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さわやかな秋を迎え、日中は過ごしやす<なりましたが、気温差の激しい8寺期です。
体調を崩さないように体調管理をして元気に過ごしていきましょう。
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★  の日は、多目的室にてあそびの会が
あります。
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南地域子育て相談センター

(町田市立金森保育園)

●よちようひろば/妊娠期00～9か月春で

日時/場所/内容

◆8日 (火)14:∞～15:∞/金森保育園

布あそび、わらべうた、6ヽれあい遊び
◆21日 (月 )14:∞～15:∞/金森保育園

ねんねアート、6ヽれあい遊びなど

●体育あモび/:歳 6か月～未輔学児

日時 :9日 (水)10:∞～11:∞
場所 :金森保育園

内容 :エアポリン、ボールプールなど
ミニ運動会をします |

・
こふ:二 1‐ 董貪

ランチタイムを除いた室内開放の時間
に遊ぶことができます。ご希望の
万は職員に声をかけて<ださいね。 .

● わたわたひろば/:歳6か月～未輔学児

日時 :7日 (月)10:∞～11:∞
場所 :6、れあいもみじ館 (金森東 3-1714)
内容 :Sヽれあい遊び、体操など

発達センター巡回相談 (言語聴覚■)

★お願い★

ふれあいもみじ館では親子とも

に靴下を着用して<ださい。

●ぶちわたひろ勝/10か月～:歳5か月春で
日時/場所/内容
◆8日 (火)10∞～11:∞/金森保育園

ふれあい遊びなど

発達センター巡回相談 (作業療法■)

◆21日 (月)10:∞～11:∞ /6、れあいもみじ館
(金森東 3-17-14)

身体を使つて遊ぼう、誕生会など

開催時間中は対象の方の利用になります。

お願い
写真や動画の撮影は、個人
情報保護の観点から、他の
お子さんが映らないよう、
ご配慮をお願いします。ご
理解ご協力をお願いいたし
ます。

室内開放 月曜日～金曜日 9:00～ 16:OO
(ラ ンチタイム  11:30～ 13:30)

園庭開放 月 1翌日～土曜日 8:30～ 16:30
駐車場  月曜日～土曜日 9:30～ 16:00

●諄む諄っこひろけ/0～ 3歳
日時/対象 :28日 (月 )10∞～11:15
場所 :鶴間会館 (鶴間 6-8-37)
内容 :ミニ講座、絵本の読み間かせなど

★ミニ講座「絵本を楽しもう」
図書館の職員が来ます。絵本の選び方や読
みきかせのポイントなどの話を間<こ とが
できますよ。一番人気の絵本は??など、ミ
二講座の後質問もできますよ。



町田市社会福社協議会
鶴問ひ参わら:学童保青クラ7
「にこにこ膠っこサロンJ

わくわくフライテー♪

日時 :10月 18日 (金)10:OO～ 11:30
場所 :金森保育園

わ<わ <フライデーの時FB5中は、お子さんがじっ

<り遊べる環境の工夫をしています。今月から
10:00からの開放になりますが、ご都合のよい

時FB5にお越しください。
職員が常に居ますので、一緒に楽し<遊びなが
ら、お子さんの好きなこと・得意なことを通して
関わりのヒン トを見つけていきましょう。

1,そ *臨床心理土が来ます !

リサイクル通性◎

この印離犠は、ED鵬用の紙ヘ

リサイクルできます,

イ莞甍すきそ ヽ
ミ巳至聾せp

彗
瑳 悪臭i団 ｀
(pりこんなことで悩んでいる方

一緒に遊びましょう !

悩みを共有できたり、

情報交換もできますよ。

公園であそぼう』  (F否覇麟
★「成瀬台公園」 (成瀬台3-7)
日程 :10月 24日 (木)10:00-11:∞

運動会ごつこを行います。みんなで体操
をしたり体を動かしましょう。親子とも
に動きやすい服装で来て<ださいね。

ちょこっこポランティアさん募集′

ひろばで遊ぶみんなのおもちゃの作成やあそび
の会で使用する小物作りなど、簡単な作業をお
手伝いして<ださる方を募集しています。
下記の日程の室内開放の時間に行います。
お気軽にご参加<ださい。

日時 :10月 30日 (水)9:OO～ 16:00
(11:30～ 13:30ラ ンチタイム除<)

場所 :金森保育園多目的室

お子さんは
近くで遊び
ます

子青τひうけ巡口相餞
子ども発達センターの職員が来ます。発達に
関する疑間など間<ことができますよ。

◆わんわんひろば (1歳 6か月～)

10月 7日 (月 )10:00-11:∞
ふれあいもみじ館

言語聴覚士が来ます。言葉の発達とコミュ
ニケーションについて間<ことができます。

◆ぶちわんひろば (10か月～1歳 5か月)

10月 8日 (火)10:∞～11:OO
金森保育園

作業療法士が来ます。運動発達と生活動作
(スプーン・フォークの使い方、着替えの

操作の教え方など)、 撃L児期に経験すると
よい動きや遊びについて間<ことができ
ます。

言言

南地域子育て相談センター (金森保育園)

町田市金森東 1-12-16
TttL 042-710-2752
FA× 042-了 10-2753


