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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)

梅の花が咲き、もうすぐ春がやってきます。春を探しに散歩に出かけるのも良いですね。
あそびの会や開放にも遊びに来て<ださいね。
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★休止日時のお知ら世★
の日は、あそびの会や保育園の行事等の理由により

使用できない時があります。

《室内開放》
4日 (月 ) 11:30ヘノ15:30
5日 (シk)  9:oo-11:○○

13:○○～ 15:○○
8日 (金)14:○○～ 16:○○

15日 (金) 9:oo～ 11:30
19日 (火) 13:○○～15:OO
20日 (水) 9:oo～ 11:oo

、   ★天候等により変更中止することもあります。
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●おけなしかい/ホ就学児
日時 :12日 (火)11:∞～11:30
場所 :金森図書館 2階 (金森東 3-卜 1)

内容
:春

のおはなしなど

●ゆιlっ こひろけ/ホ就学児
日時 :14日 (本)10:∞～11:∞
場所 :成瀬台ゆりの本会館 (成瀬台 3丁目 9-5)
内容 :6、れあい遊び、タオルプランコなど

●体育あそび/1歳 6か月～未就学児
日時 :20日 (水)10:00～ 11:OO
場所 :金森保育園
内容 :ボールプール、エアトランポリン、体操など

晴れたら外でも体を動かして遊びましょう
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●わたわたひろけ/1繭oお藤γ泰糠拳鷺
日時 :4日 (月 )10:∞～11:∞
場所 :6、れあいもみじ館 (金森東 317-14)
内容 :ごみと環境の出前講座 (裏面詳細)

★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。

●ぶちわんひろけ/1編鞭濾～1鸞饂
日時/場所/内容
◆5日 (火)10:∞～11:∞/金森保育園

新間紙あそび、誕生会、6、れあい遊びなど
◆18日 (月 )10:∞～11:∞/S、れあいもみじ館

(金森東 3-1714)
親子で簡単ストレッチ、ふれあい遊びなど

●よちようひうけ/炸
日時/場所/内容
◆5日 (火)14∞～15:∞ /金森保育園/

マザリーズの手法を用いた

`、

れあい遊びなど
⇒裏面詳細

◆19日 (火)14:∞～15:∞/金森保育園/
わらべうた、6、れあい遊びなど

室内開放 月曜日～金曜日 9:○○～ 16:○○

展肇履
放
 層遷昌χ圭纏昌 §:ξ:勇暫百5) 羅赳 讐等



ミニ講座
「 ご み こ 環 境 の 出 前 講 座 」

町田市の3R推進課の職員による出前講座で

す。紙芝居や楽しい歌などお子さん向けの講
座と資源についてなど保護者向けの講座を行
います。晴天時は、スケルトンのごみ収集車
が来て、ゴミ入れ体験ができます。

◆わんわんひろば (1歳 6か月～未就学児)

日3寺 :3月 4日 (月)10:OO～ 11:OO
場所 :Sヽれあいもみじ館

(金森東 3-17-14)

わくわくフライテー♪

わ<わ <フライデーの時間中は、お子さんがじつ

<り遊べる環境の工夫をしています。9:○○から

開放していますが、ご都合のよい時間にお越し<
ださい。
職員が常に居ますので、一緒に楽し<遊びなが

ら、お子さんの好きなこと・得意なことを通して

関わりのヒントを見つけていきましょう。
今回は、臨床心理士が来ます !質問などもできま

すよ。
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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

簸屏13警プ「鰺‐鱚

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。

こんなことで悩んでいる方
一緒に遊びましょう !

悩みを共有できたり、

情報交換もできますよ。

日B寺 :3月 15日 (1金)9:○○へ′11:3

マザ:′ ―ス
(赤ちゃんこのコミュニケーシ ョン )

★マザリースこは ?
お母さんが赤ちゃんに向かつて話すときに

自然と出て<る、声の調子がやや高<、 ゆつた

りとした話し方のことです。

例えば…      【オムツ替えの時に】

*短い言葉で、Ip揚をつけて繰り返し
ゆつ<り と語りかけます。

お母さんが赤ちゃんにたくさん関わること

で、母子の情緒的な絆である「愛着」が育まれ

ます。また、マザリーズを使つたゆつくりとし

た声かけを繰り返し間<こ とで、言葉を覚え、

その意味を理解することが促されます。
マザリーズは、1歳以上のお子さんにも有効

です。

【オムツ替えの時に】

4月から保育園・ 幼稚園等に

入園される方、ご入園おめでとう

名栗裏寒覆騒乞怒ヒ馨試事害零声g墨馨墨
ひろばの利用や相談もできますので、お顔
を見せにいらして<ださぃ枠 ! … _´
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お知らせくださいね。
FAX 042-710-2753


