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町田市から子育ての
「僣っこな情報 J

「勝っこする情報 J

をお届ffしきす ′

ORコードτ携帯電話
から手軽にアクセス

難
子育てひうけ力じンダー配市場所

「子青てひろばカレンターJ勝この南地域版の他に
「堺」「忠生J「町田J「鶴lll」地域版があι:春す

釜器びa理雲r覧惹週調嗣鷲習LF立保青□等で

てい春す
ンター、総合体育館、

子こもセンターばあた、しのはら小児クリニック、
Jl児科高橋医院、相鉄ローゼン威瀬店、三和小lll店 他

↓今日の掲載□です

成瀬くι:の家保育園 町田市成瀬 1-5-1
080-2340-0495

(子育てひろば専用)

042-710-8178 ○

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

高ヶ坂ふたば保青□ 町田市高ヶ坂7-26-6 042-720-8215 042-720-8217 ○

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

市立金森保青□
(南地域子青τ相譲センター )

町田市金森東1-12-16
042-710-2752

(子育てひろば専用)

042-710-2753 ○

わむのホ保青日 町田市金森東3-17-25 042-706-0733 042-706-0737 ○

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

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

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

′`リピ~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:のあがわ保青□ 町田市小川1-11-2 042-788-7025 042-799-2070 ○

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

こびこのもι:保青□ 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8-4-30クレインドヒ
・
ルlF 042-706-9641 042-706-9642 ○

町田市保青□ 町田市金森東4-36-8 042-796-8346 042-796-8346 ○

つくし野天値幼稚ロ 町田市つくし野2-18-4 042-795-5127



<お知らせ> このページに勝、定期的に開催されるイベントについて掲載してい春す
※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 ○雌車場はあι:春せん
④各イベントは保護者(ス勝六人)こ―緒の参加です 〇年齢記載かなltrベント砂ホ輔学児対象です

<レイモンド南町田保育園>

・園開放 (れもんてぃ―)

2019年 8月 毎週火・水・木曜日 930～ 1280

<市立金森保育園>
・園庭開放

2019年 8月 毎週月～土曜日 &30～ 17:∞

地域専用駐車場5台 (a30～ 1000)

・育児相談
2019年 8月 毎週月～金曜日 &30～ 17:∞

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 (930～ 10∞ )

口室内開放
2019年 8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～ 1000)

・育児サークル支援
2019年 8月 毎週月～金曜日 a30～ 17:∞

おもちゃの貸し出し要予約(aoo～ 17●0)

地域専用駐車場5台 (a30～ 10∞ )

B親子体験保育
2019年 8月 毎週月～金曜日 9■0～給食終了まで

要予約 (平 日a00～ 17:00)

有料 1食200円 駐車場は利用できません

・みずあそび (1～ 5歳 )

2019年8月 1日・8日・29日 (木曜日)1145～ 1215

水着 (オムツ、ズボン、バンツ可)、 Tシヤツ、タオル、

日よけ帽子、飲み物持参

地域専用駐車場5台 (a30～ 1000)

気象状況により中止あり

口どろんこあそび
2019年 8月 7日・21日 (水曜日)10:00～ 11100

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 (鋭30～ 16●0)

気象状況により中止あり

<もりのおがわ保育園>

・子育て相談
2019年 8月 毎週月～金曜日 990～ 17●0

電話でも受け付けます

・室内開放
2019年 8月 毎週月・水口金曜日(14日・16日を除く)

9:30-12:30

<高ヶ坂ふたば保育園>

・口庭開放
2019年 8月 毎週月～土曜日(1日・6日 ～17日を除く)

9:00-17:00

※園庭工事を行うため6日 ～17日 まで園庭開放を

お休みします

・子育て相談 0子育て支援スペース開放

2019年 8月 毎週月～金曜日

(1日・6日 ～16日・22日 午前を除く)

9:00-12:30 15:00-17100
※園庭工事を行うため6日 ～16日 まで室内開放を

お休みします

・おひさま文庫 (0～ 3歳 )

2019年 8月 21日 口28日 (水曜日)・ 26日 (月 曜日)

11:00-12:00<南つくし野保育園>

・園庭開放
2019年 8月 毎週月～金曜日 1000～ 1130 <成瀬くりの家保育園>

・まるんひろば(室内開放 )

禦撃馬釧覗記副Ъ轟禦男島、翻晰畿更がある
場合がございます
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※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世ください

<こうりん保育園>

・園庭開放
2019年8月 毎週月～土曜日 1000～ 1230
駐車場4台

口子育て相談
2019年 8月 毎週月口水口金曜日 10∞～15:∞

要予約 (平 日1000～ 1■00)

・りんりんひろば(室内開放)

2019年8月 毎週月日水・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

<こびとのもり保育園>
口子育て相談
2019年 8月 毎週月～金曜日 1000～ 16:∞

電話でもお受けします

・こびとひろば(室内開放 )

2019年 8月 毎週月日水・金曜日 11:∞～15:∞

ロプール開放
2019年 8月 1日 (木曜日)口 6日 (火曜日)

11:30-12:30
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

<|ヽツピードリ‐ム鶴FH5>|

口子育て相談
2019年8月 毎週月～金曜日 1000～ 1000
来日前にお電話ください

◎・.∪・・u・ 。①

<町田南保育園>
口園庭で遊ぼう

帽塩
『

:晶 ll匙習月1習見撃電日l・

躍塁絆馨
日)a30～1230   1

・水遊び (1～ 5歳 )

2019年 8月 8日 口22日 (木曜日)10:00～ 12:30

水遊び用のパンツをお持ちください
要予約 (3組 平日10∞～17100)駐車場7台

3

<ねむの木保育園>
口育児相談
2019年8月 毎週火・金曜日 a00～ 14oo
要電話

<こばと保育園>
ロプール開放
2019年 8月 毎週月～水曜日 1300～ 1430
要予約 天候・気温等により中止あり 駐車場あり

口育児相談
2019年 8月 毎週月日水・金曜日 a30～ 1230
要予約 (7/25 1000～ )駐車場あリ

・こばと広場 (室内開放)

2019年 8月 毎週月0水・金曜日 930～ 1200
絵本の貸し出しも行います 駐車場あリ

<もりのおがわ保育園>
口子育て相談
2019年 8月 毎週月～金曜日 鋭00～ 17:∞

電話でも受け付けます

0室内開放
2019年 8月 毎週月口水・金曜日(14日・16日 を除く)

9:30-12:30

)重場悪発部計マ腎繁猟にかがってぃるお子様を医蘭Fの指示口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     キ
*実 施している施設 0・・はやしクリニツク病児保育室

‐

け病後児保育…・「病気の回復期Jにあり、医療機
開発壼電型翼躍需訂潔署事管型襲鍵等〒

があるとき
お子様を保青口に併設する専用C*動している搬“・暮認躙鼎講 獅響機認踊

嘲



※悪天候の際勝中止になる場合もあι勝すので各国におH01合わ世ください

<光の原保育園>
口育児相談
2019年8月 毎週月～金曜日 鋭00～ 17:∞

要問い合わせ

・□庭開放
2019年 8月毎週月～金曜日 1000～ 16:∞

=室内開放
2019年 8月毎週火・木口金曜日 鋭∞～12:00

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

<成瀬南野保育園>

・□庭開放
2019年 8月毎週月～土曜日 a00～ 1130

行事等で利用できない場合があります

<町田わかくさ保育園>
・□庭・室内開放

2019年8月毎週月～土曜日 9:00～ 17:00

あったかなるせ室・飲食可
駐車場5台 (9"～ 16:00)

・図書貸し出し
2019年8月毎週月～土曜日 9:∞～16:00

あったかなるせ室 駐車場5台

・育児相餞
2019年8月 毎週月～金曜日 9:∞～16●0

駐車場5台

・
肺 キ辮 昌門踏輸曜D
撃籍栞壼電子矛鮎晋お覇番Lょり変更になることも
な意 、雨天等中止 駐車場5台

★☆子どもセンターばあた7ログラム★☆

◆膠あんキャス (0歳～輔学前の乳純児)

日時 :3月 23日 (金曜日)‖ :00～ ‖:45

場所 :3階『うふこJ

◆轟ちゃんタイム (0歳の乳児)

日時 :8月 22日 (ホ曜日):::00～ 12:00

場所 :3階「うふこJ

◆ミニ7-′してあそぼう ′ (0歳～輔学前の乳勘児)

日時 :7日 31日、8日7日、14日、2:日、28日 (ホ曜日)10:00～ :::45

場所 :2階『てらす」

持綺 :ホ書、タオル、書督え、ホ遊び円籠オムツ (※普段オムツ義日の場合 )

※ご不喘む点があιl春したらお気軽にお問い合わせください

I問い合わ世先l子こもセンケー膠あた 金森4-5-7 TEL8042-788-4:8:

艘警竃ク曹キングおやつ☆

雲鷺響颯言↑こ::人観瀑々鳳,41
1旨  ■質:o,2g  埠 ■分10・Og

お鳥ち       ギ
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(4個分)
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日 曜 主催施設 予約.■日・場所他 イベント名(対象年齢)・イベント肉書 鵬

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

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

南つくし野保育園

べ分一
昼

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

5 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)おもちゃで遊
んだり、親子で一緒に夏祭りごつこを楽しみましょう

10:00-11:00

● 火

ハッピードリーム鶴間
要予約 (平 日1000～
17ЮO前 日12Ю O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 ? ,30～給食終了

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 7/25
):30～ )

3月 誕生会(0～ 3歳 )8月生まれのお友だち、保育
コ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

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)親子でふう
せん遊びをしましょう 8月 生まれのお祝いもします

10:00-11:00

9 金 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

,4 ホ ハッピードリーム鶴間 南市民センター
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～ 15100

:| 金

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

ハツピードリーム鶴間
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

19 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)好きなおも
ちゃで遊びましょう 保護者同士のミニおしゃベリ
会もします みんなで情報交換をしましょう

10:00-11:00

成瀬くりの家保育園
要予約 (7/251300
～ )

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

20 火

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 00～ 9か月)タオルブラン
コで遊びましょう 保護者同士で一緒にタオルを
持つて歌をうたいながら揺らします

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

<イベ ン トカ レン ダ ー > ※ィベントの詳細につιlて勝各国にお問い合わ世ください

特に記職のない限ι:、 開催場所勝主催保育国です きた各イベント静保護者(スけ六人)こ一緒の参加こむι勝す

悪天候0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

ム Rぬ 八ム 粂 ぬ ハ ι
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日 曜 主催施設 予約 0費用・場所他 イベント名(対象年齢 )・イベント肉害 時間

21 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 :

10:00-10:30

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
持ち物など詳細は園
までお問い合わせく
ださい

おひさまくらぶ プール開放(4)(0～ 3歳 )1000～
1l ЮOは小さい子の時間、1l ЮO～ 1200は大きい子
の時間

10100～ 12:00

成瀬くりの家保育園
要予約 (7/251300
～ )

誕生会 8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
要予約 (7組 )

駐車場5台

ワンポイント育児講座 (0～ 2歳 )「イヤイヤ期への
対応」どうしていますか?保育士を交え話をしなが
ら対応のヒントを見つけましょう

10:30-11:00

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「祭り」 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

22 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IJi 好きなおもちゃや魚つりごつこで
遊びましょう

10:00-11:00

町田わかくさ保育園
要予約 (10組)雨天
時中止 駐車場5台

ボディーペイント ボデイー用の絵の具で大変身 :

親子で体に絵の具を塗つて遊びましょう♪シャワー

利用可 汚れてよい服・パスタオル等持参

10:00～ 10:30

23 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

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

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)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

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「祭り」 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

21 月

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日鋭00～
17:00)

さくらんぼくらぶ パラバルーン遊び・誕生会 (2～ 4

歳)歌に合わせて大きな布を広げたりふくらませ
たりとみんなで一緒にパラバルーンを楽しもう

リ

10:00γ ll: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、

リズム遊びで身体を動かしたりして楽しみましょう
10:00-11:15

27 火

成瀬南野保育園
要予約 (お祝い2組・

見学希望3組 7/25
～7/31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900～ 1030)

10:00～ 10:40

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)理学療法士
による運動発達についての育児講座です 9か月
以降の未歩行のお子さんもどうぞ

10:00-11:00

もりのおがわ保育園
要予約 (10組 7/25
9:30～ )

和太鼓 (2～ 5歳)和太鼓の体験を親子でしてみま

せんか ぜひこの機会に日本の伝統文化を体験し

てみてください

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

響 ¶ )、 ‐二〇0.‐二(P響、‐二〇0・‐ニ
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日 曜 主催蘭融 予約・費用・場所他 イベント名(対象年齢)・イベント肉書 時間

28 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

高ヶ坂ふたば保育園
持ち物など詳細は園
までお問い合わせく
ださい

おひさまくらぶ プール開放(5)・ 身体測定・誕生会
(0～ 3歳 )1000～ 1l ЮOは小さい子の時間、11:00

～12ЮOは大きい子の時間
10:00～ 11:00

光の原保育園 鱗
争 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

町田わかくさ保育園
要予約 (3組)大人
300円子ども200円
駐車場5台

わかくさ給食 当園自慢の給食をぜひ食べてみま
せんか ?離手L食・アレルギー除去食 (卵・牛乳の
み)応相談

11:30-

29 ホ

こびとのもり保育園
要予約 (3組 7/25
10:00-)

お誕生会 8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

D:30-10:30

こばと保育園
要予約 (4組 7/25
1000～ )有料 (親子
で500円 )

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 :駐車場あり

10:00-12:00

30 金

こうりん保育園
要予約 (5組～8/27)

駐車場4台
お楽しみ会 職員による人形劇の他、8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

光の原保育園
要予約 (15組 )

雨天中止

色水遊び (1～ 3歳 )子どもたちが大好きな色水遊
び♪保育園で思いきり楽しみませんか ?汚れても
いい服装で来てください

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)

絵本の読み聞かせ (1～ 2歳)図書館の司書さん
が読み聞かせに来てくれます !年齢に合った絵本
の紹介や、読み方などもお話していただきます

10:00～ 11:00

こばと保育園
要予約 (10組 7/25
1000～ )駐車場あ
り

誕生会 (2か 月～5歳 )8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～ 12:00

“赤ぢ濠 、く齢名再れログラJ

日
　
時

対

　

定

相めて轟ちゃんを育てτいる母親のための■ログラムてす 轟ちゃんと―緒に参加していただききす 母親
自分の育児の喜びや親こじヒ)甲て、自分の育児の喜びや親としての選いことを話し合いなからこれがらあ事

参加型7ログラムです聞きたいここを聞いて普段の生活に役立てたι:、 ただち
作ι:の機会にしていただけたらこ思いきす

1て普段の生活に役立てたι
:、 なだら

程 :全4回連続講座(毎週ホ曜日)

2019年9月 25日・10月2日・9日・10日
雇]:9:30～ 11:30
象:2019年 4月 1,日～2019年 7月 25日生きれ

町田市民の第 :子こ母親
員:10組 (先書順)(キャンセ′ιが出た際、先春順で連絡をさせていただ勢 す

先着順でのご案内こなι勝す 連絡がつかない場合に勝、次の方に連絡をさせていただ勢 す
予めご7量ください)

握  雷岬滉:扉蜃薫厳匪黒倒軍取げ
買口じ田■

'原
町田4-:6-17)

申し込み:電話きた勝、下記の地域子育て相談センターヘ直持お越しいただきお申し込みください

言認1留獣靡   鰐軍鶴静042-770-7446

※講座の詳細、各地域の開催スケジュー′しについて勝、春ぢだ子育てサイトをご覧ください

7



′―バティース・パーフェクト
"完

菫む親なんていない ′“
(愛称 :NP7ログラム)

子育て中の人たちこ。「ホ
"Jこ

―息つきなから,お互いの悩諄や関心ことを話し合い、自分に合っ

軍語萬2彗募霧爵肥霧綿ア1葛軍草鍵堀緯露訂螺
=なたもぜひご参加ください ′

程:全●口連続講座
2019年9月4日～10日9日 毎週ホ曜日

口139830～ 11830
魚8町田市民て

'歳

～2歳のお子さんを子育て中の方
原則として0口全てに参加できる方

員:'2名 (保青あι:)※
1たし春す

場  所 :

日
　
時
対
　
定

記副:     響宅盾事E非史庭巽h越しいただき、
印 嗜 わ世先:町田地域子育て相餞センター 電話gFl羅

暮峯[鋒 埋     ユ
共催:町田市子ども生活部 地域子青τ相談セ:

申し込み方法むこ詳しくは、きちだ子育てサイトをご覧ください

油
"島

ン ノ

～‖Hn薦厖■いo■けでのママあつ●れ″～

今籠の予定 :基本的に毎日火曜日

(9、 12、 2月勝ホ曜日)

20:9年 3月 27日 、9月 25日、10月29日、

11月 26日、12月25日

20201軍 :月28日、2月 20日、3月24日

|キl蜀 : 13:30～ :4:30

葛壽:聖         冨酪邸翻醍よ
※予約け必喜昴 膊せん お気軽にお饉しください

聞い合わせ先 :鶴ilV劇畷子青τ相調センター

ロ[1雷042-734-3099

金森日書館からのお知ら世

★お勝むし会★

8月 7日 e14日 02'日 028日 (ホ曜日)15:15～

★ぢ
=ち

ちホぢおけなし会☆

(乳幼児向:■a騰 し会 )

3日 10日 (金曜日)‖ :00～

剛 中心のわらべうた・-0
絵本なり 会です ご兒弟もご一緒にこうご♪

※おけなしのへや勝10:40から聞口てい春す

場所 :金森□書館 2階 お腱 しのへや

IH11合わ世先】
金森□書館 金森東3-5-l

TEL8042-710-:717

「
覇T椛柿 寵ガ「論 騨 慕 」轟富 1謀高 TT…

11 ♪各地饉版PDFフ ァイILをご覧になιlたい宙勝
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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

冒巨言舌 042-724-4468(雇塞洒五)  Fax 050-3101-9459
「この冊子は、8890部 (5地域分)作成し、1部あたり

1『

単価は52円です(職員人件費を含みます)」
リサイクル遭性◎

この印刷議は、印刷用の紙ヘ

リサイクルできます。


