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南地1或子育て相談センター
(町田市立金森保育園)

●わたわんひろけ/1歳0な露■ホ軸学鷺
日時:4日 帽)10:∞～11:00      /場所変
場所:釜筆:ミミ熙           《ヽ あります
内容 :紙ふぶき、6、れあい遊び、体操など

●たのしいお
`lが

み/ホ就学瞬 護者
日時 :19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保護者が季節の折り紙

(おひなさま)を楽しみましょう

●ゆ
`:っ

こひろば/ホ就学児
日時 :21日 (木)10:∞～11:∞
場所 :成瀬台ゆりの木会館 (成瀬台 3丁目9-5)
内容 :「マザリーズ (親子の関わりを深めるコミュニ

ケーション)」 のお話をします

●諄なみっこひろぼ
日時/対象 :25日 (月)10:00-11:15/O歳 ～3歳
場所 :鶴間会館 (鶴間 6-8-37)
内容 :「マザリーズ (親子の関わりを深めるコミュニ

ケーション)」 のお話をします

●体青あそび/1歳0か月～未質学児
日時 :27日 (水)10:00～ 11:OO
場所 :金森保育園
内容 :エフ トランポリン、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

まだまだ寒<て外に出られない…そんな時は、室内開放やあそびの会に来て<ださい。
職員が近<にいますので、ちょっと間いてみたいことなども質Fo5して<ださいね。
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《室内開放》
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●ぶぢわんひろけ/
日時/場所/内容
◆5日 (火)10:∞～11:∞/金森保育園

ミニ講座 (卒乳について)、 ふれあい遊びなど
◆18日 (月)10:∞～11:∞/ふれあいもみじ館

(金森東 3-1714)
リズムあそび、誕生会、ふれあい遊びなど

☆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。

●ホうようひろば/9か魔春で
日時/場所/内容
◆5日 (火)14:∞～15:∞/金森保育園/

ミニ講座 (卒手しについて)、 ふれあい遊びなど
◆19日 (火)14:∞～15∞/金森保育園/

タオルプランコ、ふれあい遊びなど

室内開放 月曜日～金曜日 9:〇〇～ 16:○○

園庭開放 嘗竃言芝室縫日 :墨Ξl:::'
駐車場  月曜日～土曜日 9:30～ 16:○○



ミニ講座
保健師による「卒手しについて」ミニ講座がありま
す。15分程度の譜座です。自由遊びの時間に質
問することができますよ。お気軽に声をかけて
<ださい。

◆ぶちわんひろば
2月 5日 (火)10:∞～11:∞

◆よちよちひろぱ
2′ヨ5日 (〕火)13:○○へ′15:○○

利用者フンケートのご協力

鴛2g先3辣築髪ぃただ
き職員一同うれしく思うていま

‐

蒻蠣遷甦:
して気軽に話せる居心地のよい
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★共催企■★

社会福社協臓会鶴問ひ春わら:学菫クラ7
「ひきわιl暦 っこサロン」
日時 :2月 14日 (木)10:15～ 11:30

対象 :O歳～5歳の親子

場所 :鶴間ひまわり学童クラフ

(鶴間 4-17-1鶴間小学校敷地内)

鶴間地区であそびの会を開催します。

たくさんのおもちゃで遊びましょう。

体操やペープサートのお話もします。
保護者同士の情報交換もしましょう。

0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 :2月 15日 (金)9:∞～ 11:30
★10:∞～10:“ ミニ講座

「我が子に合つた対応は、成功にヒントあり」

場所 :金森保育園

わくわ<フライデーの時間中は、多目的室の

おもちゃや園庭で自由に遊べます。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。
10:○○～10:4‐0は、臨床心理士、保育士、相

談員によるミニ講座があります。お子さんの

今の様子と上手<い つた対応を確認して、お

子さんに含つた対応を整理しましょう。
*講座の間は離れられるお子さんは同室で保育

します。講座終了後は個別相談もできます。

*3月のわ<わ <フライデーにも臨床心理士が

来ます。講座後の様子の確認もできますので、 :
ぜひ遊びに来て<ださい。

*予約はいりません。9:00から開放していまず
tすので、ご都合のよい時間にお越し<ださい。

「

リサイクル週性◎

この印刷物は、印刷用の紙ヘ

リサイクルできます。

南地域保育□共催
育児講座

「ハロを迎える日護者のおい べιl会 J

2019年度保育園の入園を迎える保護者を対象

の育児講座です。

入園の準備のこと、入園後の新しい生活の始ま

りに向けて、ちょつと不安に思つていること、

聞いてみたいことなどありませんか?
おしゃべりをすることで悩みが解決したり、同

じ思いを持つ仲FoOに 出会えることで、気持ちが

楽になるかもしれません。

おしゃべり会の時間は、お子さんを保育します。

日時 :2月 26日 (刈

①9:30～ 10:20010:40～ 11:30
*どちらかの参加になります

対象 :保育園の入園を迎えるお子さんと保護者

場所 :お しゃべり会 (相談センター相談室)

保育 (金森保育園多目的室)

※要予約 入園決定後～

平日 月曜～金曜 9:∞～17:∞
詳細はご予約の際にFo5い合わせ<ださい。

こんなことで悩んでいるママ・パノ
のための室内開放です。一緒に遊び
ましょう !情報交換もできますよ !

・遊びのおしまいがうまくできない

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… 2753ζIF「1:'Tい1::儘


