
町田市子育て●●

「力Lングー
(南地域版)爾 此
お佳きいの近くの「子育てひう:ぎ」をご案内しきす
こなたても遊びに来てくださいわ
イベントの詳細勝各日にお問い合わ世ください d

町田市子育τ情報配倍サービア

『ほっこメー′L春ぢだ』

町田市から子育ての
「ぼっこな情報」
「勝っとする情報 J

をお届l■し春す ′
QRコードで締 EE
から手軽にアクセス

子育てひろ:びカレングー配市場所

ていきけ
ンター、 ンター、需合体育館、

子どもセンターばあた、しのはら小児クリニック、
小児科高橋医院、相鉄ローゼン威瀬店、三和小Iil店 他

ングー

↓今日の掲載口です

藤 爾 籠 Fex 饉
威瀬くιlの家保青□ 町田市成瀬 1-5-1 042-710-8177 042-710-8178 ○

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

高ヶ堰ふたば保青□ 町田市高ヶ坂7-26-6 042-720-8215 042-720-3217 ○

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

市立金森保青園
(南地域子育て相餞センター)

町田市金森東1-12-16
042-710-2752

(子育てひろば専用)

042-710-2753 ○

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

こばこ保青園 町田市金森6-37-18 042-796-3628 042-796-3697 ○

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

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

′、ッピードリーム鶴間 町田市南町田4-22-7 042-796-3322 042-796-3328 ○

こう‖ん保青日 町田市金森7-6-1 042-725-7070 042-727-2822 ○

もιlのあがわ保育ロ 町田市小川1-11-2 042-788-7025 042-799-2070 ○

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

こびこのもι:保育□ 町田市小川6-1-32 042-850-5423 042-795-1455 ○

レイモンド南町田保青日 町田市鶴間8-4-30クレイント
・
ビルlF 042-706-9641 042-706-9642 ○

町田南保育ロ 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

※天候によιl変更や中止の場合があ
`勝

すので各国にお問い合わ世ください
※特に記載alない限ιl駐車場勝あιl春世ん お車ての来日勝ご遠慮ください

:



<市立金森保育園>
・口庭開放

2019年 2月 毎週月～土曜日 &30～ 1030

広い口庭で遊具やおもちゃで元気に楽しく遊びましょう
地域専用駐車場5台 (a30～ 16:00)

・育児相談
2019年 2月 毎週月～金曜日 a30～ 17側

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～ 16m)

口室内開放
2019年 2月 毎週月～金曜日 鋭00～ 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 (a30～ 16m)

・育児サークル支援
2019年 2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、
おもちゃの賃し出し等をしています
お気軽にご相談ください

おもちゃの賃し出し要予約(9:∞～17:00)

地域専用駐車場5台 (a30～ 16m)

・親子体験保育
2019年 2月 毎週月～金曜日 9:00～綸食終了まで
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0ま せん

<高ヶ坂保育口>
E子育て相談
2019年 2月 毎週月～金曜日 1000～ 1000

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 2月 4日 018日 025日 (月 曜日)・ 12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

<お知ら世> このページに勝、定期的に開催され

“

ベントについて掲職してい春す
※特に配職のない限ιl¨①日曜日、祝日出 です Oarベント脇田‖

“

③雌庫坦膊あι‖せん
④各イベント勝保護者(ス勝六人)こ―緒の参加です 〇年齢記職腱 いイベン‖ ホ輌学児対象です

<レイモンド南町田保育口>
口園開放(れもんてぃ―)

2019年 2月 毎週火口水口木曜日 930～ 1230
子育て支援室にて日開放『れもんてぃ―」を
行つております お気軽に遊びに来てくださいね !

<南つくし野保育口>
・口庭開放

2019年 2月 毎週月～金曜日 1000～ 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

<成瀬くりの家保育園>
・□庭開放

2019年2月毎週月～金曜日 10∞～11:00

保育日のお庭で遊びましょう 雨天中止

口まろんひろば(室内開放)

2019年 2月毎週月～金曜日 1000～ 15:00

子育て支援スペースを開放しています
お気軽にどうぞ

<こびとのもり保育園>
口子育て相談
2019年 2月 毎遍月～金曜日 1000～ 1000
食事のこと、睡眠のことなお ょ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 2月 毎週月・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

<高ヶ坂ふたば保育口>
・□農開放

2019年 2月毎週月～土曜日(2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D子育て支援スペース開放
2019年 2月毎週月～金曜日(1日・14日午前を除く)

9:00～ 12:30  15:00～ 17:00

保青口に来て、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 )

2019年 2月 4日・18日 (月 曜日)・

6日・13日・20日 (水曜日)・ 8日 (金曜日)11:00～ 12:00

親子でゆつくり本を選びませんか 本の貸出を行し

<成瀬南野保育□>
口口魔開放
2019年 2月毎週月～土曜日 a00～‖3o
保青目のお友違と一緒に遊びませんか?

③ oOo ③ oOo ③



上になる場合もあιl審すので各国にお問い合わせください

<こうりん保育園>
口口庭開放
2019年2月 毎週月～土曜日 1000～ 1230
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2月 毎週月日水口金曜日 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
2019年 2月毎週月・水口金曜日 930～ 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

<光の原保育園>
口育児相談
2019年2月 毎週月～金曜日 9:∞～17●0

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

・園庭開放
2019年 2月 毎週月～金曜日 10:00～ 1000

保育日のお庭で遊びましょう::

<こばと保育園>
E口庭開放
2019年 2月 毎週月～金曜日 900～ 1200

滑り台・砂場や保青日のおもちゃを使つて遊びましょう !

※1日・6日・13日 口22日 は日行事の為休止 駐車場あり

・育児相談
2019年 2月 毎週月日水・金曜日 930～ 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(1/25 10∞～)駐車場あり

・こばと広場 (室内開放)

2019年 2月 毎週月口水口金曜日 ■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>
0日庭口室内開放
2019年 2月毎週月～土曜日 a00～ 17●0

親子で日庭口室内遊びを楽しみましょう
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 (9:∞～1000)

・図書貸し出し
2019年2月 毎週月～土曜日 ■00～ 16佃
図書の貸し出しを『あつたかなるせ室Jで行つています
駐車場5台

・育児相談
2019年 2月毎週月～金曜日 鋭00～ 16:00

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

・わかくさ綸食
2019年2月 5日 (火曜日)口 15日・22日 (金曜日)1130～
当日自慢の給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)応相談
要予約 (3組)大人3∞円子ども200円 駐車場5台

<町田南保育園>
・保育口で遊ぼう

2019年 2月 18日 (月 曜日)・ 12日 (火曜日)・

27日 (水曜日)・ 7日 口21日 口28日 (木曜日)・

8日・15日・22日 (金曜日)a30～ 1230
保育日の日庭やホールで保青日の子ども達と一緒に
遊びましょう
駐車場7台

<もりのおがわ保育口>
口子育て相談
2019年 2月 毎週月～金曜日 ■00～ 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 2月 毎週火E水・金曜日 930～ 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 :

子どもセンターはあん

≪けあたキッ烈N成瀬≫

日時:2月25日 (日曜日)10:30～ :::00(自由遭び )

‖:00～ :::45(7ログラム)

場所 :成瀬コミュニティセンター :階ホー′L

(町田市面威瀬2-49-:)
対象:0歳～輔学前の乳幼舵 その保護者

内書 :スキンシッ7を中心とした親子遊び、

簡単なケーム、工作、お腱 し0こ

I問い合わせ先l子Ctセンターばあん 金森4-5-7
TEL 042-788-4,8,
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今機の予定 :墨ホ的に毎日火曜日
2019年 1月29日 2月 26日 3月20日
時間 : :3:30～ 14:30
対象 :10代

“

22虐ぐ秘りで0ィ ィこ任帽駐ん
場所 :生涯学習センター

(レミィ町田 旧109MAC‖ :D■)0階保育室

※予約

…

購せん お気羅にお越しください

お子さんを遭勝せな鵬 、みんむ
う′「わたわ7-h(テル ーショ〕
のアード事目を撮影)Jやモ0他、
シュし春しょう′

問い合わせ先:忠生地岨子青て相麟レ ー

電昌042-789-7545

つくし野天値幼稚日

・□鷹開放(バンピの広場 )

20:9年 2月 4日 (月 )|::5～ :0:30
園鷹開敵「バンピの広場Jを行っておιl春す

・室内閣敵 (こあら′ι―ム)

,～2歳児
2019年 2月 19日 (火):3:00～ 14:00
2019年 2月25日 (月)10800～ :::30

0～ :歳児
20:9年 2月5日  (火)13:00～ 14:00
2019年 2月 :8日 (月 )10:00～ 1::30

室内開放「こあら′ι―ム」でけ、お子さんこ遊
んだ

`lお
母燎同士ておしゃべιlを楽したていた

だl■るようお部屋を開放しτいきす
喜予約 :10組 (1/25から受付 )

■日 :100円
(a母さんにおやつこお茶が出春す)

I問い合わせ先】
つくし野天値幼確□
つくし野2-18-4 TEL:042-795-5127

金森□書館からの詢知ら世

★2月4日～7日春で、蔵書点検のため、体饉け す

★お騰 し会★

2月 0日 体饉中のため中止
2月 13日・20日・27日 (ホ曜日)15:00～

★ちょぢぢホぢお日会★(乳幼児自l■おけ0し会 )

2月 15日 (金曜日)‖ :00～

※お勝なしのへやけ

'0:40か

ら開いてい春す

場所 :金森□書館 2階 おい

IHll合わせ先】

金森日●m 金森東3-5-1
TEL8042-710-'717

病児・病後児保青とは ・̈

け病児保青・"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青する
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

げ 病後児保青"・『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
段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 ・̈ききょう保青口(ひまわり)

小野路保青口第一分日(つくし組)

高ヶ坂ふたば保青口 (こすもす)

かえで保育口(れんげ)

★☆子どもセンターばあた7ログラム★☆

◆ばあたキャス
日時 :2月 ,日・8日・ :5日・ 22日 (金曜日)'I:00～ 11:30
場所 :3階「う81こ J

対象 :0歳～籠学前の乳幼児こその保護者
向害 :親子体操も手遊び、ゲーム、工作、お勝0し0こ

※:日は2月生参れのお誕生日会をしきす

◆赤ちゃんタイム

日時 :2月 :4日 028日 (ホ曜日):::00～ :2:00
場所 :3階『うふこJ

対象 80歳の乳児こその保護者
向害 ::4日 =ふれあい遊び、おしゃべιlタイム、手形足膨スタン7●こ

28日 =ふれあい遊び、おしゃべιlタイム、みむ諄っこ詢饉諄相餞
=0こ※28日け南地城子育τ相餞センターの職員が来審す

◆お勝むし勝じきるよ

日時 :2日4日・ 18日 (月■日):::00～ :::30
場所 :2贈「せこうJ

対象 :0歳～‖学前の乳幼児こその保顔書
内害 :絵本 0籠芝居、パネIじシアター、わらべうた0こ
ポランティア : 噴 勝0しこんからιlん Jによるa離 です

【問い合わ世先l子どもセンターばあた 金森4-5-7 TEL:042-788-418:
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<イベントカレンター>※ィベントの詳性 つらlτけ各□にお間11合わ世ください
特に配屈a椰 限ι

l、 me4所憾主催保育□です きた各イベント協臓護者(ス勝六人)こ―緒の参麟 ι勝オ

幕天候の目勝中止になる場合も昴 勝すので各口におH01含Ж ださい

日 ■ 主催鷹置 予約・■日・場所他 イベント名(対象年齢)・イベント肉害 時間

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
3ABY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
ス倍却誉絶 l´tl´上う

9:30～ 11:00

4 月

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30～ 16:CЮ )

わんわんひろば(1歳6か 月～5歳)紙ふぶきをして遊び

ましょう 好きなおもちゃをみつけて親子やお友だちと一
緒に丼びましょう

10:00～ 11:00

高ヶ坂ふたば保育園 要予約
さくらんぼくらぶ1(2～ 4歳 )H.26.4～ H28.3月 生まれ
ミニ発表会・タイムカプセル作り(1)

10:00～ 11:00

光の原保育園 や
エアトランポリン(1～ 5歳 )大きなエアトランポリンで遊
びましょう:!エアすべり台もありますよ

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
壼 壁宙捏4合

虔相アート(0歳 )テーマは「バレンタイン」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
10・ 00～ 17・ 00ヽ

10:30～ 11:30

5 火

ハッピードリーム鶴間
要予約 (平 日1000～
17:∞、前日の正午ま
で)有料 (給食費)

幌子体験保育 保育園つてどんな所 ?親子で一緒に体

験してみませんか?
D30～給食終了

こうりん保育園
要予約(5組 ～1/31)

駐車場4台
お楽しみ会 職員の出し物の他2月 生まれの誕生会も

行います (予約受付平日1000～ 17ЮO)
10:00～ 10:45

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)保健師による卒
乳についてのミニ講座があります 卒乳についてわから
ないことを聞いてみましよう            __

10:00～ 11:00

成瀬くりの家保育園 要予約(1/251300～ )
大きくなつたかな 身体測定・育児相談 看護師や保育

士とゆつくりお話しましょう
10:00～ 11:00

町田南保育園
要予約 (3組 平日10∞
～17:∞)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

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9130～ 16100)

よちよちひろば(0～ 9か 月)保健師による卒乳について

のミニ講座があります 卒手Lについてわからないことを
聞いてみましょう

14:00～ 15:00

| ホ

町田わかくさ保育園
要予約 (5組 )

駐車場5台

副 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

高ヶ坂ふたば保育園 め め おひさまくらぶ1(0～ 3歳)ミニ発表会 10:00～ 11:00

7 ホ 光の原保育園 要予約 (1組 )

体験保育 (0歳)H29.4.1～ 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
のお力だちと楽しく嚇びましょう

9:30-10:45

8 金

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日9∞～

17:∞ )

こあらくらぶ (0歳)0歳赤ちやんの会 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

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
蜂叙 ださい

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

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「バレンタイン」 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

10:00～ 17:00)                           _
10:30～ 11:30

12 火

高ヶ坂ふたば保育園
景 ヤ 利 十ヽ 日 9:UU～

1■00)保 護 者 食 事 代

Rnnロ

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
9:15-12:00

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

:3 ホ

レイモント
・
南町田保育園 £

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

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



日 曜 主催施離 予詢・■日・場所他 イベント名(対象年齢)・イベ沐 肉害 時間

:3 ホ

高ヶ坂ふたば保育園 Oo おひさまくらぶ2(0～3歳)冬のお話し会 10100～ 11:00

ハッピードリーム鶴間 南町日会館Bホール
にこにこランド ふれあいあそびやパネルシアターで楽
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

:4 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

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

成瀬くりの家保育園
J暑月F子守(1/25 13:00～ )

参加費8∞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
鶴間ひまわり学童保育
クラブ(鶴間小学校内)

ひまつ りはつと
'ロ

ン た ごヽん の おもうやで7Eひましよつ

体操やペープサートのお話もします 保護者同士の情報
ホ ホ饉羊.I_士 i ■ら

10:15-11:30

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

フレママ&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
てお議 I´圭十ス′か ?固目学半,面

10:30～ 11:00

:5 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
んの対応に悩んでいる方一緒に遊びましょう 臨床心理
十等のミニ議座+=ふ ιlます

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

laむの木保育園
要予約 (定員20組
1/25 10:00-) 駐コ巨
場要相談

みんなで遊ぼう:～楽器遊び～ 手作り楽器を使つてリ
ズム遊びを楽しみましょう

10:00～ 11:30

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 持ち物あり 電話で確認(予約受付平
日10:00～ 17:00)

10:30-11:30

:| 土 レイモント
・
南町田保育園 紗

Our“New"exposbbn～ 今の僕たち博覧会～ 子どもた
らの成長・輝く姿をご覧ください 未定

18 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

ぶちわんひろば (10か 月～1歳5か 月)おもちゃで遊び
ましょう 親子でリズムあそびをしましょう 2月 生まれの
お祝いもします

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(2～4歳 )H.26.4～ H28.3月 生まれ
タイムカプセル作り(2)・ 誕生会

10:00～ 11:00

こばと保育園
要予約(8組 1/25
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1バスタオル・飲み
物持参

10:00-11:30

成瀬くりの家保育園 要予約 (1/2513:∞ ～)
誕生会 2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
要予約 (5組)都営金
藤第6アパート第2集会
室 駐車場4台

いつしょに遊ぼう ひなまつり制作をします(予約受付平
日10100～ 17:00)

10:30～ 11:30

:9 火

ハッピードリーム鶴間
要予約 (平 日1000～
17:00、 前 日の 12:00ま

で)有料 (給食費 )

幌子体験保育 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

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

こびとのもり保育園
要予約 (7組 1/25
10:∞～)

いなまつり製作 (1～ 3歳児)親子で楽しくひなまつりの
製作をしませんか? 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

たのしいおりがみ(1～ 5歳 )お子さんを遊ばせながら、
パンジーの折り紙を楽しみます 時間に遅れないように
な越しください

10:30～ 11:30

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)タオルプランコで遊びましょ
う保護者同士の情報交換もしましょう

i4:00～ 15:00

20 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 1∞円 )

幌子体験保育 (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
できます '30～

給食終了



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

20 ホ

成瀬南野保育園
要予約 (お祝い2組 。見
学希望3組 1/25針 00

～17001/31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 (1/251300～ )
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

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

こばと保育園
要予約 (4組 1/25
1000～)有料 (親子で
500円)駐車場あり

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

こうりん保育園
晏予約 (8租り 郡冨笠

森第6アパート第2集会
室 購童爆4台

食育についての講義 林薫先生による食育についてお

話しを聞かせて頂きます 悩み事などご相談もできます
(予約受付平日10:00～ 17:00)

10:30～ 11:30

21 ホ

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 1/25

9:30～ )

2月 誕生会(0～ 3歳 )2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 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ましょう
10:00～ 11:00

レイモンド南町田保育園
要予約 (10組)予約受
付時間(a30～ 16●0)

幼稚園つてどんなところ?現 役の幼稚園ママたちに幼

稚園の事を色々と聞いてみませんか? 10:00～ 11:00

22 金

南つくし野保育園
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・身体測

定もしています

9:30-11:00

光の原保育園
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

23 土 レイモンド南町田保育園
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

9:30-12:30

25 月

高ヶ坂保育園
要予約 有料 (給食代
親子で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

市立金森保育園 鶴間会館 駐車場なし
みなみつこひろば(0～ 3歳 )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
主l´上う

10:00～ 11:15

26 火

こびとのもり保育園
要予約 (3組 1/25

10:00～ )

2月 お誕生会 (1～ 3歳 )2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

3:30～ 10:00

市立金森保育園
要予約 (入園決定通知
到着後、900～ 17ЮO)

駐車場5台

保育園入園を迎える保護者のおしゃべり会 南地域保

育園の合同イベントです (保育付)問い合わせ先:南地

域子育て相談センター (金森保育園 )

9:30-10:20、 10140

～11:30の どちらか
θヽ 毛藤力El

高ヶ坂保育園
あそぼう会 園庭・室内遊び・集まり 親子で、又、在園
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1100～

9:30-12:00

高ヶ坂保育園
あそぼう会 誕生会 2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
11:00～

9:30-12:00

町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )雨天時
室内 駐車場5台

防災講座、消防軍が来るよ
'肖

防士さんのお話をきい

て、近くで消防車を見よう ※消防署の状況により消防
車が来られない場合も有

10:00～ 11:00

こばと保育園
要予約 (10組 1/25
1000～)駐車場あり

誕生会 (2か月～5歳 )2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

町田南保育園
要予約 (10組 平 日
10:00-17:00)

駐車場7台

子育てママのストレッチ 日頃の疲れを癒しましょう 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

お子さんも一緒にどうぞ

10:00～ 12130

27 ホ

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30-16:00)

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月風装で来てく
ださいね

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
作し,圭十

10:30～ 11:00

28 ホ 光の原保育園 要予約 (10組 )

親子クッキング(2～ 5歳 )ひな祭りにびつたり!親子で

出来るお手軽てまり寿司を作りましょう エプロン、三角
巾をお持ちください

10:00～ 11:00

,′
`'0'′
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親こ子の春むびのひろ勝

日時:哩光綸ポリポ」2月5日 012日・19日 (史曜日)'4800～ 10:00
「パ

=竜
しゃJ 2月 24日 (日曜日),4800～ 16800

対象 :町田市内在住0001歳l■t保讀者、マタニティの方 (「きじゃ釉 ポJのみ)

場所 :町田市生涯学習センター 1階 保育室

内書 :「きじゃポッポJスキンシ,7道び、手遊び、輸本の離諄日か世、■子情報交換むこ
「パパきじゃ」スキンシ■7遊び、手遊び、絵本の読み日か世、おもヽ 製作むこ

費用 8無料

申し込み:不喜(直持会場へ)

※きじゃポッポヘの参加は月2口春で

“

ご部合の良い口を選んで_‐●加ください

I問い合わせ先l町田市生涯学習センター 町田市F町田6-3-l TEL:042-728-0071

ぶちくれよんひろば

午前中の学童保青クラ7を開放してい春す 親子で遭べろ楽LI町巧旧てけ
おなだちこ―緒に遊びにきてください 企西日にはお璽仕児のa祝日をし春オ

日時82日5日・,9日・26日 (火 )10:30～ ‖:45(‖ :45～ 12:30勝ラン手タイム開放 )

※19日勝企■「mw7タ ヮーであモぼうJを予定してい春す

I開催場所・H01合わせ先】
群 かぜ学童保青クラ7(南第二Jl学校肉)TEL:042-727-3384
こうん子学童保青クラ7(南第□小学校隣持)TEL:042-799-0989

にこにこクラフ

燃 第 野 堤 ‖ 騨 響 ア
た遭びや誕生会、季節の行事に 、素じ 町口″つムを用意し3晴 け

日時:2月 :日、8日 (金曜日)10::5～ ‖:30(ラン千タイム‖:30～ 12:30)

I間|111111を

辞 す これからも元気ていられるようにみんじて豆書きをし春しょう

  留
なんじる学童保青クラ7(南威瀬小辮 地内)南 成瀬 3-6 TEL8042-726-'758

畿幾 :蛉鶏 Ol斃運 蛾鷺 i畿
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※喜予約のイベント勝■日墜塗雪出をしてください
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、8650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

リサイクルできます。


