
寒<なつて<ると体調を崩しやす<なります。大人も子どもも寒さに負けない身体づ<
りを心がけていきたいですね。そして、体調を崩してしまつたらまずはゆつ<り休みま
しょう。今月も元気な子どもたちの声が間けることを楽しみに、あそびの会や開放等で
待つてます。
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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)

●みちようひろ膠/晰鑽醸鬱⑬
日時/場所/内容
◆8日 (火)14:∞～15:∞ /金森保育園/

ら、れあい遊びなど ししまいがきます !

◆22日 (火)14:∞～15:∞/金森保剤 ン
親子で簡単ストレッチ、ら、れあい遊びなど

●40代ママの会/40代ママこホ就学児
40代で出産を控えている方

日時 :16日 (水)10:∞～11:∞
場所 :金森保育園

内容 :40代で出産を控えている方、40代で出産した
子育て中のママお子さんと一緒に遊びましょう
情報交換できますよ

１
ヽ
、

]´凸
:=為

  9:∞～11:○○         |
13:∞～15:∞          !

16日 (水)  9:○○～11:○○

18日 (金)  9:○○～11:30
22日 (火) 13:∞ ～15:∞
23日 (水)  9:○○～11:○○

※年始は 1月 3日までお休みです

●体育あそび/1歳0か月～未輔学児
日時 :23日 (水)10:∞～11:∞
場所 :金森保育園
内容 :ボールプール、すべり台、体操など

晴れたら外でも体を動かして遊びましょう

′

′

●わんわんひろげ/鵞 鐵0お鼈言驀就学冬
日時 :7日 (月 )10:∞～11:∞
場所 :S、れあいもみじ館 (金森東 3-1714)
内容 :ふれあい遊び、体操など  ししまいがきます !

★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。

●ぶちわたひうけ/ヽ木贔仄珀ヾ鷺濃命はほ檬
日時/場所/内容
◆8日 (火)10:∞～11:∞ /金森保育園

6ヽれあい遊び、誕生会など ししまいがきます !

◆21日 (月)10:∞～11:∞ /6、れあいもみじ館
(金森東 317-14)

おしゃべり会、6、れあい遊びなど

室内開放 月曜日～金曜日 9:○○～16:○○
(ラ ンチタイム  1130～ 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:○○

●ゆ ι:っ こひろげ/未就学児
日時 :24日 (木)10:∞～11∞
場所 :成瀬台ゆりの本会館 (成瀬台3丁目9-5)
内容 :S、れあい遊び、体操、ししまいがきます !

調剤薬局の薬剤師が来ます。
お薬のことなど間けますよ。聞きたいこと
募集してます !

ヽ_口 __口 __““――“―…………………――――´イ



ちょこっこボランティアきだ

ひろばで遊ぶ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。

下記の日程の室内開放の時間に行いま

す。お気軽にご参加<ださい。

日時 :2019年 1月 17日 (木 )

9:00-16:OO
(※ 11:30～ 13:30ランチタイム除<)

場所 :金森保育園多目的室

時間 内な らいつで
OK!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Fo5い 合わせ<ださい。

育児講座
「身近なもので思いきι:遊ぼう」
日時 :2019年 1月 30日 (水)10:OO-11:OO
場所 :成瀬コミュニティセンタ

対象 :1歳～3歳

講師に平田幸宏氏をお迎えし、身近なものを

使つて親子でダイナミックに遊びます。お家

でもできそうな遊びがあるかもしれません。

親子で楽し<遊びましょう。

※要予約  15組
※受付 2018年 12月 25日 から

(月～金曜日9:00-17:00)

駐車場は
ません

みんなの掲示板ご活用くださら1′

「みんなはどうしてるのかな ?」 など、間いて
みたいことを気軽に情報交換ができるように、
多目的室に掲示しています。
どなたでも「聞いてみたいこと」「お返事」を書
<ことができます。ぜひ、活用して<ださいね。

家事の手抜き
はどうしてま
すか?

好きなことは |‐

きちんとやって・
好きでないことは

過去のQ&Aは掲示板横の
ノートにあります。こちら
も開いてみて<だい !!
例
0離乳食での工夫は?
・幼稚園情報を知りたい
・夜泣き対策で効果的だつ

たものは?
・歯磨きをイヤがります

どうしたらいい?
・簡単に作れるおやつは?

※開放中は、基本的には職員が近<に居ます
ので、気軽に声をかけて<ださいね。

・遊びのおしまいがうま<できない
・元気すぎて目が離せない
・場所に慣れにくい
・大きな集団に入れない

日時 :1月 18日 (金)9:○○～11:30
場所 :金森保育園

:わくわ<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。

:遊びの中でお子さんの好きなことや得意なこ
機とを見つけましょう。関わり方のヒントも見
‡つけられるかもしれません。
t予約はいりませんので、直接お越し<ださい。「

リサイクル通性◎

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


