
町田市子青
■じングー
(南地層版) 回 覧
お佳春いの近くの「子育てひうけJをご案内し春す
こなたでも遊びに来てくださいわ
イベントの詳細勝各国にお問い合わせください

`

` 邊

町田市子青τ情報配僧サービス
「勝っこメー′L春ぢだ J

町田市力ら子育ての
「膠●●む情報」
「勝●●す翻 」

難
子育てひろばカレンター配市場所

「子

…

じンダー』‖にの
「珊」「忠生」「町田 J「鶴:il」 地城版が雄 け
各地層Onレンター勝町口市役所・市立保青口等で
配布してら時す 鬱 ご利用く1はJl

配の場耐 ―
L磯ヽ す

南市民センター、な鋼 前市民セシター、需合体青饉、
子にもセンター膠あた、LOb小 児グ′ニック、
小児科高橋E院、相呻 ン威瀬店、三和小I:l店 他

↓今日の掲膚口です

威瀬くら:の憲保青ロ 町田市成瀬1-5-1
080-2340-0495
(子育0ろ ば専用)

042-710-8178 ○

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

高ヶ堰ふたけ偲青日 町田市高ヶ坂7-26-6 042-720-3215 042-720-3217 ○

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

市立金森保青ロ
(南地電子青τ相饉センター)

町田市金森東1-12-16
042-710-2752

(子育
`ろ

ば専用)

042-710-2753 ○

わむのホ爆青ロ 町田市金森東3-17-25 042-706-0733 042-706-0737 ○

こ膠こ保青ロ 町田市金森6-37-18 042-796-3628 042-796-3697 ○

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

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

ム
"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ιlん保青ロ 町田市金森7-6-1 042-725-7070 042-727-2822 ○

もι:のおかわ偲青日 町田市小川1-11-2 042-788-7025 042-799-2070 ○

威瀬南野保青□ 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 1ヽ川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 ○

町口廂保青ロ 町田市金森東4-36-8 042-796-8346 042-796… 8346 ○

つくし野天値鋤稚■ 町田市つくし野2-18-4 042-795-5127

綺哺に‖ 陵夏や中
※特に配漏が●llttιl駐車場勝あらl春世ん お車ての来□勝ご遠慮ください

,



<高ヶ坂保育園>
口子育て相談
2019年 6月 毎週月～金曜日 1000～ 1000

来日前にお電話ください

・ひだまり広場
2019年 6月 10日 口17日・24日 (月 曜日)・ 18日 (火曜日)

980～12m 雨天中止

口あそぼう会 口庭・室内遊び口集まり
2019年 6月 11日 口25日 (火曜日)980～ 1200

集まりは11:00～

<市立金森保育口>
・口庭開放

2019年6月 毎週月～土曜日 &30～ 17:00

地域専用駐車場5台 (a30～ 16m)

・育児相談
2019年 6月 毎週月～金曜日 a30～ 17:00

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～ 1000)

・室内開放
2019年6月 毎週月～金曜日 a00～ 16:00

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 (a30～ 16:00)

・育児サークル支援
2019年 6月 毎週月～金曜日 a30～ 17:00

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

おもちゃの貸し出し要予約(9100～ 17:00)

地域専用駐車場5台 (930～ 16:00)

・親子体験保青
2019年 6月 毎週月～金曜日 a00～給食終了まで

要予約(平 日鋭00～ 17:00)

有料 1食200円 駐車場は利用‐ ません

<こうりん保育園>
・日庭開放

2019年 6月毎週月～土曜日 1000～ 1230

駐車場4台

口子育て相談
2019年 6月 毎週月・水・金曜日 1000～ 15m
要予約(平日10∞～1■00)

・りんりんひろば(室内開放)

2019年 6月毎遍月口水・金曜日 930～ 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

<お知ら世> このページには、定期的に開催されるイベントについて掲載してい春す
※持に配層00い限ιl・・①日曜日、祝日勝休龍 す ②各イベント

ー
です ⑤磁軍場騰あιl●せん

④各イベンH引躙貼駅ス勝六人)こ―緒の参加です ⑤軍齢記

"か
桝 lfベント妙未輔学児対象です

<南つくし野保育園>
・口庭開放

2019年 6月毎週月～金曜日 1000～ 11:30

<成瀬くりの家保育口>
・□庭開放

2019年 6月 毎週月～金曜日 1000～ 11:00

雨天中止

・まろんひろば(室内開放)

2印 9年6月 毎週月～金曜日 lQ00～ 1駐00

※イベントなどの開催により、開放時間に変更がある

場合がございます
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<高ヶ坂ふたば保育口>
口口庭開放
2019年 6月 毎週月～土曜日 a00～ 17100

口子育て相談・子育て支援スペース開放
2019年 6月 毎週月～金曜日

(10日 ～14日午後・20日午前日27日午前を除く)

9:00～ 12:30  15:00～ 17:00

・おひさま文庫(0～ 3歳 )

2019年 6月 3日・17日 (月 曜日)・

5日・19日・26日 (水曜日)口 14日 (金曜日)

11:00～ 1200

<こびとのもり保育園>
・子育て相談

2019年 6月 毎週月～金曜日 1000～ 16:00

・こびとひろば(室内開放)

2019年 6月 毎遇月・水口金曜日 10:∞～15m

<成瀬南野保育園>
口口庭開放
2019年 6月 毎週月～土曜日 a00～ 113o

行事等で利用できない場合があります

○

○

`、

。亀。● A・ 観。



※

<ねむの木保育園>
口育児相嵌
2019年 6月 毎週火・金曜日 aoo～ 1400
要電話

Bねむの木ひろば
2019年 6月 17日 (月 曜日)・ 26日 (水曜日)

1000～ 11:00

成瀬が丘ふれあい会館

<光の原保育園>
口育児相談
2019年6月毎週月～金曜日 ■00～ 1700
要問い合わせ

口園庭開放
2019年 6月 毎週月～金曜日 1000～ 16:00

日室内開放
2019年毎週火口木・金曜日 990～ 12:00

行事等により中止になる場合がありますのでお問い
合わせください

勝すので各国にお問い合わせください

<ハッピードリーム鶴間>
・ 子育て相談

2019年 6月 毎週月～金曜日 1000～ 1000
来日前にお電話ください

口親子体験保育
2019年 6月 4日 口18日 (火曜日)a30～給食終了
要予約(平 日1000～ 17:∞)有料 (給食費)

<町田わかくさ保育園>
・園庭口室内開放

2019年 6月 毎週月～土曜日 a00～ 17●0
あつたかなるせ室・飲食可
駐車場5台 (9100～ 1000)

・図書貸し出し
2019年 6月 毎週月～土曜日 9:00～ 1690
あつたかなるせ室 駐車場5台

口育児相談
2019年 6月 毎週月～金曜日 990～ 16●0駐車場5台

口わかくさ給食
2019年 6月 7日 (金曜日)・ 11日 (火曜日)・

19日 (水曜日)・ 27日 (木曜日)1130～
離乳食・アレルギー除去食 (卵・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

口わらベビ駅前教室 (生後2～ 6か月)ベビーマッサージ
2019年 6月 12日・26日 (水曜日)10:30～ 11100
バスタオルをご持参ください 全2回 要予約 (10組 )

成瀬駅前市民センター

<もりのおがわ保育園>
・子育て相談

2019年6月 毎週月～金曜日 9:∞～1■∞

電話でも受け付けます

口室内開放
2019年 6月 毎週月日水・金曜日 a30～ 1230

金森□書館からのお知らせ

★aけなし会★

6月5日・:2日・19日・20日 (ホ曜日):5::5～

★ちょうちょうお騰 じ会★(乳幼児向ffa騰し会 )

1月 21日 (金曜日)11:00～
乳鋪児中JLのわらべうた・-0絵 本なこの会
です ご兄弟もご―緒にこう

`♪※おけなしのへやけ10:40から開日ていきす

場所 :金森□書館 2階 お腱 しのへや

I間ιl合わせ先 l

金森□書館 金森東3-5-l
TEL:042-7,0-17,7

<こばと保育園>
・園庭開放

2019年 6月 毎週月～金曜日 900～ 1200
※4日 口7日 口11日 は日行事の為休止 駐車場あり

・育児相談
2019年 6月毎週月日水・金曜日 ,30～ 1230
要予約(5/27 1000～ )駐車場あリ

ロこばと広場(室内開放)

2019年 6月 毎週月日水E金曜日 ,30～ 1200
絵本の貸し出しも行います
駐車場あり

<町田南保育園>
・保育口で遊ぼう

2019年 6月 11日 口18日・25日 (火曜日)・ 6日・13日 ロ

20日・27(木曜日)・ 7日 自14日・21日 (金曜日)

a30～1230駐車場7台

子どもセンターばあん               
｀

≪ばあたキッ烈N成瀬≫

日時:6月 10日 (月曜日),0:30～ ‖:00(自由遊び)

‖:00～ 11:45(■ログラム)

対象:0歳～輔学前の乳幼舵 その保護者
場所:成瀬コミュニテrtンター:階ホー′ι

※詳細け下記施設へお問い合わせください

IHll合わ世先l子どもセンターけあん 金森4-5-7
TEL 042-788-418:

ノ

<レイモンド南町田保育園>
口口開放 (れもんてぃ―)

2019年 6月 毎週火口水口木曜日 ■30～ 1230

3



<イベントカレンター>※ィベントの詳細につらlτ勝各国にお問い合わ世ください
特に記籠のない限ι

l、 開催場所勝主催保育□です きた各イベント勝保願者(ス勝六人)こ―緒0参加こむι勝す

幕薫候0際勝中止になる場合も雄 ●0て各国におH01合わせください

日 曜 主催蘭置 予約・■日・―
イベンロH対姉 )・イベント胸害 時間

3 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)保護者のお
しゃべり会をします 6月 4日 虫歯予防デーにちなん
でペープサートで歯磨きのお話をします

10:00～ 11:00

高ヶ坂ふたば保育園 要予約
さくらんぼくらぶ1(2～ 4歳)H.27.4～ H29.3月 生ま

れ 松葉公園ヘプチ遠足
10:00-11:00

つくし野天使幼稚園
要予約 (10組 )

費用500円

ベビーマッサージ(0歳児)ベビーマッサージ後、
お子さんと遊んだり、おしやべりを楽しんでいただ
けるようお部屋を開放しています 持ち物有

10:00-11:30

4 火

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日

'00～17ЮO)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、国児と楽しく過ごしましょう 給食も食べます
9:15-12:00

町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )

駐車場5台

育児講座「おむつはずれるかな」「おむつはず
し」ってどうすればいいの?おむつはずしのお話
と、ご質問にお答えします !

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)栄養士の
ミニ講座があります 食事で悩んでいることを聞い

てみましょう

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)栄養士のミニ講座が

あります 離乳食の進め方など悩んでいることを聞
いてみましょう

14:00～ 15:00

5 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

9:30～ 12:30

こばと保育園
要予約 (4組 5/27
1090～)駐車場あ
り

親子クッキング(2～ 3歳)保育園で人気のおやつ
「春巻きスティック」を親子で作つてみましょう

10:00～ 11:00

高ヶ坂ふたば保育園 子
争

キ おひさまくらぶ1(0～ 3歳)おさがり春夏物の会 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「父の日」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

| ホ 成瀬くりの家保育園
要予約 (5/2713Ю 0

～ )

お部屋であそぼう 製作を楽しみながらお部屋で
ゆつくり過ごしませんか

10:00～ 11:00

7 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やべりのキヤッチ
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)赤ちやんとママ・パパ、保

育園へ遊びにきませんか ?一緒に遊びゆつくりお

茶を飲みながら情報交換しましょう

9:30-11:00

成瀬くりの家保育園
要予約(5/271300
～ )

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

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

10 日

つくし野天使幼稚園
園庭開放 (バンピの広場・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

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

スクラップブツク作り お子さんの写真を可愛く飾り

ましょう (有料500円 写真のサイズや枚数は要

確認 予約受付平日1000～ 17Ю O)

10:30-11:30

火 高ヶ坂保育園 百gx 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

4



<イベントカレンダー>※ィベントの詳細について持各国にお問ιl合わせください
日 曜 主催鷹戯 予約・費用・場所他 イベント名(対象年齢)・イベ沐 肉害 時間

火 光の原保育園
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

:2 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´V10:30

成瀬南野保育園
要予約 (お祝い2組・

見学希望3組 5/27
-5/31)

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～ 1030)

10:00-10:40

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9130～ 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

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「父の日」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1000～ 17Ю O)

iO: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

:3 ホ

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(0歳児クラス年齢対象)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

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30～ 16:00)

40代ママの会 40代で出産したママと40代妊婦さ
んで集まりましょう みんなで情報交換をしたり、親
子のふれあい遊びをします

10:00-11:00

成瀬くりの家保育園
要予約 (5/271300
～ )

誕生会 6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

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7田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

,4 金

こばと保育園
要予約 (4組 5/27

1000～ )有料 (親子
で500円 )駐車場あり

こばとランチ(2～ 3歳 )2歳児クラス「ばら組」での

生活を親子で体験した後は、ホールで美味しいお

給食をどうぞ召し上がれ !

9150-12:00

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 )赤ちやんにプレゼント手作り
おもちゃ

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 (1000～
16:00)

うんちのおはなし お子さんのうんちについて悩ん

でいませんか?うんちと健康について看護師から

話を聞いてすつきりしちやいましょう

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

つくし野天使幼稚園
要予約 (10組 )

費用100円 (おやつ

代 )

室内開放 (こあらルーム 1～ 2歳未満)お子さんと

遊んだりお母様同士でおしやべりを楽しんでいただ

けるようお部屋を開放しています

10:00～ 11:30

17 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

ぷちわんひろば(10か月～1歳 5か月)6月 4日 の

虫歯予防デーにちなんでペープサートで歯磨きの

お話をします 6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.27.4～ H29.3月 生ま
れ 室内アスレチックロ誕生会

i0100-11:00

こばと保育園
要予約 (8組 5/27
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よに楽しみましょう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 (5/2713Ю 0

～ )

いきいきくりまま(妊婦～4か月)赤ちゃんや保護

者の皆様にちょつとした遊びの紹介を行います
14:00-14:30

18 火 町田わかくさ保育園
要予約 (5組 )

駐車場5台

1歳児まんまクラブ 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



<イベントカレンタロー> ※ィベントの詳細については各国にお問い合わせください
日 曜 主催薦置 予詢・費用・場所他 イベント名(対象年齢)0イベント肉害 時間

18 火

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 5/27
9:30～ )

6月 誕生会 (0～ 3歳)6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 !

9:50-11:30

こうりん保育園
要予約 (5組～6/13)

駐車場4台
お楽しみ会 職員の出し物の他、6月 生まれの誕
生会も行います (予約受付平日10ЮO～ 17● 0)

10:00-10:45

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枚ご持参ください

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、大人が折り紙で花火を作ります 時間に遅れ
ないようにお越しください

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)保護者の簡単なマッ
サージやストレッチをします お子さんとのふれあ
い遊びや情報交換もしましょう

14:00～ 15:00

:9 ホ

南つくし野保育園
要予約 (各クラス1

組)昼食1食 300円
おやつ1食 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

930～給食終了

市立金森保育園
要予約 (10名 5/27
～ 9ЮO～ 1790)南市
民センター

乳幼児の救命講習 消防士が緊急時の対応につ
いて教えてくれます AED体験もできます ,肖防士
の緊急出動時は内容変更有り 駐車場なし

10:00-11:00

高ヶ坂ふたば保育園 おひさまくらぶ2(0～ 3歳)室内アスレチック 10:00～ 11:00

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

ベビーマッサージ ベビーマッサージの仕方を教
えてもらいながら楽しみましょう (平 日予約1000
～17:00)

10:30-11:30

20 ホ こびとのもり保育園
要予約 (3組 5/27
10:00～ )

6月 お誕生会 6月 生まれのお友達、保育国のみん
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

9:10～ 10:30

2' 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 おしゃべり会をします

9:00～ 11:30

つくし野天使幼稚園
雨天時は保育室で開
催致します

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

9:15-10:30

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

光の原保育園 山
育児講座 育児講座「薬の飲ませ方」について薬
剤師さんからワンポイントアドバイスを聞きましょう
親子で参加できます

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

虫よけ作り 看護師による虫よけスプレー作りのミ
ニ講座です (平 日予約1000～ 17Ю O)

10:30～ 11:30

ねむの木保育園
要予約 (3組 5/27
1000～)駐車場要
相談

プレママひろば(妊娠期～4か月)簡単に作れる汗
取リパッド作りをします

14:00～ 15:30

24 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
の時間を在日児と一緒に過ごしませんか? ,30～給食終了

成瀬くりの家保育園
要予約 (5/2713Ю 0

～ )

ゴミ収集車がやつてくる ごみ収集車をぜひ見に
いらつしゃいませんか

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 )タオルブランコで遊び
ましょう ペープサートで歯磨きのお話もします

10:00～ 11:15



<イベントカLンター>※ィベL 1

日 ■ 主催籠議 予約・費用・場所他 イベント名(対彙年齢 )・イベント肉書 時間

24 月 つくし野天使幼稚園
要予約 (10組 )

費用500円

ベビーマッサージ(0歳児)ベビーマッサージ後、
お子さんと遊んだり、おしゃべりを楽しんでいただ
けるようお部屋を開放しています 持ち物有

10:00～ 11:30

25 火

高ヶ坂保育園 Ω蜆
あそぼう会 誕生会 6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

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

26 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 タオルブランコで遊びましょう
ペープサートで歯磨きのお話もします

10:00～ 11:00

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 10:00～ 11:00

レイモンド南町田保育園
要予約 (10組)予約
受付時間 (1000～
16:00)

梅シロップ作り 旬のフルーツを使つた簡単シロッ
プ作り体験をしてみませんか?アレンジ次第で
色々な味が楽しめますよ !

10:00～ 11:00

27 ホ こびとのもり保育園
要予約 (7組 5/27
10:00～ )

雛乳食講座(プレママ、O歳児)離乳食を楽しく試
食しながら、保育園の栄養士が作り方のコツをお
話します

13:00～ 14:00

28 金

南つくし野保育園
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

9:30～ 11:00

こばと保育園
要予約(4組 5/27
1000～ )有料(親子
で500円 )駐車場あり

こばとランチ(1～ 2歳)1歳児クラス「もも組」での
生活を親子で体験した後は、ホールで美味しいお
給食をどうぞ召し上がれ !

9:50-12:00

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

つくし野天使幼稚園
要予約 (10組 )

費用100円 (おやつ

代)

室内開放 (こあらルーム 1～ 2歳未満)お子さんと
遊んだり、おしゃべりを楽しんでいただけるようお

部屋を開放しています

10:00～ 11:30

町田わかくさ保育園
要予約 (3組)親子
食事代500円

駐車場5台

一緒に遊ぼう:1歳児クラス体験保育 (1歳児クラス

年齢)同い年の国のお友達と親子で遊び昼食を
食べて、一緒に過ごしましょう

10:00～ 12:00

町田南保育園
要予約 (6組 平日
10100～ 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

29 土 レイモント
・
南町田保育園 制

Saturdayれもんてぃ一 土曜日にも、子育て支援
室「れもんてい一」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 !

):30～ 12:30

生涯学習センターからのお知ら世

～七夕春つιl～くるくるロケット

ロ時:7月 2日 (火曜日):0:00～ ‖ :00

対象 :町田市内在住の:歳6か月～3歳児こ保護者

場所 :町田市生涯学習センターII嵐 学習室 1,2

定員:15組 (申し込み順 )

申し込み:0/309:00から電話で生涯学習センターヘ

※イベントの予約・詳細け下記施設春で

お問い合わせください

I問い合わせ先l町■市生涯学習センター

=『

Dll層IIIB6-8-l  EL:042-728-007:

親こ子の春むびのひろば

日時 :「きじゃポッポJ6月4日・‖日・18日 (火曜日)

,4:00～ 16:00
「パパきじゃJ6月 23日 (日曜日)

:4:00～ :|:00
対象 :町田市内在住0001歳児こ保護者、

マタニティの方 (「きじゃポッポJのみ)

場所 :町田市生涯学習センター1階 保育室

※詳細け下記施設きてお問い合わせください

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

QQQQQQ9Q QQQQQQQQ QQQQQQQQ
7



★☆子どもセンターlJあた7ログラム★☆

◆膠あたキゥス (0歳～輌学前の乳幼児)

日時 :0日 7日・ :4日 e2:日 028日 (金曜日)

‖:00～ 1::30
※7日勝6月生参れのお誕生日会をしきす

場所 :3階『うふこJ

◆赤ちゃんタイム (0歳の乳児)

日時 :6月 :3日 027日 (ホ曜日):::00～ 12:00

場所 :3階『うふこJ

※27日勝南地電子青τ相醸センターの

職員が来春オ

◆お勝むし勝じ参るよ (0歳～‖学前の乳幼児)

日時 :6月 3日 0'7日 (日曜日):::00～ 1::30

場所 :2階「世ころ』

※詳しい内書につき春しては下記廂戯きて
お問い合わ世ください

I問い合わ世先】

子どもセンターけあた 金森4-5-7
TEL:042-788-4,8: 。。今 。。武 。。↑ 。。今

― 名 ,′
～ :口躙n出)2■K′秘疇 でのママあつ0れ″～

今機の予定 :菫本的に毎日史曜日

(9、 12、 2月勝ホ曜日)

20:9年 5月 28日、0日 25日、7月 23日、8月 27日

9月 25日、10月29日、11月20日、

12月 25日

2020年 1月28日、2月 26日、3月24日

時間 :13:30～ :4830
対象 ::0偶力峙22歳くJりりで0ィ ィこ橿帽駐ん
場所 :生涯学習センター(レミィ町田6階 )保育室

※予約勝必百あι勝せん お気軽にお趣しください

お子さんを通膠ヒむから、みんなてaしゃべιlし審
しょう′「わたわアート(テコレーションした背景てお
子さ

"―
卜:事口な撮影)』や■の他、楽しい企百

てリフじ
"シ

ュし春しょう I

問い合わせ先 :婦地電子青τ相餞センター

留躍雷042-770-7441

ぶちくれよんひろぼ

午前中の学童保育クラ7を開放してl13オ 親子て遊べる豪LI地巧膠です
富なだちこ一緒に遊びにきてください 企西日に脇劉誕生児のお祝いをし春す 猾日時:6月‖日・‖員機 `火

)

～12:30勝ラン手タイム開放 )

※18日勝企画「つくってあそFう ′うちわ件↓lJを予定してll●す

I開催場所OH11合わせ先】 )

そ抑 ぜ学童保青クラ7(南第二Jl学校肉 )

こうん子学
=保

育クラ7(南第□Jl学校隣持 )

TEL:042- -3384
TEL:042- 0989

にこにこクラフ
お勝0し会や工作、からだをつかった遊びや誕生会、季節の行事0こ、楽しい■ログラムを用意してい春す

日時 86月7日・14日・21日 028日 (金曜日)10::5～ ‖:30(ラン手タイム‖:30～ 12:30)

7日勝鴨 ちゃ日書館Jを行い0す おもちゃ日盤 がやダ き春す

いつもこ違うおもちゃてたくさん遊び春しょう

I問い合わせ先】
なんなる学童保青クラフ輌調悧iJJH劇蜘地肉)南 威瀬 3-6 TEL8042-726-1758
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翡   響 ております
冒邑言舌 042-724-4468(羅塞質豊)  Fax 050-3101-9459

「この冊子は、8480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
リサイクル通性◎
この印刷物は、印刷用の紙ヘ

リサイクルできます。


