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↓今日の相鷹口です

成瀬くらlの家保青ロ 町田市成瀬1-5-1
080-2340-0495
(子育

“

ろば専用)

042-710-8178 ○

高ヶ坂保青ロ 町田市高ヶ坂6-2-10 042-727-2373 042-727-5373 ○

高ヶ堰ふたけ保育□ 町田市高ヶ坂7-26-6 042… 720-8215 042-720-8217 ○

町口わかくさ保青□ 町田市成瀬7-10-7 042-728-0288 042-728-0344 ○

市立金森保青ロ
(南地層子青τ相露センター)

町田市金森東1-12-16
042-710-2752

(子育てひろば専用)
042-710-2753 ○

わむのホ儡青日 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 ○

光の鷹保青ロ 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t』予2-17-1 042-788-5228 042-788-5328 ○

′、■ピード|′ ―ム鶴間 町田市南町田4-22-7 042-796-3322 042-796-3328 ○

こう|:ん保青□ 町田市金森7-6-1 042-725-7070 042-727-2822 ○

もι:oaがゎ保青ロ 町田市小川1-11-2 042-788-7025 042-799-2070 ○

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

こびこのもιl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日 町田市鶴間8-4-30クレインドビルlF 042-706-9641 042-706-9642 ○

町田南保青■ 町田市金森東4-36-8 042-796-8346 042-796-3346 ○

つくし野賓値鋤稚□ 町田市つくし野2-18-4 042-795-5127

た警
―

町田市高ヶ坂6…29-1 042-726-4976

※天保によι l参けので各口にお問い合わ世ください
お車ての来□勝ご遠慮ください

,

※天保によιl寝要や中止の場合があιl参●
※特に記職がない限ιlEQは あら勝世ん
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児対象です

<光の原保育口>
・育児相談

2019年5月毎週月～金曜日 9:∞～17:00

要問い合わせ

・口庭開放
2019年5月毎週月～金曜日 10∞～1000

<市立金森保育園>
口口庭開放
2019年5月毎週月～土曜日 &30～ 17m
地域専用駐車場5台 (a30～ 16:∞)

・育児相談
2019年5月毎遇月～金曜日 a30～ 17:∞

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 (a30～ 16:∞)

・室内開放
2019年5月毎週月～金曜日 9:∞～lQ∞
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1130～ 1330
地域専用駐車場5台 (9:30～ 16m)

・育児サークル支援
2019年5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
おもちゃの貸し出し要予約 (9:∞～17:∞)

地域専用駐車場5台 (a30～ 16:∞)

<高ヶ坂保育□>
口子育て相談
2019年5月毎週月～金曜日 10∞～16:00

来日前にお電話ください

・ ひだまり広場
2019年5月 7日 (火曜日)・ 13日・20日 口27日 (月 曜日)

鋭30～ 12:∞ 雨天中止

口あそぼう会 口庭・室内遊び・集まり
2019年5月 14日・21日 (火曜日)980～ 12"
集まりは11:∞～

<南つくし野保育口>
口口鷹開放
2019年5月毎遇月～金曜日 1000～ 1130

<高ヶ坂ふたば保育口>
口口庭開放
2019年5月 毎週月～土曜日 9:∞～17:∞

・子育て相談日子育て支援スペース開放
2019年5月 毎週月～金曜日

(14日 午前・17日午前を除く)

9:00～ 12:30 15:00-17:00

0おひさま文庫 (0～ 3歳 )

2019年 5月 8日・15日 口29日 (水曜日)・

13日・27日 (月 曜日)・ 24日 (金曜日)11:∞～12∞

<レイモンド南町田保育口>
・園開放 (れもんてぃ―)

2019年 5月毎週火・水・木曜日 鋭30～ 1230

<こびとのもり保育口>
・子育て相談

2019年5月毎週月～金曜日 lQ00～ 16:∞

・こびとひろば(室内開放)

2019年5月毎週月・水・金曜日 10∞～15:00

金森□書館からの詢知ら世

★お出 会★
5月8日・15日・22日 029日 (ホ曜日)15:00～

★ちJ武議ちお騰 し会★(乳幼児自‖a勝むし会)

5月 17日 (金曜日)‖ :00～

場所:金森□書館 2階 お出 しのへや
詳細勝下曲 へお問い合わせください

I鷹ル1含-1
金森日IE金 森東3-5-l

TEL8042-7'0-17:7

<ねむの木保育口>
・育児相談

2019年5月毎週火・金曜日 9100～1400
要電話

・ねむの木ひろば
2019年5月 8日 015日 (水曜日)1000～ 11:∞

成瀬が丘ふれあい会館



※悪天候の際は中止になる場合もあら勝すので各国にお問い合わ世ください

<こうりん保育口>
・ 口庭開放

2019年5月毎週月～土曜日 1000～ 1230
駐車場4台

・子育て相談
2019年5月 毎週月・水・金曜日 10∞～15100

要予約 (平日1釧∞～17:00)

・ りんりんひろば(室内開放)

2019年5月 毎週月・水・金曜日 ■30～ 1230
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

<成瀬くりの家保育口>
口口庭開放
2019年5月毎週月～金曜日 10∞～11●0

雨天中止

・まるんひろば(室内開放)

2019年5月毎週月～金曜日 1000～15m

・くりつこママのおはなし会(1歳児クラス)

2019年5月 21日・28日・6月 4日・11日・18日 (火曜日)

全5回連続購座 鋭30～ 1130
要予約(4/25 13:∞～)参加費300円
一時保育代別途

<ハッピードリーム鶴間>
・子育て相談

2019年 5月毎週月～金曜日 10∞～10∞
来日前にお電話ください

<つくし野天使幼稚口>

0ベビーマッサージ(0歳児)

2019年5月 13日・27日 (月 曜日)10:∞～11:30

持ち物有 要予約 (6組)費用5∞円

・室内開放 (こあらルーム 1～ 2歳未満)

2019年5月 17日・31日 (金曜日)1000～ 11:30

要予約 (10組)費用1∞円(おやつ代)

<町田わかくさ保育園>
口口庭口室内開放
2019年 5月毎週月～土曜日 9:∞～17:∞

あつたかなるせ室口飲食可 駐車場5台 (9:∞～16:∞ )

口図書貸し出し
2019年5月毎遇月～土曜日 9:∞～16:∞

あつたかなるせ室 駐車場5台

・育児相談
2019年5月毎週月～金曜日 9:∞～16:∞

駐車場5台

・わかくさ綸食
2019年5月 8日 (水曜日)・ 14日 (火曜日)・

23日 (木曜日)・ 27日 (月 曜日)11:30～
離乳食ロアレルギー除去食 (卵 口牛乳のみ)応相談
要予約(3組)大人300円子ども200円 駐車場5台

・わらベビ教室 (生後2～6か月)

2019年5月 15日・22日 (水曜日)1030～ 11:∞

バスタオルをご持参ください
全2回 要予約(Ю組)駐車場5台

<町田南保育□>
0保育口で遊ぼう
2019年5月 13日 口20日 (月 曜日)・

14日・21日・28日 (りk:曜日)・ 8日・22日 (2К :曜日)・

16日 030日 (木曜日)・ 17日・31日 (金曜日)

980～ 1230駐車場7台 雨天中止

<こばと保育園>
・口庭開放

2019年5月毎週月～金曜日 9:∞～12:∞

※8日 口10日 E24日 は日行事の為休止 駐車場あり

・育児相談
2019年5月毎週月・水・金曜日 a30～ 1230
要予約(4/251000～ )駐車場あリ

Dこばと広場 (室内開放)

2019年5月毎週月・水・金曜日 鋭30～ 12:∞

駐車場あり

<もりのおがわ保育園>
・ 子育て相談

2019年5月毎週月～金曜日 9:∞～17:∞

電話でも受け付けます

・室内開放
2019年5月 毎週月口水・金曜日 鋭30～ 1230

<成瀬南野保育日>
・ 口庭開放

2019年5月毎週月～土曜日 9:00～ 11:30

行事等で利用できない場合があります



<イベ ントカじングー >※ ィベントの詳細につιlτ勝各国にお問ら1合わ世ください

特に記載のない限ι:、 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)こ一緒の参加こなι勝す

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

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

7 火

ハッピードリーム鶴間
要予約 (前 日の12Ю0

締切)有料 (給食
費)

親子体験保育 保育園つてどんな所 ?親子で一

緒に体験してみませんか ?(予約受付平日1000～
17:00)

)30～給食終了

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)紙ら、ぶきを
散らして遊びましょう 5月 生のお祝いもします

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)リズムに合わせてか
らだを動かしましょう 保護者同士で情報交換もし
ましょう

14:00～ 15:00

8 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

成瀬くりの家保育園
雪尋罰ウ摯,(4/25 13:00
～ )

大きくなつたかな 身体測定・育児相談 看護師や
保育士とゆっくりお話しましょう

10:00-11:00

高ヶ坂ふたば保育園
電 _.

おひさまくらぶ1(0～ 3歳 )手作りおもちゃ 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

集会室 駐車場4台

寝相アート(0歳 )テーマは「母の日」 お家から衣

装を着て来てもOK、 持つてきてもOK(予約受付平
日10:00～ 17:00)

10:30～ 11:30

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ら、

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

9 ホ

光の原保育園 鯖
■
９

、

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

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

10 金

つくし野天使幼稚園
雨天時は保育室で開
催

園庭開放 (バンビの広場)幼稚国のお庭の遊具を
親子で自由に遊び、お楽しみください

9:15-10:30

レイモンド南町田保育園
要予約 (10組 )予約
饗a十ナ(lo:oo～ 16:00)

シンガーソングライター「シャケさん」と遊ぼう シン
ガーソングライター「シャケさん」と、歌遊びや触れ
合い遊びを一緒に楽しみましょう !

10:00-11:00

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)保育国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

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「母の日」お家か

ら衣装を着て来てもOK、 持つてきてもOK(予約受
付平日10:00～ 17:00)

10:30-11:30

13 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

わんわんひろば(1歳 6か月～5歳)臨床心理士に
よるミニ講座があります「乳幼児期の子どもとの
関わり方」について知りましょう

10:00～ 11:00

高ヶ坂ふたば保育園 要予約
さくらんぼくらぶ(2～ 4歳 )H.27.4～ H29.3月 生まれ
しゃばん玉遊び

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

集会室 駐車場4台

お話会 お話し如雨露の方による手遊びやわらべ

歌、絵本の読み聞かせを行つてくれます (平 日予

約1000～ 17ЮO)

10:30-11:00

たちはな幼稚園 ゛ 喜 事

園庭開放 大きな遊具や広い園庭で一緒に遊び

ましょう 申込み不要 車での来園はご遠慮くださ
い 詳細はたちはな幼稚園HPをご覧ください

10:30-11:30



<イベントカレンダー>※ィベントの詳細につら1ては各□にお問ιl合わせください
日 曜 主催籠議 予約・費用・場所他 イベント名(対象年齢 )・イベント内害 時間

:4 火

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日900～
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

9:15-12:00

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

光の原保育園
雨天の場合は室内で
の講座のみ

ゴミ出前講座 (1～ 5歳)ごみ収集車が園庭にやっ
てきます !物の大切さを楽しく学びましょう:: 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 季節のおはなしを楽しみましょう
どんなお話が出て来るかな?お楽しみに

11:00～ 11:30

:5 水

南つくし野保育園
要予約 (各クラス3

組)有料 (各 1食昼
300円 おやつ100円 )

親子体験保育 (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

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

成瀬南野保育園
要予約 (お祝い2組・

見学希望3組 4/25
～5/10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,00～ 1630)

10:00～ 10:40

こばと保育園
要予約 (10組 4/25
1000～)駐車場あ
り

誕生会 (2か 月～5歳 )5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 おひさまくらぶ1(0～ 3歳)新聞紙遊び 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円写真2枚 サイズ要確認 (予

約受付平日1000～ 17ЮO)

10:30～ 11:30

:| ホ

こびとのもり保育園
要予約 (3組 4/25
10:00～ )

5月 お誕生会 5月 生まれのお友達、保育園のみ
んな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

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

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′ヽスタオ
ルを1枚ご持参ください

10:00-11:00

:7 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 保護者同士の情報交換もしましょう

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

ねむの木保育園
妻署月

'糸
'(4/25 10:00～)駐車場要相談

みんなで遊ぼう: 手作りの玩具や木製玩具で遊
びます

10:00～ 11:30

こばと保育園
要予約 (4組 4/25
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

成瀬くりの家保育園
警署月

'糸
|(4/25 13:00

～ )

誕生会 5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



<イベントカレンダー>※ィベントの詳細につ11て勝各国にお問ιl合わ世ください

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

18 土 ハッピードリーム鶴間

m
妊婦さん大集合 1(妊娠期)出産前に知つておく

とお得な情報、便利グッズの展示など、先輩ママた

ち発案のイベントです

13:00～ 15:00

20 月

つくし野天使幼稚園
眠

「

園庭開放 (バンビの広場・ランチサロン)園庭開

放を行つています 園庭で遊んだあとは、お部屋で

お弁当を食べることができます

9:15-12:30

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)おしゃべり
会をしましょう 思つたことを話したり聞いたりして
楽しい時間を過ごしましょう

10:00-11:00

こばと保育園
要予約 (8組 4/25
1000～)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!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(4/251300
～ )

いきいきくりまま(妊娠期～4か月)赤ちやんが大
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

21 火

高ヶ坂保育園 やQと
あそぼう会 誕生会 5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

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 4/25
9:30～ )

5月 誕生会 (0～ 3歳 )5月 生まれのお友だち、保育
国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!

9:50-11:30

光の原保育園 燃 げ
おしゃべリティータイム お茶を飲みながらおしゃ
べりしましょう!:育児のこと、家庭のこと、悩みご
と、みんなで語りましょう!!

10:00～ 11:00

町田わかくさ保育園
要予約 (7組 )

駐車場5台 ヽ

ワンポイント育児講座・食事 (0～ 2歳 )食事に困つ
ていることはありませんか?保育士、栄養士を交
え話をしながら生活のヒントを見つけましょう

10:15-10:45

高ヶ坂保育園 要予約

プレママルーム にじつこ(妊娠期～生後4か 月)

保育園のおやつを食べてお喋りしながらみんなで
「手作りおもちゃ」を作りましょう :

13:30-14:30

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)赤ちやんをあやす時
のコミュニケーション方法「マザリーズ」のお話と親
子のふれあい遊びをしましょう

14:00-15:00

23 ホ 市立金森保育園
成瀬台公園
雨天中止 (9ЮO判断)

駐車場なし

成瀬台公園で遊ぼう 公園で思いつきり遊びましょ
う(成瀬台3-7)親子で体操やボールあそび等体
をたくさん動かしましょう

10:00-11:00

24 金

南つくし野保育園 ∞ θ
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

成瀬南野保育園
要予約 (5組 4/25
9ЮO～ 16305/10締
切 )

ゴミと環境の出前講座 リサイクルについてのお

勉強をします 楽しい歌や踊りもあります
10:00～ 11:00

成瀬くりの家保育園
要予約 (4/251300
～ )

ミニくりつこひろば(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ませんか

10:00～ 11:00

こばと保育園
要予約 (20組 4/25
1000～ )駐車場あ
り

シャボン玉ショー(2か 月～5歳)親子でシヤボン玉
ショーを楽しみましょう テレビでおなじみの杉山兄
弟が来ますよ !

10:00-11:00

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日900～
17:00)

こあらくらぶ (0歳 )0歳赤ちやんのひろば 10:00-11:00

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

レイモント
・
南町田保育園

遊歩道 (現地集合)

雨天中止

しぜんとあそぼう 春の虫や草花を見つけてみま
せんか?虫好きのお子さんにぴつたり!虫に詳し
い保育者がご案内します

10:00～ 11:00



<イベントカレンダー> ※ィベン:観辟組については各国にお問ιl合わせください
日 曜 主

―
予約・費用・場所他 イベント名(対象年齢 )・イベント肉害 時間

24 金 町田南保育園
要予約 (6組 平日
1090～ 17ЮO)馬主車
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

25 土 レイモント
・
南町田保育園 縣

Saturdayれもんてぃ 土曜日にも園開放「れもん
てい一」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

27 月

高ヶ坂保育園
要予約 有料 (給食
代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
鶴間三角公園
雨天中止 (9ЮO判断)

駐車場なし

鶴間三角公園で遊ぼう 公園で思いつきり遊びま
しょう(鶴間6-10)親子で体操やボールあそび等
体をたくさん動かしましょう

10:00～ 11:00

高ヶ坂ら、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 絵の具遊び・誕生会

10:00-11:00

28 火

こうりん保育園
要予約 (5組 ～
5/24)駐車場4台

お楽しみ会 職員の出し物の他、5月 生まれの誕
生会も行います (予約受付平日10ЮO～ 17Ю O)

10:00-10:45

光の原保育園 要予約 (10組 )
手型・足型アート お子様の手型・足型で可愛い
作品を作りましょう

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

29 水 高ヶ坂ふたば保育園 摯
おひさまくらぶ3月 卒園 (0～ 3歳)身体測定・誕生
△

=

10:00～ 11:00

30 ホ

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30-16:00)

20代のママ(プレママ)のあそびの会 20代ママで
集まりましょう ら、れあい遊びやおしゃべり会、情報
交換もしましょう

10:00～ 11:00

町田わかくさ保育園
要予約 (10組)駐車
場5台 雨天時室内
内容変更あり

おみせやさんごつこ 園児が作つた品物がお店屋
さん(ごつこ)に並びます お買い物をして楽しく遊
びましょう♪お買い物袋持参

10:00-11:00

触闘″月hン′～lo側賜22無:■時

“

ィィa日賄 ″～

今機の予定 :基本的に毎日火曜日(9、 12、 2月勝ホ曜日)※予|1勝必専あι勝せん お気軽にお越しください
20:9年 5月28日、6月 25日、7月 23日、8月 27日、9月25日、10月29日、11月26日、12月25日
2020年 1月 28日、2月 20日、3月24日
時間 :13:30～ :4:30 対象 :10代から22歳くらいきてのィィこ橿帽駐ん
場所 :生涯学習センター(じミィ町田 旧 :09MACH:D■ )0階保育室

お子さんを通勝せなから、みんなておし響Vlし感じょう′「わたわアート(テ3L―ションした背景てお子さんのアー

ト写真を撮影)Jに0他、楽り 1企画にリフレッシュ瞬 しょう′

問い合わ世先 :忠
―

子育て相露センター 電話042-789-7545

ヽ

7



日
　
時
対

定

親子の絆づくら17ログラム
“轟ちゃんかきた「 “

(愛称:BP'7ログラム)

～思春期から花開く0歳時期の育児～

程:1副
問義暦野暫覇躍同門5日・

'2日口|:9:30～ 11:30
象:20,9年

'日

7日～20,9年4月 2,日生きれ
町田市民の第1子こ母親

員810組(先着願)(キャンセ′Lが出た際、ご連絡をさ世ていただき賛
先着順てのL‐n内こならl春け連絡かつかない場合には、次の方に連絡をさ世τ
いただき賛 予めご了承ください)

場  所:鶴lll市民センター(町田市大蔵町198卜 4)
費  用:1080円 (税込・テキストR)
申u四卜電営きたは、下記の地域子青τ相餞センターヘ直持お越しら1ただきお申込みください

800～ 17800
ンター 電話8042-734-3199

※講座の詳細、各地域の開催スケジュー′しについては、きちだ子青τサイトをご覧ください

生涯学習センターからの詢知ら世
受講生募集・家庭教育支援学報「′ヽリピ~ママ7ロジェクト」0保育付

日程 85月28日 (火)開級2020年 2月春て 第2口6月 ‖日以降隔週火曜日、全17ロ

時間:10800～ 12300
対象 :町田市内在住の子育て中の方

場所 :町田市生涯学習センター 1階
定員:25名 (先春願)保 育:20名 (5月 1日現在8か月以上からホ輔学 )

申し込み:電話にて5月 :0日 (金)17:00春で 受付時間:9:00～ ,7:00

※予約・詳細勝下記施設春てお問い合Ж ださい

I問い合わせ先】町田市生涯学ロセンター 町田市原町田6-8-l TEL8042-728-007:

親こ子鉾 むびのひうば

日時 :「 ●しゃポッポJ5日7日・:4日・21日 (火曜日)14:00～ :6:00

対象t鵬 醐 糊 躙 出 磐 脚 『きじゃ釉 満 の

“
場所 :町田市生涯学習センター 1階 保育室

※詳細勝下記籠離惨てお問い合わせください

【問い合わせ先l町田市生涯学習センター 町田市原町田6-3-l TEL:042-728-007'
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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

層巨言舌 042-724-4468(雇塞贅五)  Fax 050-3101-9459
「この冊子は、8540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)」
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※喜予約Ofベント勝聾鵬田奎盛固Ш盆艶豊ください

リサイクル週性◎

この印用物は、印刷用の紙ヘ

リサイクルできます。


