
町田市子育て●●F
カレングー
(南地域版)

回 覧

お住きいの近くの「子育てひろけ」をご案内しきす
こなたて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

↓今日の掲載日です

※天候によιl変更や中止の場合があら1きけので各国にお問い合わ世くださll
※特に記載舵 い限ιl駐車場はあιl春世ん お車での来日勝ご遠慮くださら1

町田市子育て情報配億サービス

褥
=鱒

餞鐵
「ぼっこな情報」
「ほっとする情報」
をお届l■じ春す『

ORコードで構帯電話
から手軽にアクセス

南地域版勝下記の場所等で配布していきけ
南市民センター、なるせ駅前市民センター、絡合体育館、
子どもセンターばあた、しのはら小児クリニック、
小児科高橋医院、相鉄ローゼン威瀬店、三和Jlill店 他

子育てひろばカレンター配市場所

臨 節 Tel Fex マイ保青園
1 111111111111:11日 5111111111111

成瀬くιlの家保育ロ 町田市成瀬 1-5-1
080-2340-0495

(子育てひろば専用)

042-710-8178 ○

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

高ヶ堰ふたは保育□ 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
(南地域子育て相餞センター)

町田市金森東1-12-16
042-710-2752

(子育てひろば専用)

042-710-2753 ○

わむの本保育日 町田市金森東3-17-25 042-706-0733 042-706-0737 ○

こけこ保育□ 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 ○

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

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

こうιlん保育日 町田市金森7-6-1 042-725-7070 042-727-2822 ○

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

威瀬南野保育日 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育□ 町田市鶴間8-4-30クレイント
・
ヒ
・
ルlF 042-706-9641 042-706-9642 ○

町田南保育□ 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



<欄 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きけ
※特に記載のない限ιl¨①日曜日、祝日は休みです ②各イベント脇露‖てす ③駐車場はあιl春世ん

④各イベン剛 護者(ス勝六人)こ―緒の参加です 〇年齢記職かないイベント妙ホ輔学児対象です

<市立金森保育園>
・国庭開放

2019年 9月 毎週月～土曜日 a30～ 17:00

地域専用駐車場5台 (■30～ 16:∞)

・育児相談
2019年9月 毎週月～金曜日 &30～ 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 (930～ 16:∞ )

・室内開放
2019年 9月 毎週月～金曜日 900～ 10∞

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:∞ )

・育児サークル支援
2019年 9月 毎週月～金曜日 &30～ 17:∞

おもちゃの貸し出し要予約 (a∞～17:∞ )

地域専用駐車場5台 (a30～ 16:∞ )

口親子体験保育
2019年 9月 毎週月～金曜日 9ЮO～給食終了まで

<高ヶ坂保育園>
・ 子育て相談

2019年 9月 毎週月～金曜日 1000～ 1000

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

・ひだまり広場
2019年 9月 9日・30日 (月 曜日)・

3日・10日・17日 E24日 (火曜日)9:30～ 12:∞

雨天中止

<南つくし野保育園>
・園庭開放

2019年 9月 毎週月～金曜日 1000～ 1130

口親子体験保育 (3か月～5歳 )

2019年 4日・18日 (水曜日)a30～給食終了

給食・離乳食もご用意できます

要予約 (各クラス1組)

昼食1食300円おやつ1食100円

<つくし野天使幼稚口>
・ベビーマッサージ(0歳 )

2019年 9月 5日 (木曜日)・ 30日 (月 曜日)

10:00-11130

要予約 (10組)費 用5∞円 持ち物有

口室内開放 (こあらルーム 1～ 2歳未満)

2019年 9月 6日 口20日 (金曜日)10:00～ 11:30

要予約 (10組)費 用1∞円

<成瀬くりの家保育園>
口園庭開放
2019年 9月 毎週月～金曜日 1000～ 1190

雨天中止

・まろんひろば(室内開放 )

2019年 9月毎週月～金曜日 10∞～1590

※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 あとりえリーず

<ねむの木保育園>
・育児相談

2019年 9月毎週火・金曜日 9:00～1400

要電話

・ねむの木ひろば
2019年9月 4日・18日 (水曜日)10:00～ 11:∞

成瀬が丘ふれあい会館



※悪天候の際勝中止になる場合もあらl春すので各口にお問い合わ世ください

<こうりん保育園>
口園庭開放
2019年 9月 毎週月～土曜日 1000～ 1230
駐車場4台

・子育て相談
2019年 9月 毎週月・水口金曜日 1000～ 15:∞

要予約 (平 日1000～ 17●0)

・ りんりんひろば(室内開放 )

2019年 9月 毎週月日水・金曜日 鋭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

<もりのおがわ保育園>
・子育て相談

2019年 9月 毎週月～金曜日 9ЮO～ 17:∞

電話でも受け付けます

・室内開放
2019年 9月 毎週月口水・金曜日 a30～ 1230

<こばと保育園>
・園庭開放

2019年 9月毎週月～金曜日
(2日 口6日・13日・25日・27日を除く)9:00～ 12:∞

駐車場あり

・育児相談
2019年9月 毎週月日水・金曜日 a30～ 1230
要予約(8/26 10∞～)駐車場あリ

ロこばと広場 (室内開放)

2019年9月 毎週月口水口金曜日
(2日・6日・13日・25日・27日を除く)a30～ 1200
絵本の貸し出しも行います 駐車場あり

<光の原保育園>
・育児相談

2019年9月 毎週月～金曜日 a00～ 17:00

要問い合わせ

口園庭開放
2019年9月 毎週月～金曜日 1000～ 1600

・室内開放
2019年9月 毎週火・木・金曜日 a00～ 12●0
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>
・園庭開放

2019年 9月 毎週月～土曜日 9ЮO～ 1130
行事等で利用できない場合があります

<こびとのもり保育園>
・子育て相談

2019年 9月 毎週月～金曜日 1090～ 16:∞

口こびとひろば(室内開放 )

2019年 9月 毎週月・水日金曜日 10∞～15:00

<町田わかくさ保育園>
口園庭口室内開放
2019年 9月 毎週月～土曜日 a∞～17:∞

あつたかなるせ室飲食可
駐車場5台(a∞～l ooo)

・図書貸し出し
2019年 9月 毎週月～土曜日 9:∞～16:00

あつたかなるせ室 駐車場5台

・ 育児相談
2019年 9月 毎週月～金曜日 9ЮO～ 10∞
駐車場5台

口わかくさ給食
2019年 9月 4日 (水曜日)・ 9日 (月 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

口わらベビ教室(生後2～ 6か月)

2019年 9月 19日 口26日 (木曜日)1030～ 11:00

要予約 (10組)全 2回
バスタオルをご持参下さい

<町田南保育園>
・保育口で遊ぼう

2019年 9月 30日 (月 曜日)・ 10日・17日・
24日 (火曜日)・ 5日 口12日 口19日・26日 (木曜日)・

13日 口20日・27日 (1≧曜日)9:30～ 12:30

駐車場7台

<ハッピードリーム鶴間>
・子育て相談

2019年 9月毎週月～金曜日 1000～ 1000
来日前にお電話ください

礎 膨
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<イベントカレンダー> ※ィベントの詳細につしては各国にお問ιl合わせください
特に記載のない限ιl、 開催場所け主催保育□です きた各イベント仲保護者(スけ六人)こ一緒の参加こむι勝す

ξ候の際勝中止になる場合もあι |にお問い合わ世ください

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

3 火

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)

930～給食終了

こばと保育園
要予約 (4組 8/26
1090～ )有料 (親子
で500円 )

体験保育&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 !駐車場あり

9:50-12:00

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)おもちゃで
遊びましょう 新聞紙遊びも親子で楽しみましょう
9月 生まれのお祝いもします

10:00～ 11:00

4 ホ

つくし野天使幼稚園 要予約 (25組 )

工作・室内開放 (1～ 3歳)バンビの広場特別版エ

作イベントを開催 !ホールでも遊べます 詳細は

幼稚園のホームページで 持ち物:あ り

9:45-11:15

成瀬くりの家保育園
ヨ署ヨウ糸

'(8/26 13:00～ )

大きくなつたかな 身体測定・育児相談 看護師や

保育士とゆつくりお話しましょう
10:00-11:00

もりのおがわ保育園
要予約 (10組 3/26
9:30～ )

陶芸教室 (2～ 5歳)陶芸を親子で作つてみません

か 初めての方でも楽しめます
10:00´Vll:00

高ヶ坂ふたば保育園 嶋
おひさまくらぶ 歯科衛生士講座 (0～ 3歳 )「乳幼

児の歯のお話しと歯磨きチェック」※マイ歯ブラシ

持参

10:00-12:00

こうりん保育園
要予約 (5組 平日
10:00～ 17:00)

駐車場4台

読み聞かせ 保育国の先生 (1歳、5歳担任)が来

ます 絵本の読み聞かせや手遊びなど一緒に楽し

みましょう ちょつとした相談もできます

10:30-11:30

5 ホ

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
9130-11:00

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

| 金

光の原保育園 要予約 (2組 )
体験保育 (2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

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

D: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10歳児体験保育 (0歳児クラス対象)

同い年の園のお友達と親子で遊んで昼食を食べ

て、一緒に過ごしましよう

10:00～ 12:00

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)誕生月のお子さんをみんなでお

祝いしましょう
10:00-12:30

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

寝相アート(0歳)テーマは「お月見」 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

9 月

つくし野天使幼稚園 葬
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

わんわんひろば(1歳6か月～5歳)親子で一緒に

遊びましょう 保護者同士のおしやべり会もします
みんなで情報交換をしましょう

10:00-11:00

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日9ЮO～

17:00)

さくらんぼくらぶ 芹ヶ谷公園で遊ぼう(2～ 4歳 )

H27.4～ H29.3月 生まれ対象 芹ヶ谷公園でスタン

プラリーを楽しもう !

10:00～ 11:00



9 月

こばと保育園
要予約 (8組 3/26
10Ю O～)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 (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「お月見」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´Vll:30

成瀬くりの家保育園
要予約(8/261300
～ )

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

:0 火

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 8/26
9:30～ )

9月 誕生会 (0～ 3歳)9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

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)ふれあい遊
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

10:00-11:00

こばと保育園
要予約 (6組 8/26
1000～)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
「ぎようざの皮のピザ」を親子で作つてみましょう

10:00～ 11:00

町田わかくさ保育園
要予約 (2組 )

親子食事代 (500円 )

離乳食なし 分園

分園で一緒に遊ぼう体験保育(0～ 2歳)分園の
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 園見学も可

10:00-12:00

水

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

町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )

駐車場5台

見たい知りたい0歳児園生活 0歳児のママやパ
パ、保育士を交えて日頃のあそびとくらしを語り合
いましょう 園見学あり

10:00～ 10:40

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)室内のボールプー
ルや園庭の遊具等を使つて、おもいっきり身体を動
かしましょう 園庭で体操もします

10:00～ 11:00

こばと保育園
要予約 (10組 8/26
1000～)駐車場あ
り

誕生会 (2か 月～5歳 )9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

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (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′

lヽ

さなお子さんも使える虫除けスプレーを作ります

10:00～ 12:00

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

i4:00～ 15:00

'2

ホ

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日9ЮO～
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

成瀬くりの家保育園
要予約(8/261300
～ )

ミニくりつこ広場 (4か 月～1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 (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

:3 金

成瀬南野保育園
要予約 (お祝い2組・

見学希望3組 3/26
～8/30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9ЮO～ 1030)

10:00～ 10:40

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歳赤ちゃんの会 ママのため
のおしゃべり会・プチ絵本セラピー

10:00～ 11:00

レイモント
・
南町田保育園

要予約 (5組 )予約
受付時間 (1000～
16:00)

マタニティーヨガ(安定期16週以降)体を動かし
て、心も体もリフレッシュしましょう バスタオフレ(ヨ

ガマット)・ 汗ふきタオル・飲み物をお持ちください
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

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歳児体験保育 (1歳児クラス対
象)同 い年の園のお友達と親子で遊んで昼食を
食べて、一緒に過ごしましょう

10:00-12:00



:7 火

こばと保育園
要予約 (4組 8/26
1000～)親子で500
円 駐車場あり

体験保育&体験ランチ(1歳 6か月～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

ねむの木保育園 雨天中止
公園へ行こう1 近くの公園で秋の自然に触れ合
いながら遊びます

10:00-11:30

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 親子でお話を楽しみましょう 乗り

物のお話や大型絵本 どんなお話が出てくるか

な?お楽しみに

11100～ 11:30

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」を作りましよう !

13:30-14:30

18 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
D:45～ 10:15

町田わかくさ保育園
要予約 (5組)他の
日でも個別対応可能
駐車場5台

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

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 今月は誕生日ガーランドで

す (有料500円 持ち物、写真のサイズや枚数は

要確認 予約受付平日1000～ 17ЮO)

10:30-11:30

19 ホ

こうりん保育園
要予約 (5組～9/13)

駐車場4台
お楽しみ会 職員による合奏、9月 生まれの誕生

会も行います (予約受付平日1000～ 17●0)
10:00-10145

成瀬くりの家保育園
要予約 (8/2613Ю 0

～)参加費500円

うたあそび(6か月～5歳)お子さんと一緒にリズム

に合わせ体を動かしたり、季節の歌を楽しみませ

んか

10:00-11:00

20 金

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30～ 16:00)
よ算 ζ五爵濡 だ健承ソ 灘 誨
しょう 臨床心理士等のミニ講座もあります

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

町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )

駐車場5台

見たい知りたい1歳児園生活(分園)1歳児のママ

やパノく、保育士を交えて日頃のあそびとくらしを語

り合いましょう 園見学あり

10:00-10:40

24 火

ねむの木保育園
要予約 (各部15組

8/26 10:00-)
駐車場要相談

みんなで遊ばう～リトミック講座～ (1)0～ 1歳 10

か月(2)1歳 11か月～5歳 講師の先生と親子でリ

トミックを楽しみます

(1)9:45-10:15
(2)11:00～ 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(妊娠期・0～9か月)赤ちやんをあ

やす時のコミュニケーシヨン方法「マザリーズ」のお

話と親子のふれあい遊びをしましょう

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

25 ホ

こびとのもり保育園
要予約 (3組 8/26
10:00～ )

9月 お誕生会 9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

高ヶ坂ふたば保育園 な鎌 織習 脚 簑窪器鯉 覇
ります

10:00-12:00

成瀬くりの家保育園
要予約(8/261300
～ )

誕生会 9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

2● ホ

市立金森保育園
成瀬台ゆりの木会館
駐車場なし

爾観路裂恐£芳撃尾晶鱗 θ
みましょう             __

10:00-11:00

こびとのもり保育園
要予約 (7組 8/26
1000～)持ち物有

ベビーマッサージ(首が据わつた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J生__
10:00～ 11:00

6



27 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

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ら、れ
あいを楽しみましょう

10:00-11:00

28 土

′イモント
・
南町田保育園 〇 め ゆ

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

町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )

駐車場5台

見たい知りたい園生活 (0～ 1歳児)0～ 1歳児のマ
マやパパ、保育士を交えて日頃のあそびとくらしを
語り合いましょう 園見学あり

10:30～ 11:15

30 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)おもちゃで
遊びましょう 親子で一緒に布あそびや体操を楽し
みましょう

10:00～ 11:00

高ヶ坂ら、たば保育園
要予約 (平 日9ЮO～
17:00)

さくらんぼくらぶ 臨床心理士講座「イヤイヤ期の子
どもとの関わり方」「誕生会」(2～ 4歳)H27.4～
H29.3月 生まれ対象 9月 生まれの誕生会もします

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 (930～
16:00)

幼稚園つてどんなところ?(2～ 3歳 )現役の幼稚
園ママたちに幼稚園の事を色々と聞いてみません
か ?

10:00～ 11:00

他 閣 轟 シ′
～10-221臓く鴨 1日のィィal=コ舅n″～

今後の予定 :基本的に毎口火曜日

20「94田掛」L脅房贈号ぢ:29日、
1:月26日、12月25日

陥鳴」暑鶴4響
。日、鍋24日

対象 :10代から22歳くらいきでのママこ妊婦さん
場所 :生涯学習センター(レ助 町田1階 )保青室

※予約勝必要あιl参せん お気軽にお越しください

問い合わせ先:南地域子育て相談センター

電話042-710-2752

子どもセンターぼあん

≪ばあたキッ烈N成瀬≫
日時:9月 9日 (日曜日 )

10:30～ ‖:00(自由遊び)

:::00～ 11:45(■ログラム)

対象:0歳～就学前の乳幼児こその保護者
場所威瀬コミ"~■ミ ンター:階ホ■′L

(町田市西威瀬2-49-1)

※詳細勝下記施設へお問い合わせください

I問い合わせ先】

子どもセンターけあた金森4-5-7
TEL 042-788-418:

ぶぢくれよんひろぼ

午前中の学童保育クラ7を開放しτいきす

企画日に勝お誕生児のお鵬 をヽし春す

鵬‖:膜1り島』尋   0～ 1・45

※17日は企画「リスムにあわせて卜2・ 3♪ 」を
予定しています

I開催場所・問い合わせ先 l 難
り

7

にこにこクラフ

日時 :9月 6日・,3日・20日 027日 (金曜日)

10::5～ 11:30

(ランチタイム‖:30～ 12:30) ‖
:3日け「からだをつかって」を行いきす
からだをたくさん動かしτ楽しみ春しょう′

I問い合わせ先 l

なんなる学童保育クラフ
(南威瀬Jl学校敷地内 )

南成瀬 3-6 TEL:042-726-1758



生涯学習センターからのお知ら世

○乳幼児の保護者向l■講座「子育て知っ得・保育付 J・受講生募集

日時:10日 16日 (ホ )・ 23日 (ホ )030日 (ホ )・ ‖月0日 (ホ )・ :3日 (ホ )・ 20日 (ホ )・ 27日 (ホ):0:00～ 12:00

対象 :町田市内ttO乳幼児の保護者て原則7口連続しτ参加礎 る方

場所 :町田市生涯学習センター 1階 学習室卜2
定員:25名 (申し込み多散の場合は、過去に乳幼児講座・幼児講座を受れ たここのない方を優先して抽選 )

保育定員:20名 (10/1時点8か月以上未輔学児きて)

○幼児の保護者向け講座『今日alら変わるニコニコ子育て」

日時::1月8日 (金 )・ :日 15日 (金 )・ ‖月22日 (金 )・ ‖月29日 (金):0:00～ :2:00

対象 :町田市内ttO幼児(2歳から未輔学)の保護者、原則4口連続参加できる方

場所 :町田市生涯学習センター 1階 学習室 1.2他

定員:保育付き:3名 (‖ /1時点で3か月以上の未輔学児 )、 保育なし5名

(申し込み多数の場合は、昨年度及び今年度の前期に乳幼児講座・幼児講座を受l■ていない方を優先して抽選 )

申し込群・詳細勝下記施設まで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6-8-: TEL:042-728-007:

:5:15～

★ちょうちょうおけなし会★(乳幼児向1■お勝なし会 )

9月 20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 ご兄弟もご一緒にこうモ♪

※おけなしのへや勝10:40から開いていきす

場所 :金森日書館 2階 お腱 しのへや

I問い合わせ先 l

金森口書館 金森東3-5-l
TEL:042-710-1717

親こ子の春

帥憮 輛 J脇儡 冊 僻 |(

謳講器臨雖撃銘携塁%暦凛ぎ
二歿|

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:042-728-0071

★☆子こもセンターはあた7ログラム★☆

◆ばあたキャス (0歳～輔学前の乳純児)

日時 :9月 0日・ 13日・20日 027日 (金曜日)

:::00～ :::30
※0日勝8、 9月生きれのお誕生日会をしきす

内容 :親子体操、手遊び、ゲーム、工作なこ

◆蘇ちゃんタイム (0歳の乳児)

日時 :9月 12日・20日 (本曜日)‖ :00～ :2:00

内審 :ふれあい遊び、おしゃべιlタイムなこ

◆おけなしはじ春るよ (0歳～就学前の乳幼児)

日時 :9月 2日 (日曜日)‖ :00～ 11:30

内審 :絵本・紙芝居、パネ′Lシアターなこ

※詳組勝下記施設きてお問い合わせください

【問い合わ世先】
子どもセンタードあん 金森4-5-7

TEL:042-788-418:

電話 042-724-4468(直通)Fax 050-3101-9459
「この冊子は、8830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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リサイタル通性◎

この印鵬物は、FO鵬用の紙ヘ

リサイクルできます。


