′I       I

I ♪各地城版PDFフ ァイfLをご覧になι:たい方はこちら                      1
:    7ペ ージ  子育てサイ   てかける  町田市子育τひうけカレンター : 日号    l

l h‖μ//kOSOdale―mac‖da。lokvoJP/mokule‖/1/3/2772.hlml             l
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※喜予約Of てください
このカレンダーは町田市子ども が発行しております

冒目言舌 042-724-4468(1望 贅豊)  Fax 050… 3101-9459
「この冊子は、8500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◎
この印用物は、印刷用の紙ヘ

リサイクリレできます。


