
町田市子育τ

“「
カレンダー
(南地域版)
a住きいの近くの「子育てひろ:JJをご案内しき寸
こなたでも遊びに来てくださいわ
イベントの詳細勝各日にお問い合わ世ください

子育てひうけカレンダー配市場所

「子育てひろげカレンター」はこの南地域版の他に
「堺 J「忠生」「町田 J「鶴ill」 地域版があι勝す
各地域の力じンダーは町田市役F~F・市立保育園等で配布して
いきす ぜひご利用ください

南地域版は下記の場所等で配布していきす
南市民センター、なるせ駅前市民センター、縮合体育館、
子どもセンターばあた、しのはら11児クロ′ニック、
小児科高橋医院、相鎌ローゼン成瀬店、三和Jlill店 他

※特に記載がない限ιl駐車場勝あιl春せん お車での来□勝ご遠慮ください

町田市子育て情報配信サービス

『勝っこメー′Lきちだ』

町田市から子育ての
「ぼっこな情報」
「ぼっこする情報」
をお届l十し春す′

QRコードで構帯電話
から手軽にアクセス
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成瀬くι!の家保育日 町田市成瀬 1-5-1 042-710-8177 042-710-8178 ○

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

高ヶ堰ふたば保育□ 町田市高ヶ坂7-26-6 042-720-8215 042-720-8217 ○

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

市立金森保育日
(南地域子育て相談センター)

町田市金森東1-12-16
042-710-2752

(子育てひろば専用 )

042-710-2753 ○

わ0のホ保育園 町田市金森東3-17-25 042-706-0733 042-706-0737 ○

こけこ保育園 町田市金森6-37-18 042-796-3628 042-796-3697 ○

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

南つくし野保青日 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ι:ん保育□ 町田市金森7-6-1 042-725-7070 042-727-2822 ○

もι:のあがわ保育園 町田市小川1-11-2 042-788-7025 042-799-2070 ○

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

こびこのも‖保育□ 町田市小川6-1-32 042-850-5423 042-795-1455 ○

じイモンド南町田保青□ 町田市鶴間84-30クレイント
・
ヒ
・
ルlF 042-706-9641 042-706-9642 ○

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

つくし野天値幼稚日 町田市つくし野2-18-4 042-795-5127

:



<市立金森保育園>
口園庭開放
2019年 7月 毎週月～土曜日 &30～ 17:∞

地域専用駐車場5台 (■30～ 16●0)

・育児相談
2019年 7月 毎週月～金曜日 830～ 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 (930～ 16:00)

・室内開放
2019年 7月 毎週月～金曜日 9ЮO～ 16:∞

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 7月 毎週月～金曜日 &30～ 17:∞

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:∞ )

・親子体験保育
2019年 7月 毎週月～金曜日 990～給食終了まで

要予約 (平日990～ 17:∞ )

有料 1食 200円 駐車場は利用できません

Eどろんこあそび
2019年 7月 10日・24日 (水曜日)10∞～11:∞

親子共に汚れてもよい服装でご参加ください

各自着替え、タオル、帽子、飲み物持参

地域専用駐車場5台 (a30～ 1690)

気象状況により中止あり

<つくし野天使幼稚園>
・ ベビーマッサージ(0歳児)

2019年 7月 16日 (火曜日)・ 18日 (木曜日)

10100-11130

要予約 (10組)費用5∞円 持ち物有

<レイモンド南町田保育園>
B園開放 (れもんてぃ―)

2019年 7月 毎週火・水・木曜日 ■30～ 1230

<こうりん保育園>
・ 園庭開放

2019年7月 毎週月～土曜日 1000～ 1230

駐車場4台

口子育て相談
2019年 7月 毎週月日水口金曜日 1000～ 1■00

要予約 (平日10:∞～17●0)

・ りんりんひろば (室内開放 )

2019年 7月 毎週月口水口金曜日 a30～ 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

<こびとのもり保育園>
D子育て相談
2019年7月 毎週月～金曜日 1000～ 1000

電話でもお受けします

・こびとひろば(室内開放 )

2019年7月 毎遇月・水 0金曜日 1180～ 15Ю0

・プール開放
2019年 7月 23日 口30日 (火曜日)1180～ 1230

2歳以下はビニールプール、

3歳児以上は大きいプール 持ち物有

<お知らせ> このベージに勝、定期的に開催されるイベントについて掲載してい審す
※特に記載のない限ιl¨①日曜日、祝日勝休み

“

②各イベントは無料です ③駐車場はあι勝世ん

<高ヶ坂保育園>
口子育て相談
2019年 7月 毎週月～金曜日 1000～ 10∞

電話による相談も受け付けています

来園前にお電話ください

口園庭開放
2019年 7月 2日・9日・16日・23日 (火曜日)

a30～1200雨天中止

・ひだまり広場
2019年 7月 1日・8日 口22日 (月 曜日)鋭30～ 12:∞

雨天中止

<南つくし野保育園>
・園庭開放

2019年 7月 毎週月～金曜日 1000～ 1130

<高ヶ坂ふたば保育園>
口園庭開放
2019年7月 毎週月～土曜日 9:∞～17:00

・子育て相談口子育て支援スペース開放

2019年 7月 毎週月～金曜日

(5日・17日 午後・18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 7月 3日・10日 024日 口31日 (水曜日)・

8日 (月 曜日)012日 (金曜日)11:00～ 1200

本の貸出を行います

・ おひさまくらぶ プール開放・水遊び (0～ 3歳 )

2019年 7月 24日・31日 (水曜日)

(1)10:00-11:00 (2)11:00～ 12:00

持ち物など詳細は園までお問い合わせください



※悪天候の際勝中止になる場合もあι勝すのて各日にお問い合わ世ください

<成瀬くりの家保育園>
・園庭開放

2019年 7月 毎週月～金曜日 1000～ 1100
雨天中止

・まろんひろば(室内開放)

2019年7月 毎週月～金曜日 1000～ 1500
※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

<ハッピードリーム鶴間>
・子育て相談

2019年7月 毎週月～金曜日 1000～ 1000
来園前にお電話ください

<ねむの木保育園>
口育児相談
2019年 7月 毎週火・金曜日 9:∞～1400
要電話

・ねむの木ひろば
2019年7月 3日 '17日 (水曜日)1000～ 11:∞

成瀬が丘ふれあい会館

<町田わかくさ保育園>
口園庭口室内開放
2019年 7月 毎週月～土曜日 ■00～ 17●0
あつたかなるせ室・飲食可
駐車場5台 (9:∞～1600)

・ 図書貸し出し
2019年 7月 毎週月～土曜日 a00～ 1690
あつたかなるせ室 駐車場5台

・育児相談
2019年 7月 毎週月～金曜日 9ЮO～ 16:∞

駐車場5台

口乳児用プール開放 (1～ 3歳)低気温、雨天等中止
2019年7月 毎週月～金曜日
1130～ 1230(受付12∞まで)

予約不要ですが、日の都合により変更になることも
あります 駐車場5台

口わかくさ綸食
2019年7月 2日 (火曜日)・ 12日 (金曜日)・

18日 (木曜日)1130～
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

・わらベビ駅前教室 (生後2～6か月)

2019年 7月 4日・11日 (木曜日)10:30～ 11:00

要予約 (10組)全 2回
バスタオルをご持参ください
なるせ駅前市民センター和室他

<町田南保育園>
・保育園で遊ぼう

2019年7月 9日・16日・30日 (火曜日)・ 31日 (水曜日)

4日・11日 口18日・25日 (木曜日)・ 26日 (金曜日)

鋭30～1230駐車場7台

<こばと保育園>
ロプール開放
2019年 7月 毎週月～水曜日 13:∞～1430
要予約 天候・気温等により中止あり 駐車場あリ

ロ育児相談
2019年 7月 毎週月・水・金曜日 鋭30～ 1230
要予約 (6/25 1000～ )駐車場あリ

・こばと広場 (室内開放)

2019年 7月 毎週月・水・金曜日 鋭30～ 12∞
絵本の貸し出しも行います 駐車場あリ

<光の原保育園>
E育児相談
2019年 7月 毎週月～金曜日 900～ 17:∞

要問い合わせ

・園庭開放
2019年7月 毎週月～金曜日 1000～ 1600

・室内開放
2019年毎週火・木・金曜日 990～ 1200
行事等により中止になる場合がありますので問い
合わせください

<もりのおがわ保育園>
・子育て相談

2019年 7月 毎週月～金曜日 9ЮO～ 1■00
電話でも受け付けます

・室内開放
2019年7月 毎週月日水・金曜日 a30～ 1230

子どもセンターばあん
≪ばあたキッ烈N成瀬≫

日は7R8B(月曜日)1118■
1118讐議劉事事と)

翼彙議甚製鍵

"糖

鴛闘F
※詳細勝下記施般へお問い合わせください

I問い合わせ先l子にもセンターはあん金森4-5-7
TEL 042-788-418:

<成瀬南野保育園>
口園庭開放
2019年7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



★☆子どもセンターばあん7ログラム★☆

◆けあたキャス (0歳～就学前の乳幼児)

日時 :7月 5日・ 12日 (金曜日):::00～ ‖:30

※5日は7月生きれのお誕生日会をしきす

場所 :3階「ろふこ」

◆赤ちゃんタイム (0歳の乳児)

日時 :7月 ‖日 (本曜日)11:00～ 12:00

場所 :3階 「うふこJ

◆お勝なしはじきるよ (0歳～就学前の乳幼児)

日時 :7月

'日

(日曜日)‖ :00～ ‖:30

場所 :2階「せころ」

※詳しい内害につき春しては下記籠敲きて
お問い合わせください

I問い合わ世先】

子こもセンターばあた 金森4-5-7

足皐菖闘昂品躍颯だ:移
0′

子育て世代向l■7レイベント

       だ:葛
異

内害 :ママこぢびっ子のための春ぢカフェ′7レイベント 町日のママたちによる「春ぢママ00pen Dav

歓さがιlバザー′し、無料のエクサtrス、各種リラクゼーション他)Jなど、子育て世代向ltの企画か

盛ι:だくさん

*詳しい内書につき春してけ、お問い合わ世ください

I問い合わせ先】市民協働推進課 TEL042-724-4302

金森□書館からのお知らせ

★お隣 し会☆
7日3日・:0日・17日 024日 03:日 (ホ曜日)

15:15～

★ちょうちょうお勝なし会★(乳幼児向l■a腱 し会 )

7月 19日 (金曜日):::00～
乳幼児中心のわらべうた・手遊び・

絵本なこの会です ご兄弟もご一緒にこうぞ♪
※おけなしのへやけ

'0:40か

ら開いてい春す

場所 :金森□書館 2階 お騰 しのへや

I問い合わせ先 l

金森□書館 金森東3-5-:
TEL:042-710-1717

llerra +a> | r,f @ftfif22t14rflWF?Gfi#tt il-
今後の予定 :基本的に毎日火曜日(9、 :2、 2月けホ曜日)

2019年 6月 25日、7月23日、3月 27日、9月 25日、:0月 29日、11月26日、:2月 25日

20201軍 1月28日、2月 20日、3月 24日

時間 : :3:30～ 14:30
対象 :10代から22歳くらいきてのィィこ妊欄駐ん
場所 :生涯学習センター(レン 町田1階 )保育室

※予約勝必要あιl春せん お気軽にお越しください

a子さんを遊膠じ がら、みんなておしゃべιlしきじょう′「わたわ7-卜 (テコじ―ションした背景てお子さんのアー

ト写真を撮影 )」やその他、楽しい企画にリフレッシュ●●しょう′

問い合わ世先 :南地域子育て相談センター 電話042-710-2752

翅彎

ぶちくれよんひろぼ

午前中の学童保育クラフを開放してl13す 親子で遊べろ楽しいひうけです

おなだちこ一緒に遊びにきてください 企画日にはお誕生児のお祝いをし春す

日時 :1思

制 早躍野青誠5～ 12:30勝ラン手タイム開放 )

※9日勝企画「カラフ′Lふうせんで あそぼう′Jを予定していきす

躙出雨OHI嗜わせ畑
翔識部鋼計脊制勧欄詫4そ抑 ぜ学童保育クラ7(南第二JW

y

4



<イベントカじンター>※ィベントの詳細につら1ては各国にお問ιl合わせください
持に記職のない限ι

:、 開催場所け主催保育□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 さわ世ください

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

: 日

つくし野天使幼稚園
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
要予約 (15名程度)

ら、れあいもみじ館
親子共靴下着用

防災講話「子どもを守るいつもの備え」市役所防
災課の方に「防災」についてお話をしてもらいます
市の備蓄、非常食の紹介あります 駐車場10台有

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

一緒に遊ぼう(七 夕制作)七夕飾りを一緒に作り
ましょう (予約受付平日1000～ 17ЮO)

10:30～ 11:30

2 火

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

9:30-11:00

ハッピードリーム鶴間
要予約 (前 日の1200
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)

330～給食終了

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(妊娠期・0～9か月)お子さんを遊
ばせながら保護者が交代して「花火の折り紙」を楽
しみましょう

10:00～ 11:00

3 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 誕生会の後は保育園のホールや園
庭で遊べます

9:45-12:30

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 6/25
9:30～ )

7月 誕生会 (0～ 3歳 )7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

高ヶ坂ふたば保育園
先着30組 有料(参加
費100円 )

おひさまくらぶ 天然アロマの虫除けスプレー作り
(0～ 3歳 )100%天然アロマオイルをブレンドして
小さなお子さんも使える虫除けスプレーを作ります

10:00～ 11:00

4 ホ

成瀬くりの家保育園
要予約 (6/2513Ю 0
～ )

お部屋であそぼう(1～ 3歳 )制作を楽しみながら
お部屋でゆつくり過ごしませんか

10:00～ 11:00

光の原保育園 要予約 (10組 )
つくつて遊ぼう(1～ 5歳)色とりどりの七夕飾りを
作りましょう

10:00～ 11:00

こびとのもり保育園
要予約 (7組 6/25
10:00-)

七夕飾りをつくろう(1～ 2歳児)親子で楽しく七タ
飾りを作りましょう

10:00～ 11:00

ねむの木保育園
要予約 (3組 6/25
10:00-)

駐車場要相談

ブレママひろば～おもちゃ作りとティータィム～
(妊娠期～4か月)簡単なおもちゃ作りをしなが
ら、保育園のおやつの試食もあります

14:00～ 15:30

5 金

成瀬南野保育園
要予約 (お祝い2組・

見学希望3組 6/28
～7/3締切 )

七夕誕生会 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9ЮO～ 1630)

10:00～ 10:40

成瀬くりの家保育園
要予約 (6/2513Ю 0

～ )

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

8 月

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30-16:00)
わんわんひろば(1歳 6か月～5歳)おもちゃで遊
んだり、親子で一緒に紙ふぶきを楽しみましょう

10:00～ 11:00

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日■00～
5:00)

さくらんぼくらぶ 流しそうめん (2～ 4歳)園庭で流
しそうめんをします 親子で楽しみませんか

10:00～ 11:00

こばと保育園
要予約 (8組 6/25
10:00～ )

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

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
暑雲戒簾毎褒理撮
10:00-17:00)

10:30～ 11:30

5



9 火

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)

ぷちわんひろば(10か月～1歳 5か月)親子やお

友だちと一緒にタオルブランコなどで遊びましょう
7月 生まれのお祝いもします

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

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

10 ホ

こばと保育園
要予約 (3組 6/25
10:00～ )

駐車場あり

離乳食体験(0歳)0歳児クラス「つばみ組」での生

活を親子で体験した後は、離乳食をご用意しま

す !

9:45-12:00

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

高ヶ坂ふたば保育園
おひさまくらぶ 子育て講座 (0～ 3歳 )保健師さん

による夏のかかりやすい病気のお話
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

スクラップブツク作り 今月は夏のミニアルバムで

す 有料500円 写真のサイズや枚数持ち物は要

確認 (予約受付平日1000～ 17ЮO)   __
10:30-11:30

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

14:00-15:00

光の原保育園
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できますよ
14:30-15:30

ホ

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日9ЮO～

17ЮO)保護者食事
rt300R

ぞ暫最疑瑠ご配 冒    つ
9:15-12:00

光の原保育園 要予約 (2組 ) 撃晉帰哀塘準     鼎 9:30-11:00

成瀬くりの家保育園
要予約 (6/2513Ю0

～ ) 諄発の躍留聾

'霧

靴謝纂 10:15-11:00

,2 金

こうりん保育園
要予約 (5組 ～7/9)

駐車場4台
お楽しみ会 職員の出し物の他、7月 生まれの誕

生会も行います (予約受付平日1000～ 17ЮO)
10:00-10:45

こばと保育園
要予約 (10組 6/25
10:00～ )

駐車場あり

菫倉蓼お撼菅と、硬鋼鰹疑予
撮影をしませんか?        _

10100～ 11:00

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日9ЮO～

17:00)

こあらくらぶ 0歳赤ちやんの会 看護師さんのプ

チ育児講座
10:00-11:00

南つくし野保育園 要予約 究 螺 議 仄 銭尋嘉1轟嚇
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

:| 火 光の原保育園 霜饉8&鍵譜雄墓智乳鱒駿」
めますよ              _

10:00～ 11:00

17 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
謡 凛 群 腎鍵措

もご用意できます          _____
鋭30～給食終了

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
雲ぞ嘉亀幕県 嘲嘉
日10:00～ 17:00)          _____

10:30-11:30



:8 ホ

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

こびとのもり保育園
要予約 (7組 6/25
10:00-)

おむつはずし講座(1～ 2歳 )おむつはずしってい
つから始めるの?やり方は?などおむつはずしの
コツをお話します

10:00～ 11:00

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(■30～ 16ЮO)気象
状況により中止あり

みずあそび(1～ 5歳)プールやタライ(オムツ使
用)で遊ぼう 水着 (オムツ、パンツ可)タオル、日よ
け帽子、水分をお持ちください

11:45-12:45

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保護者の方いま
せんか 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
要予約 (15組 6/25
10:00-)

駐車場要相談
みんなで遊ぼう スライムを作つて遊びましょう iO:00～ 11:30

20 土 レイモンド南町田保育園
夏祭り 保育園の夏祭りに参加してみませんか ?
みんなで楽しい時間を過ごしましょう

未定

22 日

つくし野天使幼稚園

気温が低い場合、雨
天時はホール遊びに
なります

園庭開放 (バンビの広場・水遊び)水遊びを開催
しています 持ち物:濡れても良い服 (水着可 )・ タオ
ル・着替えなど 詳しくはHPをご覧ください

9:30～ 11:00

市立金森保育園
要予約 (15組 6/25
～ 平日9:00～ 17:00)

ふれあいもみじ館

育児講座「赤ちゃんと話そう」(0歳)赤ちゃんとの
接し方について講師から話を伺います 親子共靴
下着用 駐車場10台

10:00～ 11:30

成瀬くりの家保育園
要予約 (6/2513Ю 0
～ )

いきいきくりまま(妊婦～4か月)赤ちゃんや保護
者の皆様にちょっとした遊びの紹介を行います

14:00～ 14:30

23 火

ハッピードリーム鶴間
要予約 (平 日1000～
17100)

育児講座 (ヘアカット・ヘアアレンジ)子どもの簡
単なヘアカット・ヘアアレンジを美容師さんから学び
ましょう

9:30～ 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(妊娠期・0～ 9か月)保健師による
夏の皮膚ケアについてのミニ講座があります
わからないことを聞いてみましょう

10:00～ 11:00

光の原保育園 要予約 (10組 )
絵の具で遊ぼう(1～ 5歳)絵 の具を使つて遊びま
しよう!!汚れてもいい服装で来てください

10:00～ 11:00

町田南保育園
要予約 (10組 平日
10:00～ 17:00)

駐車場7台

子育てママのストレッチ 日頃の疲れをストレッチ
でほぐしましょう お子さんと一緒にどうそ

10:00～ 12:30

24 ホ

町田わかくさ保育園
要予約 (10組)雨天
時中止 駐車場5台

ボデイーペイント ボディー用の絵の具で大変身 !

親子で体に絵の具を塗って遊びましょう♪(シャ
ワー利用可 )

10:00-10:30

こばと保育園
要予約 (4組 6/25
1000～)有料 (親子
で500円 )

こばとランチ(1歳 6か月～5歳)保育国の遊具や
おもちゃでたくさん遊んだ後はおいしい給食をどう
ぞ !駐車場あり

10:00～ 12:00

25 ホ

こびとのもり保育園
要予約 (3組 6/25
10:00～ )

7月 お誕生会 7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

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

もりのおがわ保育園
要予約 (8組 6/25
9:30～ )

もりのこコンサート バイォリン、フルートによるカ
ルテットの子ども向け演奏会を予定しています
ぜひ親子での参加をお待ちしております

10:00～ 11:00

レイモント
・
南町田保育園

要予約 (10組)予約
受付時間 (1000～
16:00)

ベビーマッサージ(2か月～1歳)ベビーマッサー
ジを体験してみませんか ?癒しの時間を味わって
ください 持ち物ノ` スタオル・水分補給出来るもの

10:00～ 11:Oo



25 ホ 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

21 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

27 ユ

レイモンド南町田保育園 淵力■鶴源編謂 7鶏Lど落華膏
遊びに来てくださいね !

9:30-12:30

占

町田南保育園

・・
選 豊 ニ ル 夏祭リ ミニバザーやゲームをお楽しみください

ご近所の方もどうぞ
10:00-12:00

29 月 市立金森保育園
ら、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)おもちゃで

遊んだり、親子で一緒にリズムあそびを楽しみま

しょう

10:00-11:00

31 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 おままごとやプロックなどたくさん

おもちゃで遊びましょう 今月は水曜日に開催しま

す

10:00´■11:00

光の原保育園 雨天・低気温中止
プール開放 (1～ 3歳)保育園のお庭でプール遊

び、水遊びを楽しみましょう 持ち物:水着、バスタ

オル、飲み物

11:00-12:00

親こ子のきなびのひろ:ぎ

「きじゃポッポJ7月 2日 09日 016日 (火曜日)14:00～ 11:00
「パパきしゃJ 7月 28日 (日曜日)14:00～ 11:00

町田市内在住0001歳児こ保護者、マタニテrO■ (「きしゃポッポJのみ)

町田市生涯学習センター 1階 保育室

※詳細勝下記施設きてお問い合わ世ください

I問い合わせ先l町田市生涯学習センター 町田市原町田6-8-l TEL:042-728-007:

時

　

象

雨

日

　

対

場

恭
５？

にこにこクラフ

おけなし会や工作、からだを●●lった遊びや誕生会、季節の行軍に 、楽しい■ログラムを用意していきす

みんなあつきれ にこにこクラ7′

日時:7日5日 (金曜日):0:15～ ‖:30(ランチタイム11:30～ :2:30)

5日は「七夕Jを行いきす

願い事が叶うようにみんなて短冊を笹に飾ι勝しょう 薇
籠l晟

3鼎 育クラ7(南成瀬lJl学校敷地内) 南威瀬 3-6 TEL:042-726-:758
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※喜予約のイベント勝各施設へお問い合わ世ください

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

電話 042-724-4468(直通)Fax 050-3101-9459

「この冊子は、8840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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リサイクル適性◎

この印刷物は、印躍用の紙ヘ

リサイクルできます。


