
町田市子育て●●

「カレングー
(南地域版)眼
a住きいの近くの「子育てひうけ」を
こなたても遊びに来てくださいわ
イベントの詳細勝各国にお問い合わせください

覧
ご案内します

町田市子育て情報配信サービス
『勝っこメー′L春ぢだ』

町田市から子育ての
「膠っこな情報」
「ぼっこする情報」
をお届l■し春す′

ORコードで構帯電話
から手軽にアクセス

子育てひろぼ力じンター配市場所
「子育てひろば力じンター」はこの南地域版の他に
「堺」「忠生」「町田」「鶴‖」地域版があι:春す
各地域のカレンターは町田市役所・市立保青園等で配布してい春す
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、なる世駅前市民センター、総合体育館、
子どもセンターばあた、しのけら小児ク|′ニック、小児科高橋E院
相鎌ローゼン成瀬店、三和小i:l店 他

↓今日の掲載日てす

11:l111:ll11ll:i 瑚 T●II 漱 避

成瀬くι!の家保育園 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r31たば保育日 町田市高ヶ坂7-26-6 042-720-8215 042-720-8217 ○

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

市立金森保青□
(南地域子青τ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 ○

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

こばこ保青ロ 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 ○

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

′ヽリピードリーム鶴間 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ιlのあがわ保育日 町田市小川1-11-2 042-788-7025 042-799-2070 ○

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

こびこのもιl保青□ 町田市小川6-1-32 042-850-5423 042-795-1455 ○

レイモンド南町田保育園 町田市鶴間84-30クレイント
・
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

※天候によιl慶要や中止の場合があらl春すので各国にお問ιl合わ世くださら1

※特に記載かなら1限ιl駐車場はあらl審世ん お車での来□勝ご遠慮ください
,



<お知ら世> このページに勝、定期的に開催されるイベントについて掲載していきす

特に記載のない限
`:¨

①日曜日、祝日および年末年始の12/29～ :/路てはお休みです ②各イベンロ です

③駐車場はあιl春せん④各イベント勝保護者(スは大人)こ一緒の参加

“

⑤年齢記職かないイベン離 未輔学児対象です

<高ヶ坂保育園>
口子育て相談
2019年 1月 毎週月～金曜日 10:00～ 10∞

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
2019年 1月 21日 口28日 (月 曜日)口 8日・29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

口あそほう会 口庭・室内遊び・集まり

2019年 1月 15日・22日 (火曜日)930～ 12∞

親子で、又、在日児と一緒に園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～ )

<市立金森保育園>
口口庭開放
2019年 1月 毎遇月～土曜日 830～ 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 (030～ 16:00)

・育児相談
2019年 1月 毎週月～金曜日 830～ 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～ 16:00)

・室内開放
2019年 1月 毎週月～金曜日 900～ 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1130～ 1■30

地域専用駐車場5台 (a30～ 16100)

・育児サークル支援
2019年 1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談、

おもちやの貸し出し等をしています

お気軽にご相談ください

おもちやの貸し出し要予約 (■00～ 17:00)

地域専用駐車場5台 030～ 16:00)

口親子体験保育
2019年 1月 毎週月～金曜日 9:00～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2∞円

駐車場は利用できません

<レイモンド南町田保育園>
・口開放 (れもんてい―)

2019年 1月 毎週火口水・木曜日 眈30～ 1230

子育て支援室にて日開放『れもんてぃ一」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>
・□庭開放

2019年 1月 毎週月～土曜日(10日 午後を除く)

9:CЮ～ 17:00

日庭を開放しています 気軽に遊びに来てください

・子育て相談口子育て支援スペース開放

2019年 1月 毎週月～金曜日(4日 口10日午後・15日 午前日

16日 午後口17日 ～31日を除く)

9100-12:30  15100-17:00

保育口に来て、友達の輪をひろげませんか

育児に関する相談もお受けしています

・おひさま文庫 (0～3歳 )

2019年 1月 7日 (月 曜日)・ 9日・16日 (水曜日)

11日 (金曜日)11100～ 12:00

親子でゆつくり本を選びませんか 本の貸出を行い

<南つくし野保育園>
口園庭開放
2019年 1月 10日 から毎週月～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

<ねむの木保育園>
口ねむの木ひろば
2019年 1月 9日・23日 (水曜日)1000～ 11:00

親子で一緒に遊びましょう♪ 成瀬が丘ふれあい会館

<こびとのもり保育園>
・子育て相談

2019年 1月 毎週月～金曜日 1000～ 16:00

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)

2019年 1月 毎週月日水・金曜日 1000～ 15m
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

<成瀬くりの家保育口>
口園庭開放
2019年 1月 7日 から毎週月～金曜日 10:00～ 11:00

保育日のお庭で遊びましょう 雨天中止

・まろんひろば(室内開放)

2019年 1月 7日から毎週月～金曜日 1000～ 15100

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



<こうりん保育園>
・日庭開放

2019年 1月 毎週月～土曜日(10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

口子育て相談
2019年 1月 毎週月・水口金曜日
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～ 17:∞ )

口りんりんひろば
2019年 1月 毎週月日水・金曜日 鋭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

<成瀬南野保育園>
口園庭開放
2019年 1月 毎週月～土曜日 9:∞～1130
保育国のお友達と―緒に遊びませんか ?

<町田南保育園>
口保育口で遊ぼう
2019年 1月 9日 (水曜日)

10日・17日・24日・31日 (木曜日)・ 18日 (金曜日)

15日 口22日・29日 (火曜日)9:30～ 12:30

保育日の日庭やホールで保育日の子ども達と一緒に
遊びましょう 駐車場7台

<もりのおがわ保育園>
・子育て相談

2019年 1月 毎週月～金曜日 9:∞～17:00

食事や睡眠、毎日の子育てでの悩みなど、
お気軽にご相談ください 電話でも受け付けます

・室内開放
2019年 1月 毎週火口水・金曜日
9:30-12:30

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 !

つくし野天値幼稚日

・□庭開放 (バンピの広場+ラン手サロン)

2019年 1月2,日 (月)9::5～ 12:30
日鷹開放「バンピの広場」を行っておιl春す
□庭て遊んだ後は、こ持参頂いたお各当を
お部屋で食べるここが出来事す

・室内開放 (こあら′L―ム)

'～

21詢未満
2019年 1月22日 (火):3:00～ 14
20,9年 1月23日 (月):0:00～ ::

0～ :歳未満
2019年 1月 :0日 (ホ)10:00～ ‖
2019年 1月 15日 (火):3:00～ :4

書響「螢二轟脅塁髪裏tt天言を翼言育各言警告
けるようお部屋を開放していきす
喜予約 :10組 (12/25から受付)

※:2/29～ 1/7勝お休みになιi春す
費用 100円 (お母さんにおやつこお茶が出手す)

I問い合わせ先】
つくし野天値幼稚□

つくし野2-18-4 TEL:042-795-5127

０

０

　

　

０

０

０

３

　

　

３

０

<光の原保育園>
・育児相談

2019年 1月 毎週月～金曜日 a∞～17●0
食事のこと、睡眠のこと、発達について、青児での
お悩みなどお気軽にご相談ください 要問い合わせ

・園庭開放
2019年 1月 毎週月～金曜日 10:00～ 10oo
保育日のお庭で遊びましょう!!

金森□書館からのお知らせ

★お騰 し会★
1月9日・16日・23日 030日 (ホ曜日)

15:00～

★ぢ37言哺謳障葛翻昌ル幼児向Ifaはなし会)

‖:00～
※おけなしのへやけ10:40から聞いてい春す

場所 :金森日書館 2階 お出 しのへや

IH01合わせ先l

金森日書館 金森東3-5-1
TEL3042-710-1717

斜

日時::月 ‖日、,8日、25日 (金曜日):0::5～ ‖:30

(ラン手タイム‖:30～ 12:30)

獅 繭 鮮 軋
I問い合わせ先 lなん

需著野覆究開雰覇需F覇琴聟P潮

3



<こばと保育口>
口口庭開放
2019年 1月 毎週月～金曜日 9:∞～12:∞

滑り台・砂場や保育日のおもちゃを使つて遊びましょう !

※18日 は日行事の為休止 駐車場あリ

ロ育児相談
2019年 1月 毎週月・水・金曜日 980～ 1230

子育てについて(食事・睡眠ロ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(12/2510:∞ ～)駐車場あり

口こばと広場 (室内開放)

2019年 1月 毎週月・水口金曜日 鋭30～ 1200

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

<町田わかくさ保育園>
ロロ庭・室内開放
2019年 1月 毎週月～土曜日 9:∞～17:00

親子で日庭・室内遊びを楽しみましょう

大型遠具も充実しています !

あったかなるせ室・飲食可 駐車場5台 (a∞～16:00)

・図書貸し出し
2019年 1月 毎週月～土曜日 9:00～ 16:∞

図書の貸し出しを『あつたかなるせ室」で行つています

駐車場5台

口育児相談
2019年 1月 毎週月～土曜日 9:00～ 16爛

育児に関わることの相談を受けています

些細な事でもお気軽にどうぞ 駐車場5台

口わかくさ綸食
2019年 1月 ‖日(金曜日)・ 15日・29日 (火曜日)

11:30～

当日自慢の綸食をぜひ食べてみませんか?
離乳食・アレルギー除去食 (卵 E牛乳のみ)応相談

要予約(3組)大人300円子ども200円 駐車場5台

・わらベビ数室(2～ 6か月)

2019年 1月 22日 口29日 (火曜日)1030～1lm

蹂譜 蹂

"梶

歌 整蜜電ξ提『
ツクス

要予約(Ю組)駐車場5台

ぶちくれよんひろば

午前中の学童保青クラ7t闘はしていきす

1日月け

日時∵月:軍猥野蟹長寵鶴尋澤霧〃圏謁藤1145
※29日は領  

『EOパンツて隔 ちゃおう」を

予定してい手す

2(南第二Jl学校肉)

-3384
2(南躍口小学校隣持)

★☆子どもセンターばあん7ログラム★☆

◆ばあたキ■ス
日障 :日 ::日・:8日・25日 (金曜日):::00～ ‖:30

場所i3階『うふこ」

対象:0歳～輌学前の乳幼い 保護者

向審親子体操、手遭び、ゲ¬L工作、お勝むじむこ

※::日け:日生詢 富誕生日

…

す

◆轟ちゃんタイム

日喘 :日 10日・24日 (ホ曜日):::00～ 12:00

場所i3階「う81こ J

対彙 0蔵の乳ltt― 護者

内害:10日 =ふれあい道び、おし響Viタイム、

手形足形スタンフ0こ
24日 =ふれあら

'遊

び、おしぼψ l‐9イム

諄む■っこお悩み相饉室なこ

※24日勝南―
■τ相餞センターの職員が凛審嗜

◆お隣 し勝じ春るよ

日障 :月2:日 (日曜日):::00～ ‖30
場所12階「世ころ」

対象:0歳～輔学前の乳幼¨ 者

繋靭    濡 議 す
I問い合わせ先l子こもセンターばあた

金1籠4-5-7   TEL:042-788-418:

― 名 レ ′

～:(H購崎22自暉鴨膠コぼ″ d扁層吼″～

今後の予定 :基本的に毎日火曜日

(*:2月勝ホ曜日)

2018年 12月20日
*

20:9年 1月29日 2月 20日 3月26日

時間 : 13830～ 14830
対象 :10代から22歳く弓 l●でのィィこ任帽駐ん

師 :篠
需 怖 ‰ MACⅢD鋤1酬離

※予詢勝必要あι勝せん a気層にお饉しください

問い合わせ先:J腱日U晴子冑τ相露セシター

EE042-789-7545

ヨ
シュし春しょう ′

め66Gめ め66Gめ め66Gめ 066Gめ め
4



<イベ ントカレンダー > ※ィベンЮ 詳細につらlτ勝各国にお問い合わ世ください
持に記職のない限ιl、 開催場所勝主催保育日です 春た各イベントは保護者(ス勝六人)こ―緒の参加こなι勝す
悪天保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世ください

日 ■ ■
―

予的・費用・場所他 イベント名(対象年齢 )・イベント肉害 時間

7 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

わんわんひろば(1歳6か月～5歳)お友だちとおもちゃ
であそびましょう お正月にちなんだ獅子舞が登場しま
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
カレンダー作り・誕生会

10:00～ 11:00

8 火

ハッピードリーム鶴間
要予約 (平 日1000～
1700、 前 日の正午ま
で 右ヽ魁 餘 合書ヽ

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

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)おもちゃで遊び
ましょう お正月にちなんだ獅子舞が登場します
1月 生のお祝いもします

10:00-11:00

成瀬くりの家保育園
要予約(12/2513Ю 0
～)観性寺

新年のお参り 新年のお参りを一緒に行ないませんか 10:00～ 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をしま
しょう お正月にちなんだ獅子舞が登場します

14:00-15:00

9 ホ

光の原保育園 要予約 (1組 )

体験保育 (0歳)H294.1～ H30331生まれのお子
際 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

高ヶ坂ふたば保育園 OoO おひさまくらぶ 1(0～ 3歳 )プレ幼稚園のくちこみおしゃ
べり会

10:00～ 11:00

レイモンド南町田保育園
要予約 (10組 予約受
+f9:00-16:00)

遊び歌「シンガーソングライターシヤケさん」と遊ほう
「シンガーソングライターシヤケさん」と、歌遊びや触れ合
い遊びを楽しみませんか

10:00～ 11:00

ハッピードリーム鶴間 南町田会館Bホール
にこにこランド ふれあいあそびや′ヽネルシアターで桑
しく遊びましょう お誕生日月のお友だちは誕生日会を
行います

14:00-15:00

10 ホ

町田わかくさ保育園
要予約 (10組)雨天時
室内 駐車場5台

おもちつき 保育園のお餅つきに参加しませんか つき
たてのお餅はおいしいですよ 容器とお箸を持参してく
ださい

10:00～ 11:00

もりのおがわ保育園
要予約 (8組 12/25
針30～ )

幌子体操 (2～ 3歳 )体操の先生と一緒に楽しいリズム

体操などをして親子で体を動かしませんか ?飲み物持
参

10:00-11100

金

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～ 11100

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日900～
17:∞ )

こあらくらぶ(0歳)0歳赤ちゃんの会 スキンシップ遊び
など

10:00～ 11:00

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

町田南保育園
要予約 (3組 平日1000
～1700)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

:5 火

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

高ヶ坂保育園 υ
らそほう会 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

こばと保育園
要予約 (10組 12/25
1000～)駐車場あり

誕生会 (2か月～5歳 )1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
せんか ?

10:00～ 11:00

:| ホ

南つくし野保育園
要予約 (各クラス3組 )

有料 (昼食1食300円
おやつ1食loo円 )

親子体験保百 (3か月～5歳 )保育回つてどんなとこ

ろ?親子で体験してみませんか ?給食・離乳食もご用意
できます

930～給食終了

レイモント
・
南町田保育園 辞

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

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30-16:00)

10代ママの会 40代で出産、子育てをしているママ(妊

帰可)で集まりましょう 情報交換や、親子のふれあい遊
びをします

10:00～ 11:00

高ヶ坂ふたば保育園 90摯。9 おひさまくらぶ 2(0～ 3歳 )身体測定・誕生会 10:00～ 11:00



日 曜 主催籠離 予約・費用・場所他 イベント名(対象年齢 )・イベント内書 時間

16 ホ

こばと保育園
要予約 (4組  12/25
1000～ )有 料 (親子で
500日 ヽ 蜂童爆ふ‖

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

成瀬くりの家保育園
要予約 (12/251300
～ )

誕生会 1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

こうりん保育園
姜予約 (10組 )都 宮金

藤第6アパート第 2集会
き 酔宙捏五会

寝相アート(0歳 )テーマは「冬」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～ 1700)

10:30-11:30

光の原保育園 666 親子体操 (1～ 5歳 )親子で一緒に体操しましょう!心も

体もリフレッシュ !!
14:30～ 15:30

17 ホ

こうりん保育園
要予約 (5組 ～1/11)

駐車場4台
お楽しみ会 職員の出し物の他1月 生まれの誕生会も
行います (予約受付平日1000～ 1700)

10:00-10:45

光の原保育園 ③
おしやヘリアイータイA ゐ余を臥ら御 b`おしやへ りし

ましょう !育児のこと、家庭のこと、悩みごと"・ みんなで
筆IじJti´ 上ら :

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。お気軽育児相談・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
稚‖士十

10:30～ 11:00

:8 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 言葉が遅い、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
9:00-11:30

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

ハッピードリーム鶴間
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

9:30-11:00

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

成瀬南野保育園
要予約 (お祝い2組・見
学3組 12/25 9ЮO～

170012/28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

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「冬」 お尿から衣装を着

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

21 日

高ヶ坂保育園
要予約 有料 (給食代
300R)

体験保育 (2～ 5歳)保護者の方と一緒に給食までの時
司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)ママたちのおしャ
ベリ会をしましょう 親子で楽しく遊んだりふれあい遊び
もしましょう

10:00-11:00

こばと保育園
要予約 (8組 12/25
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
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

町田わかくさ保育園
要予約(2組)親子食
事代500円 分園

分園体験保育 (0～ 2歳 )H28年4月 2日 ～H30年4月 1日

生まれ対象 分園のお友達と親子で一緒に過ごしましょ

う 離乳食なし 園見学も可

10:00-12:00

こうりん保育園
要予約 (8組)都営金
森第6アパート第2集会
室 駐車場4台

スクラップブック作り お子さんの写真を可愛く飾りましょ

う(有料1000円 大きいサイズになるため)持ち物あり 電

話で確認 (予約受付平日1000～ 1700)
10:30-11:30

22 火

高ヶ坂保育園 ゆ
あそぼう会 誕生会 1月 生まれのお友だちの誕生会を
行います 歌とカードのプレゼントがあります 誕生会は
11:30～

9:30～ 12:00

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
ちゃんの心もからだもスッキリ 各自バスタオルを1枚ご
持参ください

10100-11:00

高ヶ坂保育園 要予約
プレママルーム にじつこ(妊娠期～生後4か 月)保育
園のおやつを食べてお喋りしながらみんなで「手作りお

もちゃ」を作りましょう !

13:30-14:30

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)お子さんを遊ばせながら情
報交換をしましょう 簡単なママのストレッチをして体を
ほぐします

14:00～ 15:00

23 ホ

町田わかくさ保育園
要予約 (5組 )

駐車場5台

0歳児みるくクラブ 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 外遊びもできます 園
見学も可

9:45-10:15

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30´ V16:00)

体育あそび(1歳6か 月～5歳)室内や園庭でおもいつき

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

ださいね

10:00-11:00

|



日 曜 主催蘭離 予綺・費用0場所他 イベント名(対象年齢 )・イベント内害 時間

23 ホ

こばと保育園
要予約 (3組 12/25
1000～)駐車場あり

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

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

ブレママ&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

24 ホ

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 12/25
3:30～ )

1月 誕生会(0～ 3歳 )1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

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 薬剤師が来てくれます お薬について

同でも聞いてみましょう お正月にちなんだ獅子舞も登
EIます

10:00-11:00

町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )

駐車場5台

集まれ !育休ママ講座「育児と仕事」育休中のママ、
仕事と子育ての両立のコツなどお話ししましょう ヒント
がみつかるかもしれません

10:00～ 11:00

25 金

南つくし野保育園 慟
ちょつとほつとカフエ(2～ 5歳)子育て中の保護者同士

でお茶を飲みながらお話しませんか ?健康相談。身体洲
定もしています

9:30～ 11:00

こびとのもり保育園
要予約 (3組 12/25
10:00～ )

1月 お誕生会(0～ 2歳 )1月 生まれのお友達、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
ドをプレゼントします

10:00-10:30

成瀬くりの家保育園
目[月

'静
|(12/25 13:00

～)参加費800円
一時俣音代卿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

光の原保育園 OΔ 。
わらべうた 伝承遊びのわらべうたで親子のふれあいを
楽しみましょう

10:00-11:00

ねむの木保育園
要予約 (定員15組

12/251000～ )駐車
爆専相談

みんなで遊ぼう!～保健講座 &昔遊び～ ブラックライ
トを使つた手洗い指導や昔遊びを楽しみましょう

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!0歳児クラス体験保百 0蔵児クラスの

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

町田南保育園
要予約 (5組 平日10∞
～1700)駐車場7台

わらべうた。ベビーマッサージ(2～ 8か 月)楽しいわらべ

うたに合わせてベビーマッサージをしましょう 予防接種
後は2日 後以降にお越しください

10:00-12:30

21 土 レイモンド南町田保育園
Saturdayれ もんてい一 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

〕:30-12:30

28 月

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

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 El重爆4台

いっしょに遊ぼう 豆まきの鬼のお面作りをします
(予約受付平日1000～ 17ЮO)

10:30-11:30

29 火 こびとのもり保育園
要予約 (7組 12/25
10:00-)

節分製作 (1～ 2歳児のお子さんと保護者)親子で楽しく

節分の製作をしませんか? 10100-11:00

30 ホ

市立金森保育園
要予約 (15組 12/25～

平日9:00～ 17:00)成瀬
コミ■二千ィヤ勁 ―

育児講座「身近なもので思いきり遊ほう」(1～ 3歳の親

子)身近なものを使つて親子でダイナミックに楽しめる
#パ多i_ます

10:00～ 11:00

成瀬くりの家保育園
要予約 (12/2513Ю 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

病児・病後児保育に登録していますか ?

病児保青 は「病気にかかつているお子さん」、病後児保青は「病気の回復期のお子さんJを環境の整つた専用の施設で
お預かりし、一人ひとりの症状に合わせた保育を行います 利用するには事前登録が必要です(下記の各施設にご連絡く
ださい)

【対象児童】町田市に住所を有する児童(町田市内の認可保青口に在籍していれば市外の児童も可)

【対彙年齢】病児保青¨生後4か月～小学校2年生まで 病後児保青…口おおむね1歳～小学校3年生まで
【実施している施設】

はやしクリニック病児保青室……………………………■042-793-3722

ききょう保青□病後児保育室『ひまわり』・…………■042-735-2242

小野路保育口第一分口病後児保青室『つくし組』・・■042-708-0231

高ヶ坂ふたば保青口病後児保青室『こすもす』・̈ ・L042-720-3215
かえで保青口病後児保育室『れんげ』・̈ ¨"¨ L̈042-798-0511

″



親子の絆づくιl■ログラム
“希ちゃんがきた I・ (愛称:BP7ログラム)

～思春期から花開く0歳時期の育児～

BP勝初めて赤ちゃんを育τている母親のための7ログラムです 赤ちゃんこ一緒に参加しτいただき賛
母親同士て書心てきる露口気の中で、自分の青児の喜びや親こしての選いことを話し合いなからこれから
の子育てに必喜な知識を学ぶ、参加型7ログラムです 聞きたいここを聞いて普段の生活に役立てたιl、 な
だぢ作ιIの機会にしτいただlfたらこ思い春す

日  程 :全4回連続講座(毎週ホ曜日)

20'91軍2月6日・13日・20日・27日

時   間 :9:30～ :::30

対  象:2018年 8月23日～20:8年 12月0日生参れ

町田市民の第 1子こ母親

定  員::0組 (先春順)(定員を超えてお申し込みがあった場合勝キャンセ′ι待ちこむι勝す

キャンセrLが出た際、先善順て連絡をさせていただ
=討連絡かつかない場合には、次の方に連絡をさせていただき討 予めご了承ください)

場  所 :町田市民文学館 ここけらんこ(町田市原町田4-16-17)
費  用:864円(税込・テキスト代 )

申し込み:電話きたけ、下記の地域子育て相談センターヘ直持お越しいただきお申し込みください

予約受付 :20'8年 12月25日 (火 )～ 平日9:00～ 17:00

申晩 諄OF轟 1合わせ先 :町田地域子育て相餞センター電話:042-710-2747

※講座の詳細、各地域の開催スケジュー′しについては、春ぢだ子育てサイトを_‐Eください

親こ子の春むびのひろげ

日時 :「きL●ポッポ」

'日

8日・:5日・22日 (火曜日)14:00～ 16:00
「パパきじゃJ :月 28日 (日曜日)14300～ 11:00

対象 :町田市内在住000'歳児こ保護者、マタニティの方 (「きしゃポリポ」のみ)

場所 :町田市生涯学習センター 1階 保育室

内書 :「きじゃrfwポ Jスキンシッ■遊び、手遊び、絵本の読み日かせ、子育て情報変換むこ
「パパきしゃJスキンシッ7遊び、手遊び、絵本の読み日かせ、雄 ちゃl肺 こ

費用 :無料

申し込み:不要(直持会場へ)

※きじゃポッポヘの参加勝月2回春でです ご部合の良い口を選んでご参加ください

IHll合わ世先l町口市生涯学習センター 町田市原町田6-3-l TEL:042-728-007:
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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、8600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)」
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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。


