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

子育てひうけカレンター配市場所

↓今日の掲膚□です

威瀬くιlの憲保青ロ 町田市成瀬 1-5-1 042-710-8177 042-710-8178 ○

高ヶ堰保青日 町田市高ケ坂6-2-10 042-727-2373 042-727-5373 ○

高ヶ堰8ttけ保青ロ 町田市高ヶ坂7-26-6 042-720-8215 042… 720-8217 ○

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

市立金森保青園
(南地電子青τ相餞センター)

町田市金森東1-12-16
042-710-2752

(子育

“

ろば専用 )

042-710-2753 ○

わ0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□ 町田市金森6-37… 18 042-796-3628 042-796-3697 ○

光の日保青□ 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 ○

′、■ピートリーム●H 町田市南町田4-22-7 042-796-3322 042-796-3328 ○

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

もιIのおがわ保青ロ 町田市小川1-11-2 042-788-7025 042-799-2070 ○

成瀬廂野保青□ 町田市成瀬が丘3-22-1 042-795-2101 042-796-3315 ○

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

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

町田南保青ロ 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らl春すので各国におH01合わК ださll

※特に記職がない限ιl駐車場はあらl春世ん お車ての来□勝ご遠慮くださll

,



<市立金森保育園>
・国庭開放

2019年 4月 毎週月～土曜日 830～ 1■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～ 1000)

口育児相談
2019年 4月 毎週月～土曜日 a30～ 17■0

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 (■30～ 1690)
土曜日の希望は要問合せ

・室内開放
2019年 4月 毎週月～金曜日 a00～ 16:∞

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■0～ 1■30

地域専用駐車場5台 (■30～ 1000)

・育児サークル支援
2019年 4月 毎週月～土曜日 &30～ 1■00
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
おもちゃの貸し出し要予約(a∞～17:00)

地域専用駐車場5台 030～ 16:∞ )

<こばと保育園>
・園庭開放

2019年 4月 毎週月～金曜日 a00～ 1200

滑り台・砂場や保育日のおもちゃを使つて遊びましょう :

※1日・9日 口19日 は日行事の為休止

駐車場あり

口育児相談
2019年 4月 毎週月口水口金曜日 鋭30～ 1230
子育てについて(食事B睡眠・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 駐車場あリ

・ こばと広場(室内開放)

2019年 4月 毎週月・水・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

<レイモンド南町田保育園>
・園開放 (れもんてぃ―)

2019年 4月 毎週火・水口木曜日 9■0～ 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 !

<お知らせ> このページには、定期的に開催され

“

ベントについて掲載してい春す
※将に記職のない限ι卜・①日曜日、祝日け体みです ②各イベント脇熙冊です (D駐車場はあιl春せん

④各イベント博保護者(ス勝六人)こ―緒の参加です ⑤年齢記載鱒 いイベント勝未輔学児対象

“<高ヶ坂保育園>
口子育て相談
2019年 4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

・ひだまり広場
2019年 4月 8日 口15日 口22日 (月 曜日)a30～ 1200

屋上テラスで自由に遊びましょう: 雨天中止

口あそぼう会 園庭・室内遊び・集まり
2019年 4月 16日・23日 (火曜日)鋭30～ 1200

親子で、又、在日児と一緒に国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11:00～ )

<高ヶ坂ふたば保育園>
口園庭開放
2019年 4月 毎週月～土曜日 9ЮO～ 1■00

園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・子育て支援スペース開放
2019年 4月 毎週月～金曜日(1～5日 口18日午前を除く)

9:CЮ～12:30 15:00～ 17:00

保育口に来て、友達の輸をひろげませんか

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 4月 8日 口15日・22日 (月 曜日)・

10日・17日 口24日 (水曜日)11:∞～1200
親子でゆつくり本を選びませんか 本の貸出を行いま

<もりのおがわ保育園>
口子育て相談 (妊娠期～5歳 )

2019年 4月 毎週月～金曜日 9:∞～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 4月 毎週月日水・金曜日 980～ 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 !

※尚、年度初めは4/12(金 )まで室内開放は

お休みします

<成瀬南野保育園>
・ □庭開放

2019年 4月 毎週月～土曜日 ■00～‖30
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ιl春すので各国にお問い合わせください

<こうりん保育口>
・ □庭開放

2019年4月 毎週月～土曜日(6日 口13日を除く)

10:00～ 12:30

大きな固定道具や砂場など、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

・子育て相談
2019年4月 毎週月日水口金曜日 1000～ 15:∞

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4月 毎週月口水・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
部営金森第6アパート第2集会室 駐車場4台

<成瀬くりの家保育園>
・ 口庭開放

2019年4月 毎週月～金曜日 10:00～ 11:∞

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 4月 毎週月～金曜日 1000～ 1ユ00

子育て支援スペースを開放しています お気軽にど

<こびとのもり保育口>
・子育て相談

2019年 4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 4月 毎週月口水・金曜日 1000～ 15:00

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

<ねむの木保育口>
・ 育児相談

2019年 4月 毎週火・金曜日 9:00～ 1400
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

まずはお電話ください

<ハッピードリーム鶴間>
・子育て相談

2019年 4月 毎週月～金曜日 10∞～1000

食事、睡眠など子育てでのお悩み、心配事など
ご相談ください

来日前にお電括ください

00。・亀 C⊃。。・QC⊃ 0。。QC⊃ 0。。QC⊃ 0。。qc⊃。。。咆
生涯学習センターからの詢知ら世

乳幼児の保護者向‖講座「子育てのツポ・保育付」・憂請生募集

日程 :5月 :5日 (ホ )・ 22日 (ホ )・ 29日 (ホ )00月 5日 (ホ )・

'2日

(ホ )・ 19日 (ホ )・ 20日 (ホ )

時間 :10800～ :Z800
対象 :町田市内在住の乳幼

…

FHJ7口邁輔して参加できる方

場所 :町田市生涯学ロセンター 1階 学習
=卜

2

内書 :露

'日

:保育面持、日座オリエンテ→有ン      第5口 :(こっきのツポ)応急手当の目日に実習
第2日 :(頭0ツポ)親子間優のE本について考える  第●口 :(a出かけのツポ)町田で子宙τ

第3口 :(体のツポ)子どもOJLこ体を青む運動遭び  第7口 :(春とめ)ツポを押駐えτィィ元気 ′

第4口 :諄んなでワイワイク′ι-77-ク ′      ※全7日の連続‖座、保青付
費用3aやつ代50円×7口分、合計350円
定員:25名 (申晩

"多
歌の場合は 過去に乳幼児鶴座・幼児‖座を受ル たここのない方を傾備して拍選 )

保青定員:20名 (5月 :日現在8か月以上未輌学児きて)

申u四
":郵

躍きた勝来館ご4月 :7日 (ホ )17:00必着
郵躍の場合 :封書御 きに以TOことを記入して生涯学ロセンターヘ

①講座名②隔  (ふι脚む0旧 ‖ 響 Ю 圏 鵬 ⑤畑 餞

…

の年齢
I保青を希望する場合】

⑥保育対象児輸   (ふ職 )― 月日
来館の場合 :生涯学習セ

"―
て配怖寸る所定の申込書に配ハし、意ロヘ提出(憂付時間9:00～ :7:00)

IHll合わせ先l町田市生涯学習センター 町田市層町田6-3-l TEL8042-728-007:

3



※悪天候の際勝中止になる場合もあιl春すので各国におH01合わ世ください

<光の原保育園>
・育児相談

2019年 4月 毎週月～金曜日 9:00～ 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 4月 毎週月～金曜日 1000～ 1000

保育日のお庭で遊びましょう!:

<町田わかくさ保育口>
・ ■庭・室内開放

2019年 4月 毎週月～土曜日 9:00～ 17:00

親子で園庭・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)

・ 図書貸し出し
2019年 4月 毎週月～土曜日 ■00～ 16:00

日書の貸し出しを「あつたかなるせ室」で行つています
駐車場5台

・青児相談
2019年 4月 毎週月～金曜日 9:00～ 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

口わらベビ教室(生後2～ 6か月)

2019年4月 16日・23日 (火曜日)10:30～ 11個
わらべ歌を使つたベビーマッサージで親子でリラックス
しましょう
パスタオルをご持参ください 全2回

要予約 (■組)駐 車場5台

0わかくさ給食
2019年 4月 16日 (火曜日)・ 24日 (水曜日)1130～
当日自慢の給食をぜひ食べてみませんか?
離乳食・アレルギー除去食(卵口牛乳のみ)応相談
要予約(3組)大人300円子ども2∞円 駐車場5台

<町田南保育口>
・口庭で遊ぼう

2019年 4月 2日 口9日 口16日・23日 (火曜日)

3日・10日・17日・24日 (水曜日)・

5日 口12日 E26日 (金曜日)鋭30～ 1230
保育日の日庭で保青日の子ども達と一緒に

遊びましょう
駐車場7台 雨天中止

つくし野天僅幼稚日

・室内開放 (こあらIじ―ム)

,～2-
2019年4月 :7日 (ホ),0:00～ :::30

0～:―
2019年4月 10日 (ホ):0:00～ :::30

2019年 4月 24日 (ホ):0:00～ :::30

室内閣旅「こあら′ι―ムJては、お子さんこ遊ん
だιl、 お母憶同士ておしゃべιlを楽したていただ
けるようお部屋を開はじτい春す
専予詢 10組 (3/25から受付)

費日  100円
(お母さんにおやつこお茶が出春す)

I問い合わせ先】
つくし野天値幼縦□
つくし野2-:8-4 TEL8042-795-5:27

金森□書館からの詢知ら世

★おけなし会★

4月 3日・ 10日・ 17日 024日 (ホ曜日),5:00～
★ぢ事ぢぢ事ちa勝0し会★

(乳幼児自l■a勝むじ会 )

4月

'9日

(金曜日)‖ :00～

乳幼児中心のわらべうた・手遊び・絵本むこの

会です ご兄弟もご―緒にこうモ♪
※おけ0しのへや勝:0:40から開いていきす

場所 :金森日書館 2階 おけなしのへや

I問い合わせ先 l

金森□書館 金森東3-5-1
TEL:042-7:0-1717

病児・病後児保育とは・…

げ 病児保育 …・病気にかかっ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
一時預かり保育する事業です
*実 施している施設 E口 ●はやしクリニック病児保育室

げ 病後児保育・・・「病気の回復期J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
お子様を保育口に併設する専用の施設で一時預かり保育する事業です

*実 施している施設…・ききょう保育日(ひまわり)Jヽ野路保育口第―分口(つくし組)

高ヶ坂ふたば保育園 (こすもす)かえで保育□(れんげ)

4



<イベ ン トカ レン ダ ー > ※ィベントの詳細につ

`lτ

勝各国にお間ll合わ世ください

特に記載のない限ι
l、 開催場所勝主催保育□です きた各イベントは保護者(ス勝六人)こ―緒の参加こなι勝す

悪天候の際け中止になる場合もあι:ますので各国にお問い合わせください

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

8 日

成瀬くりの家保育園
要予約 (3/2513Ю 0
～)観性寺

花まつりお参り 花まつりを一緒にお祝いしましょ
つ

10:00～ 10:45

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)おもちゃで遊
んだり、親子で体操や春の歌を一緒にうたいましょ
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.27.4～H293月 生ま
れのお子さん シール遊び

10:00-11:00

9 火

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)親子でふ
れあい遊びを楽しみましょう 4月 生まれのお祝い
もします

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)ら、れあい遊びやわら
べうたを楽しみます 親子でゆつたりと過ごしましょ
う

14:00～ 15:00

10 ホ

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30～ 16:00)

休育あそび (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

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

高ヶ坂ふたば保育園 % おひさまくらぶ1(0～ 3歳)春のお話し会 10:00～ 11:00

南つくし野保育園 南町田会館Bホール
にこにこランド 保育士によるパネルシアターやふ
れあい遊びです 気軽に足を運んでください !育
児相談も承ります

14:00～ 15:00

光の原保育園 鬱
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

ホ

こうりん保育園
要予約 (平 日1000～
17ЮO)駐車場4台

お話し会 お話し如雨露の方による読み聞かせで
す

10:00～ 10:30

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

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

:2 金 レイモント
・
南町田保育園 ご

ごみ収集車のおじさんがみんなのところにやってく
る ! 紙芝居を見たり、歌やおどりを踊つてみんな
で楽しもう スケルトン収集車のみえるくんも来るよ

10:00～ 11:00

:5 月

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日9ЮO～
17:00)

こあらくらぶ (0歳 )0歳赤ちゃんの会 10:00～ 11:00

成瀬くりの家保育園
要予約 (3/2513Ю 0
～ )

いきいきくりまま(妊娠期・0～4か月)赤ちゃんが
大好きなわらべうたや絵本などを一緒に楽しみま
しょう

14:00～ 14:30

:● 火

こうりん保育園
要予約 (5組 ～4/11

平日10:00～ 17:00)

駐車場4台

お楽しみ会 職員の出し物の他、4月 生まれの誕
生会も行います

10:00～ 10:45

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

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

5
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日 曜 主催籠離 予約・費用・場所他 イベント名(対象年齢)・イベント肉書 時間

:| 火 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、大人が季節の折り紙を楽しみます 時間に
遅れないようにお越しください

10:30～ 11:30

17 ホ

町田わかくさ保育園
要予約 (5組 )

駐車場5台

まんまクラブ(1歳児クラス)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

こばと保育園
要予約 (10組 3/25
1000～ )駐車場あ
り

誕生会 (2か月～5歳)4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

高ヶ坂ふたば保育園 Qq亀 おひさまくらぶ2(0～ 3歳 )しやぼん玉遊び 10:00-11:00

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500円 L版写真1枚 予約受付平日
10:00-17:00)

10:30～ 11:30

18 ホ

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

9:30～ 11:30

成瀬くりの家保育園
要予約 (3/2513Ю 0
～ )

誕生会 4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

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

19 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 言葉がおそい、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

22 日

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.27.4～ H29.3月 生ま
れのお子さん こどもの日工作・誕生会

10:00-11:00

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 )おもちゃで遊んだり、
体操や紙芝居のお話を楽しみましょう

10:00～ 11:15

23 火

こびとのもり保育園
要予約 (3組 3/25
10:00～ )

4月 お誕生会 4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

9:30-10:30

高ヶ坂保育園 鶴
あそぼう会 誕生会 4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‖ЮO～

9:30-12:00

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)春の歌をみ
んなでうたいましょう 親子のふれあい遊びやペー
プサートのお話も楽しみます

10:00～ 11:00

光の原保育園 要予約 (10組 )
小麦粉粘土で遊ぼう(1～ 5歳)小麦粉から粘土を
作つて触つて遊びましょう!!

10:00-11:00

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 3/25
3:30～ )

4月 誕生会 (0～ 3歳 )4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

10:00～ 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)ら、れあい遊びや布あ
そびを楽しみます 保護者同士の情報交換もしま
しょう

14:00-15:00

6
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24 ホ

レイモンド南町田保育園 篠彗
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

成瀬南野保育園
要予約 (お祝い2名 ロ

見学希望3組 3/25
3/30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 (予約受付9:∞～17:∞ )

10:CЮ～10:40

市立金森保育園
要予約 (15組 3/25

～)成紳 ミュニティ
センター

育児講座「リズムあそび」(6か月～1歳5か月)講
師を招いて親子で色々な楽器に触れてリズムあそ
びを楽しみます (予約受付平日■∞～17:∞ )

10∞～11:∞

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

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

こいのばり制作 親子で素敵なオリジナルこいのほ
り作つてみましょう (予約受付平日10:∞～17:∞ )

10:30～ 11:30

25 ホ

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 おもちゃで遊んだり、体操やペー
プサートのお話を楽しみましょう

10∞～ 11:∞

光の原保育園 0 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∞～ 11:∞

こびとのもり保育園
要予約 (7組 3/25
10∞～)持ち物:バ

スタオル

ベビーヨガ(首がすわつた3～ 12か 月)親子でヨガ
を楽しみ、ママもリフレッシュしませんか 予防接種
後48時間以内の方はご遠慮ください

10∞～11:∞

21 金 南つくし野保育園 J
ちょつとほつとカフェ(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

D:30～ 11:00

27 土 レイモント
・
南町田保育園 彗・

Saturdayれもんてぃ一 土曜日にも、子育て支援
室「れもんてぃ一」の開放を行つております お気軽
に遊びに来てくださいね :

9:30～ 12:30

｀【 に重録し参じょぅ
～あなたの子育て、あなたの地域が応援しています～

マイ保育園は7AN立
保育園に併設された地域子育て相談セ

ンターが法人立保育園 。こども園と協力して取り組む子
育て支援事業です。

子な
警切

*UEor

・子育ての楽しさをみんなで分かち合うために
0子育ての悩みをみんなで解決するために
。子育ての難しさをみんなで支え合うために

身近な保育園・ ことも園が『かかりつけ窓□』として

子育て相談に応じ、遊び揚も提供します

堺地域子育て相談センター  lЦ工42-7707怖
南地域子育て相談センター  TEL唯 -710-2752
鶴川地域子育て相談センター TEL∝2-7340699
忠生地域子育て相談センター :Ц工42-789-7545
町田地域子育て相談センター iЦ_C42-710-2747
月～金曜日 8:30-17:∞ (祝日・ 年末年始を除く)

201904子 ども生活部子育て推進課
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今後の予定 :基本的に毎日火曜日(9s12、 2月勝ホ曜日)

2019年 3月20日、4月 23日、5月 23日、6月 25日、7月23日、8月 27日、9月25日、

10月22日、11月20日、12月25日
2020年 1月28日、2月20日、3月24日
|,l彎 : :3:30～ 14:30
対象 :'0代から22歳くJ鴨

場所 :生涯学習センター(レン 町田 旧 :

※予約勝gb喜あι勝せん お気軽にお赳しください

お子さんを遭膠せない 、みんなてaじぶ ιL慮しょう′『わたわ7-卜 (テル ーションした背景てお子さんのアー

ト写宙を撮影 )Jヽ咤影淵k楽しい企認 ′フレッシュ瞬 しょう′

H11合わせ先:忠生地饉子青τ相餞センター 電話042-789-7545

親こ子の春むびのひろ勝

日時 :『きしゃポリポ」4月2日・9日・

'0日

(火曜日):4:00～ 16:00
『パパきしゃJ 4月 28日 (日曜日)14800～ 11800

対象 :町田市内在住00・ :歳児こ保護者、マタニテイ羽I「きじゃ満 ポ」の■)

場所 :町田市生涯学習センター 1階 保育
=内書 :「 きしゃIs87ポ」スキンシ■7遭び、手遭び、絵本の読出日か世、7子情報変換0こ

I二8鷹
面 破机 薇 瓢 漸 面 硫 ち綸 ご

Ω 炒

.

※きじゃ釉 ポヘの参伽勝月2口春で

“

ご部合の良い口を選んでご拡 ださい

IH01合わせ先l町田市生涯学習センター 町田市隠町田6-8-l TEL8042-728-007:
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この「子育てひろば力じンターJけ町田市公式ホームページでもご覧いただff春す ′

♪各地域版PDFフ ァイ′ιをご覧にむιlたい方勝こちら

卜■7ページ>>子育てサイト>>てかl■る>>町田市子育てひろ情カレンター 4

hHp://kosodale― naacndalokYOJP/mOkulek:/6/3/2772.hlmi

♪各保青日のイベント情報をご覧になら:たい方勝キャスページをご利用ください

トゥ7ページ>>子育τサイト>>てかける>>保育日のイベント

h‖p://kOSOdtte― machida.lokYOJp/mOkulek:/6/6/1ndexohlmi
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※喜予約のイベント勝各施設へお間ιl合わ世くださll
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)単
需L』脚 ?績轟 費を含みます)」「この冊子は、8650部 (5地域分)作成し、1部あた
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リサイクル週性◎
この印刷物は、印刷用の紙ヘ

リサイクリレできます。


