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町田市子育τ●●

「力Lングー
(南地域版)
お住きいの近くの「子育てひろは」をご案内しきけ
こなたでも遊びに来てくださいわ
イベントの詳細勝各口にお問い合わせください

昨

糞紺 部 硼 議 調 懸
:

町田市子育て情報配信サービス

『ほっこメー′L春ぢだ」

町田市から子育ての
「勝っこな情報 J

「僣っこすろ情報」
をお届l■し春す′

QR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グー配市場所

「子育てひうけ力じンター」勝この南地域版の他に
「堺 J「忠生」「町田」「鶴lll」 地域版があι:春す

品措び呂理雲rt薄遷珊嗣岡習L訂
立保育□等て

南地域版け下記の場所等で配市してい春す
南市民センター、なるせ駅前市民センター、総合体育館、
子どもセンターばあた、しのけら小児クリニック、
小児科高橋医院、相鎌ローゼン威瀬店、三和小ill店 他

↓今日の掲載□です

曝 銅 Tel Fa贄 懇
成瀬くらlの憲保育日 町田市成瀬 1-5-1 042-710-8177 042-710-8178 ○

高ヶ坂保育□ 町田市高ヶ坂6-2-10 042-727-2373 042-727-5373 ○

高ヶ坂ふだけ保育□ 町田市高ヶ坂7-26-6 042-720-8215 042-720-8217 ○

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

市立金森保育□
(南地電子育て相議センター)

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□ 町田市金森東3-17-25 042-706-0733 042-706-0737 ○

こばこ保育□ 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 ○

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

′ヽ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|:ん保育園 町田市金森7-6-1 042-725-7070 042-727-2822 ○

も
`:の

antわ保育園 町田市小川1-11-2 042-788-7025 042-799-2070 ○

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

こびこのもιl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育□ 町田市鶴間84-30クレインドヒ
・
ルlF 042-706-9641 042-706-9642 ○

町田南保育□ 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



<市立金森保育園>
・園庭開放

2019年 3月 毎週月～土曜日 &30～ 17:00

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 (■30～ 16:00)

口育児相嵌
2019年 3月 毎週月～金曜日 a30～ 17:∞

子育てのことを一緒に考えましょう

相談は電話、来日、家庭肪間でお受けしています

地域専用駐車場5台 (030～ 16:00)

・室内開放
2019年 3月 毎週月～金曜日 990～ 1000

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～ 13:30

地域専用駐車場5台 (a30～ 16100)

・育児サークル支援
2019年 3月 毎週月～金曜日 &30～ 17:∞

サークル活動へのアドバイスや相談、

おもちゃ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 (9:00～ 17:00)

地域専用駐車場5台 (a30～ 16:00)

・親子体験保育
2019年3月 毎週月～金曜日 ■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側～17m)有料 1食 200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 (れもんてぃ―)

言   憾 、相

<南つくし野保育園>
・園庭開放

2019年 3月 毎週月～金曜日 1000～ 1130

みんなで一緒に遊びましょう

色々なおもちやがありますよ

<成瀬くりの家保育園>
口園庭開放
2019年 3月 毎週月～金曜日 1000～ 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)

寧署   請長しをぱ讐ヂ
駐
署猟樹こどぅぞ

<高ヶ坂保育園>
・子育て相談

2019年 3月 毎遇月～金曜日 10:∞～16:00

厭 場隆l摯   義 語彗Fご
相談

来日前にお電話ください

口ひだまり広場
2019年 3月 4日・11日 口18日 (月 曜日)・ 19日 (火曜日)

9:30-12100

屋上テラスで自由に遊びましよう! 雨天中止

口あそぼう会 □庭・室内遊び・集まり

親子零:曼:髪饉優誕杢霧足L遇翠皇寓電L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11:00～ )

<こびとのもり保育園>
口子育て相談

翌撃雰ぎ西1副孔戻豊覇是ち卿 ての悩み
ご相談ください

・ こびとひろば(室内開放 )

2019年3月 毎週月・水口金曜日 1000～ 15:∞

督菖冨置鐙伊居案署糊
=

<高ヶ坂ふたば保育園>
・口庭開放

躍ξ劇融電零曇計賢漏L濯墨懸[業≒くださぃ
口
誕覗巽撃利慧球魏稀:lllil:::F・

署寛肥醤李百霜雹滝1豊富3そR事芋
んか

・お麟 鷺製肩羅陪)J3日曖0日は曜D
ll:00～ 1200

鶏乱郡譜獅
びませんか

<成瀬南野保育園>
口口庭開放
2019年 3月 毎週月～土曜日 a00～ 113o

保育日のお友違と一緒に遊びませんか?



※悪天候の際勝中止になる場合もあら1春すので各国にお問い合わ世ください

<こうりん保育園>
・口庭開放

2019年 3月 毎週月～土曜日(19日・23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 3月 毎週月日水口金曜日 10∞～15100

毎日の子育ての中で感じる心配事などお気軽に
お括しください 要予約 (平日1000～ 17:∞ )

・りんりんひろば
2019年 3月 毎週月・水口金曜日 ■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

<ねむの木保育園>
・ 育児相談

2019年 3月 毎週火口金曜日 鋭00～ 14:∞

日頃、育児で不安に思つていることや悩んでいる
ことなど、気軽にご相談ください 要電話

<こばと保育園>
・口庭開放

2019年 3月 毎週月～金曜日 9:∞～12:∞

滑り台口砂場や保育日のおもちゃを使つて遊びましょう
※1日・7日・8日 は国行事の為休止 駐車場あり

口育児相談
2019年 3月 毎週月日水口金曜日 a30～ 1230
子育てについて(食事口睡眠 B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(2/25 10:∞～)駐車場あり

・こばと広場 (室内開放)

2019年 3月 毎週月日水・金曜日 980～ 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>
・□庭・室内開放

2019年3月 毎週月～土曜日 鋭00～ 1■00
親子で日農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 (9:00～ 16:00)

日図書貸し出し
2019年3月 毎週月～土曜日 鋭∞～1000
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3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

・わかくさ給食
2019年 3月 1日 (金曜日)・ 5日 (火曜日)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

Dティータイム
2019年 3月 28日 (木曜日)・ 29日 (金曜日)

10:00～ 15:00

手作リマドレーヌとお茶でティータイムはいかがですか
絶好のお花見チヤンスです
有料 (お茶50円・マドレーヌ1∞円)駐車場5台

<町田南保育園>
・ 保育口で遊ぼう

2019年 3月 11日 (月 曜日)・ 19日・26日 (火曜日)・

6日 口20日 (水曜日)・ 14日 口28日 (木曜日)・

8日・15日 (金曜日)9:30～ 12:30

疑悪雪躍
庭
運雲冤夢灘 L~脚

こ

<ハッピードリーム鶴間>
・子育て相談

舗識 ギ暮霧私1暇礎%ど
来園前にお電話ください

金森□書館からのお知らせ

★お腱 し会★
3月0日・:3日・20日・27日 (ホ曜日)15:00～

★ぢ事ぢちょぢa議会★(乳幼児向l■a勝むし会 )

3月 15日 (金曜日):::00～
乳幼児中心のわらべうた・手遊び・絵本む

“
会

“

ご兄弟もご―緒にこうぞ♪
※おけなしのへや勝:0:40から開いてい春す

★きちだ□書館春つιl★
3月22日 (金 )～24日 (日 )

詳細勝□書館HP、 きた勝各日書館ヘ
お問い合わせください

場所 :金森日書館 2階 お腱 しのへや

I問い合わせ先】
金森□書館 金森東3-5-l

TEL:042-710-,717

3

脇 脇脇 脇 脇脇



※悪天候の際勝中止になる場合もあら勝すので各口にお問い合わ世ください

<光の原保育□>
・育児相談

2019年 3月 毎週月～金曜日 990～ 17:00

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

・□庭開放
2019年 3月毎週月～金曜日 1000～ 1000

保育日のお庭で遊びましょう!!

<もりのおがわ保育園>
口子育て相嵌
2019年 3月 毎週月～金曜日 9ЮO～ 17:∞

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 3月 毎週火・水・金曜日 a30～ 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 !

※3/18～4/12の間、室内開放はお休みします

つくし野天使幼稚日

・□庭開放(バンピの広場+ラン千サロン)

2019年3日 ::日 (月 )9:15～ :2:30

□鷹開放「バンピの広場Jを行っておι勝す

□庭て遊んだ後は、ご持参頂いたお舎当を

お部屋て僕べるここか出来春す

・室内閣族(こあら′L―ム)

:～2歳未満
20:9年3月5日 (火)13:00～ 14:00
20191軍3月 18日 (月 )10:00～ 1::30
0～ :歳ホ着
20:9年3日4日 (月 ):0:00～ ‖:30

2019年3日 :2日 (火)13:00～ :4:00

室内開放「こあら′L―ムJで勝、お子さんこ遊んだιl

お母機同士ておしゃべιlを楽したていただliるよう

劉部屋を聞放してい春す

喜予約 10組(2/25から受付 )

費用  100円 (お母さんにおやつこお茶が出春す)

I問い合わせ先】
つくし野天値幼稚園

つくし野2-18-4 TEL:042-795-5127

親こ子の春むびのひろ勝

日時 :「きじゃポッポJ3月 5日・12日・19日 (火曜日)

:4800～ 10:00
「パパきじゃJ3月24日 (日曜日):4:00～ :|:00

対象 :町田市内在住00・ :歳児こ保護者、

マタニティの方 (「 き●●釉 ポ」のみ)

場所 :町田市生涯学習センター 1階 保青室

内害 :『 もしゃポッポ」スキンシッ7遊び、7子情報交換
「パパ老しゃ』絵本の読みHalせ、ぉもちゃ製作

費用 :無料

申し込み:不喜(直持会場ハ )

※きじゃポリポヘの参加勝月2口春てです

ご都合の良い口を選んでご参加ください

I問い合わせ先】町田市生涯学習セを生 __ ___
町田市原町田6-3-: TEL:042-728-007:

4
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今機の予定 :基本的に毎日火曜日

2019年 2月 26日・3月20日

時間 : :3:30～ 14:30
対象 :'0代から22歳くらいきてのィィこ妊婦さん

師 :漢
需 柿 ‰ M“Ⅲ閣 6階保離

※予約け必喜あ
`勝

世ん a気軽にお越しください

シュし春しょう′

問い合わせ先:忠生地域子育て相餞センター

El=042-789-7545

★☆子こもセンター勝あた7ログラム★☆

薫聯籍Dr"J知0颯
.

需馨:gttZ詣肝 縣 ‖タィ&●●●■●U"▼・ 口■ ′ヽ ヽ り a―  ・`

手形足形スタン7●こ

曾露嚇 Y鶴箔曜D‖ 00～‖30

旧
鶴虞嘉獣ぎリタ晰鶴8♂覇腎吉f~7



<イベ ントカレンダー > ※ィベントの詳細につらlτ勝各国にお問ιl合わ世くださら1

特に記職のない限ι
l、 開催場所勝主催保育□です きた各イベント勝保護者(ス勝六人)こ―緒の参加こなιl春す

悪天候の際勝中止になる場合もあιl春すのて各□にお問い合わ世ください

日 曜 主催施離 予約・費用・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
BABYカフェ(0～ 1歳 )赤ちゃんとママ・パパ、保
育園へ遊びにきませんか ?一緒に遊びゆっくりお
茶を飲みながら情報交換しましょう

9:30～ 11:00

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 2/25
9:30-)

ひなまつり誕生会 (0～ 3歳 )3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

成瀬南野保育園
要予約 (お祝い2組・

見学希望3組 2/25
-2/28)

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 (予約受付9ЮO～ 17Ю O)

10:00～ 10:40

こうりん保育園
要予約 (5組 ～
2/25)駐車場4台

お楽しみ会 ひなまつりに因んだ催しを行います
(予約受付平日10ЮO～ 17Ю O)

10:00～ 10:45

レイモント
・
南町田保育園 ,9¢雪 桃の節句 保育園で行われる行事に参加してみま

せんか ?お琴の演奏もありますよ
10:00～ 11:00

4 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)ゴミ出前講座
晴天時はスケルトンの収集車が来ます 楽しく歌つ
てゴミのことを知りましょう

10:00～ 11:00

成瀬くりの家保育園
要予約 (2/2513Ю 0
～)参加費800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

高ヶ坂ふたば保育園 要予約
さくらんぼくらぶ(2～ 4歳 )H.26.4～ H28.3月 生まれ
お別れ会・誕生会

10:00～ 11:00

5 火

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?同年齢のお友だちと楽しく遊びましょう

9:30～ 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)新聞でいろ
いろな遊びを楽しみましょう 3月 生まれのお祝いも
します

10:00～ 11:00

高ヶ坂保育園
あそぼう会 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 (4組)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 !(2/251000～ 受付 )

10:00-12:00

町田南保育園
要予約 (3組 平日
10:00-17:00)

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 誕生会の後は保育国のホールや園
庭で遊べます

10:00～ 12:30

成瀬くりの家保育園
要予約 (2/2513Ю 0
～ )

誕生会 3月 生まれのお友だちの誕生会です 保
育国のお友だちと一緒にお祝いをしましょう

10:15-11:00

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)マザリーズの手法を
用いて親子のら、れあい遊びをしましょう 保護者同
士で情報交換もしましょう

14:00～ 15:00

| ホ レイモンド南町田保育園
要予約 (8組 )予約
受付時間 (1000～
16:00)

マタニティーサロン『命のおはなし』(妊婦～6か月)

命の誕生について、助産師さんにお話しして頂きま
す

10100～ 11:00

改
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<イベントカじンダー>※ィベ】
日 曜 主催籠議 予約・費用・場所他 イベント名(対象年齢 )・イベント肉害 時間

7 ホ

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日9ЮO～
17ЮO)保護者食事
代300円

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
D: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
D:30～ 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

プレママ&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、赤ちやんのいる暮
らしについてお話しませんか ?園見学も可

10:30～ 11:00

8 金

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

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

9 土 ′イモント
・
南町田保育園

要予約 (15組)予約
受付時間 (1000～
16:00)

Saturdayれもんてぃ一 鶴間公園の本を使つて、

自分の箸を作りましょう !

9:30-12:30

月 高ヶ坂保育園
要予約 有料 (給食
rt300F])

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

:2 火

高ヶ坂保育園
あそばう会 誕生会 3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1l ЮO～

9:30-12:00

こびとのもり保育園
要予約 (7組 2/25
10:00～ )

イヤイヤ期を一緒に考える イヤイヤ期、いたず
ら、かんしゃくの事を一緒に考えてみませんか

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

おはなしかい 親子で春にちなんだおはなしを楽し

みましょう どんなおはなしが出て来るかな?お楽

しみに

11:00～ 11:30

:3 ホ

レイモント
・
南町田保育園

お誕生日会 保育国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

高ヶ坂ふたば保育園 おひさまくらぶ1(0～ 3歳 )春のお散歩バッグ作り 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

:4:00～ 15:00

14 ホ

こびとのもり保育園
要予約 (3組 2/25
10:00-)

3月 お誕生会 (1～ 3歳 )3月生まれのお友達、保育

国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

9:30-10:30

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 歌に合わせてタオルブランコをゆ
らして遊びましょう 親子のふれあいもします 葬儀
等で急逮中止の場合があります

10:00-11:00

レイモント
・
南町田保育園

要予約 (8組 )予約

受付時間 (1000～
16:00)

おやつ体験 保育国のおやつ『いちご大福』を食べ

てみませんか?(白 玉粉を食べられるお子さまの

みご参加いただけます)

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
フォトカードを作ります

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

等お子さんの対応で困つている方一緒に遊びま

しょう 臨床心理士が来ます

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

話してみましょつ !

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



<イベントカLンター>※ィベ, 1

日 曜 主催施設 予||・ 費用・場所他 イベント名(対象年齢 )・イベント内害 時間

:8 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

ぷちわんひろば(10か月～1歳 5か月)簡単な大
人のストレッチをして体をほぐします 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

:9 火

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

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

で赤ちや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

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)わらべ歌をうたいなが
ら親子のふれあい遊びを楽しみましょう

14:00-15:00

20 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

服装で来てくださいね
10:00～ 11:00

高ヶ坂ふたば保育園 おひさまくらぶ2(0～ 3歳)身体測定・誕生会 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

こばと保育園
要予約 (10組 2/25
10:00～ )

駐車場あり

誕生会 (2か月～5歳)3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

23 土 ノイモンド南町田保育園
大地沢 要予約 (予

約受付時間1000～
16:00)

Saturdayれもんてぃ一 大地沢に行つて、自然の

中で思いつきり楽しんでみませんか ?保育園に集

合となります

8:45-15:00

21 火 ねむの木保育園
要予約 (各部15組

2/25 10:00-)
駐車場要相談

みんなで遊ぼう～リトミック講座～ (1)0～ 1歳 11

か月未満 (2)1歳 11か月～5歳 講師の先生と親
子でリトミックを楽しみます

(1)9:45-10:15
(2)11:00～ 11:30

28 ホ 光の原保育園
みんなのひろば おもちゃであそIまう 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

29 金 町田南保育園
要予約 (6組 平 日
10:00-17:00)

駐車場7台

わらべうた・ベビーマッサージ(～ 8か月)わらべう
たに合わせてベビーマッサージを楽しみましょう

10:00～ 12:30

病児・病後児保育に登録していますか?

病児保育 は「病気にかかつているお子さん」、病後児保育は「病気の回復期のお子さん」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
(町田市内の認可保育園に在籍していれば市外の児童も可)

【対象年齢】
病児保育EE“ ■生後4か月～小学校2年生まで
病後児保育・・・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育室………・・1・・・口.....… L042-793-3722

ききょう保育園病後児保育室『ひまわり』口……・・…L042-735-2242

小野路保育園第一分園病後児保育室『つくし組』・・L042-708-0231

高ヶ坂ふたば保育園病後児保育室『こすもす』・…・L042-720-8215

かえで保育園病後児保育室『れんげ』・・・…………L042-798-0511

7



親子の絆づくι17ログラム‐
赤ちゃんかきた r“(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τ轟ちゃんを育τている母親のための■ログラムです 轟ちゃんこ一緒に参anしτぃただき討
母親同士て書Jbてきる雰囲気の中で、自分の育児の喜びや親としての速いことを話し合いなからこれから
の子青τに必喜む知識を学ぶ、参加型知 グ‐ です 聞きたいことを聞いて薔段0生活に役立てたιl、 な
だち件■:の機会にしていただl■たらこ思ll●す

日  程 :全4口違雛講座(毎週ホ曜日)

2019年5月8日・:5日・22日 029日

口i::0:00～ 12:00
象 :20'8年 11月24日～2019年 3月8日生春れ

町田市民の第 1子こ母親
定  員:10組(先着願)(キャンセ′しが出た際、ご連絡をさ世ていただき賛

先書願

“

ご案内こなι勝す連絡かつかない場合には、次の方に連絡をさ世ていただき討
予めご了承ください)

場  所 :金森保青ロ センター相餞室(町田市金森東卜 12-16)
費  用:l,000円 (税擦・テキスト代 )

申し込み:電擬滲たは、下記の地域子育て相餞センターヘ直持山越しいただきa申込みください
予約受付:2019年 3月 15日 (金 )～ 平日9800～ 17800

申し込みOF轟 1合わ世先 :南地域子育て相饉センター 電話:042-710-2752

時

対

ぶちくれよんひろば

午前中の学童保育クラ7を開放していきす 親子て遊べろ楽しい0うけ

“
富なだちこ…緒に遊びにきてください 企画日に勝お誕生児のお祝いをし春す

日時 :3月5日 0'2日 (火)'0:30～ ‖:45(‖ :45～ 12:30勝ラン手タイム開放 )

※12日勝企■『手形・足形7-卜～けらべこ青虫をつくろうJを予定してい春す

I開催場所・問い合わせ先】
そ抑 ぜ学菫保育クラ7(南第二小学校内)TEL8042-727-3384
こうん子学童保育クラ7(南第四Jl学校隣持)TEL8042-799-0989
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冒30V曹じ輸じ冒じOV冒この398むじ鸞じ039じむ
この「子育てひうけ力じンターJけ町田市公式ホームページでもご覧いただl■春す ′

♪各地域版PDFフ ァイfLをご覧になιlたい方勝こちら

卜■■ページ>>子育てサイト>>てかIIろ >>町田市子育τひろけ力じンダー 3

h‖p://kosodale… machida。lokYOoJP/mokuleki/6/3/2772.hlmi

♪各保青国のイベント情報をご覧になιlたい方はキャスページをご利用ください

卜,7ページ>>子育てサイト>>てかIfる >>保育国のイベント

hHp://koSodtte― machida。lokYOJP/mokulek:/6/6/indeXohlmi

冒じev曹じ鍮じw3⑥じ冒303曹じ鞠じW30398む
※喜予約のイベント勝      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
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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。


