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お住きいの近くの「子育てひろけJ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国にお問い合わ世ください

↓今日の掲膚□です

町田市子育て情報配倍サービス

「勝っこメー′L春ちだ』

町田市和ら子育ての
「勝っこな情報」
「勝っこするHIEJ
をお届Ifしきす ′

QRコードて構帯電昌
から手軽にアクセス

鸞
子育てひろ勝力じンター配市場所

「子育てひうけカレンターJ勝この南地域版の他に
「壻」「忠生 J「 町田」「鶴illJ地域版があιl春す
各地域のカレンターは町田市役所・市立保育□等で
配布してい春す ぜひご利日ください

南地域版勝下記の場所等て配布してい春す
南市民センター、なる世駅前市民センター、需合体育館、
子どもセンターけあた、しのけら11児クロ′ニック、
小児科高僑医院、相鎌ローゼン成瀬店、三和小‖l店 他
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威瀬く‖の家保青ロ 町田市成瀬 1-5-1
080-2340-0495

(子育てひろば専用)

042-710-8178 ○

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

高ヶ堰81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 ○

市立金森保育ロ
(南地饉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 ○

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

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

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

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

ム7ビードロ′―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
`:の

おがわ保青ロ 町田市小川1-11-2 042-788-7025 042-799-2070 ○

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

こびこのもι:保青□ 町田市小川 6-1-32 042-850-5423 042-795-1455 ○

レイモンド南町田保育ロ 町田市鶴間8-4-30クレインドヒ
・
ルlF 042-706-9641 042-706-9642 ○

町田南保青日 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

たちはな幼稚ロ 町田市高ヶ坂6-29-1 042-726-4976

※特に記載かない限ιl駐車場はあιl春世ん お車ての来日勝ご遠慮ください

,



※特にEEO襲 lmll¨①日畷日、祝日勝悧
④各イベント貯保顔書(ス勝六人)こ

<市立金森保育口>
・□庭開放

2019年10月 毎週月～土曜日 &30～ 1030
地域専用駐車場5台 (a30～ 16m)

・育児相談
2019年10月 毎週月～金曜日 &30～ 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 (a30～ 16:∞)

・室内開放
2019年10月 毎週月～金曜日 鋭∞～16m
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 (鋭30～ 16:∞)

・育児サークル支援
2019年10月 毎週月～金曜日 a30～ 17:00

おもちゃの貸し出し要予約 (9"～ 17m)
地域専用駐車場5台 (a30～ 16:∞ )

・親子体験保育
2019年 10月 毎週月～金曜日 9:∞～綸食終了まで
要予約 (平 日9:00～ 17:∞)有料1食200円

駐車場は利用さ ません

<つくし野天使幼稚口>
ロベビーマッサージ(0歳 )

2019年10月 9日 (水曜日)・ 28日 (月 曜日)

10:00-11:30

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 10月 11日・25日 (金曜日)10∞～1130
要予約 (10組)費用1∞円 (おやつ代)

<成瀬くりの家保育園>
・ 園庭開放

2019年10月 毎週月～金曜日 10∞～11:∞

雨天中止

口まろんひろば(室内開放 )

2019年10月 毎週月～金曜日 10∞～15:00

※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 あとりえリーず

<南つくし野保育□>
口園庭開放
2019年10月 毎週月～金曜日 10∞～1130

口親子体験保育 (3か月～5歳 )

2019年10月 2日 口23日 (水曜日)鋭30～綸食終了
綸食・離乳食もご用意霊 ます
要予約 (各クラス1組 )

有料 (昼食1食3∞円おやつ1食1∞円)

<こうりん保育日>
・園庭開放

2019年10月 毎週月～土曜日 1000～ 1230
駐車場4台

・子育て相談
2019年10月 毎週月日水口金曜日 1000～ 1ユ00

要予約 (平 日10:∞～17:00)

・ りんりんひろば(室内開放 )

2019年10月 毎週月・水・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

<ハッピードリーム鶴間>
・子育て相談

2019年 10月 毎週月～金曜日 10:∞～16:∞

来日前にお電話ください

<レイモンド南町田保育口>
口口開放 (れもんてぃ―)

2019年10月 毎週火・水・木曜日 980～ 1230

<高ヶ坂ふたば保育□>
口口庭開放
2019年 10月 毎週月～土曜日

(10日 午前・17日 ～19日 を除く)9:∞～17:∞

・ 子育て相談・子育て支援スペース開放
2019年10月 毎週月～金曜日(18日・24日午前を除く)

9100～ 12:30 15:00-17:00

0おひさま文庫 (0～ 3歳 )

2019年10月 2日 口9日・30日 (水曜日)・

7日・21日 (月 曜日)・ 11日 (金曜日)11:OЮ～12J∞

本の貸出を行います

<お知ら世> このページにけ、定期的に開催され
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<高ヶ坂保育□>
口子育て相談
2019年 10月 毎週月～金曜日 10∞～16:00

電話による相談も受け付けています
来日前にお電話ください

・ひだまり広場
2019年 10月 7日 口21日・28日 (月 曜日)・

1日・8日 015日 口29日 (火曜日)鋭30～ 12:∞

雨天中止



<光の原保育口>
・育児相談

2019年10月 毎遇月～金曜日 a∞～17:00

要問い合わせ

・口庭開放
2019年 10月毎週月～金曜日 10∞～16:00

日室内開放
2019年 10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

<成瀬南野保育口>
・ □庭開放

2019年10月 毎週月～土曜日 9m～ 113o
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□>
・子育て相談

2019年 10月 毎週月～金曜日 lQ00～ 16:00

電話でもお受けします

口こびとひろば(室内開放)

2019年 10月 毎週月日水・金曜日 1000～ 15:∞

<もりのおがわ保育園>
・子育て相談 (妊颯期～5歳 )

2019年10月 毎週月～金曜日 9:∞～17:∞

電話でも受け付けます

・室内開放
2019年10月 毎週月・水口金曜日 鋭30～ 1230

<町田南保育口>
口保育口で遊ぼう
2019年10月 21日 (月 曜日)・

8日・15日・29日 (火曜日)・ 2日 (水曜日)・

10日・17日・24日・31日 (木曜日)・

4日・11日・18日 (金 :曜日)9:30～ 12:30

駐車場7台

<ねむの木保育口>
口育児相談
2019年 10月 毎週火・金曜日 9:00～ 14:∞

要電話

<こばと保育園>
・ 口庭開放

2019年10月 毎週月～金曜日(2日 D4日・28日を除く)

9:00～ 12:00

※2日 口4日・28日 は日行事の為休止 駐車場あり

・ 育児相談
2019年10月 毎週月日水・金曜日 a30～ 1230
要予約(9/2510∞ ～)駐車場あり

・こばと広場 (室内開放 )

2019年10月 毎週月・水・金曜日 鋭30～ 12:∞

おもちゃ開放や、絵本の賃し出しも行います
※2日 口4日 口28日 は日行事の為休止 駐車場あり

<町田わかくさ保育園>
日口庭口室内開放
2019年10月 毎週月～土曜日 9:∞～17●0
あつたかなるせ室飲食可
駐車場5台 (9:∞～10∞ )

・ 図書貸し出し
2019年10月 毎週月～土曜日 9:∞～16:∞

図書の貸し出しを「あつたかなるせ室」で行つてい
駐車場5台

・育児相談
2019年10月 毎週月～金曜日 9:∞～16●0
駐車場5台

・わかくさ綸食
2019年10月 17日 (木曜日)・ 25日 (金曜日)・

30日 (水曜日)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

・わらベビ教室 (生後2～6か月くらい)

2019年 10月 23日・30日 (水曜日)10:30～ 11:∞

要予約 (10組)全 2回
バスタオルをご持参ください 駐車場5台

★☆子どもセンター膠あん7ログラム★☆

◆ばあたキ,ス(0歳～輌学備の乳幼児)

日喘 :0月4日・‖日・25日 (金曜日)‖ :00～ ‖:30

※4日勝10日生きれの高誕生日会をけ

◆ホちゃんタイム(0歳の乳児)

日薗胡0月 10日 024日 (相日):::00～ 12:00
※24日日南地城子青τ相餞センタつ
職員が来事す

◆a勝むしはじ春るよ(0歳～籠学前の乳幼児)

日哺‖0日7日・21日 (日曜日):::00～ :::30

※詳綱勝下EEm●てお問い合わせください

‖ 1合社 先 l

子にもセンター膠あた 金森4-5-7
TEL8042-788-418:
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日 曜 主催籠置 予詢・費用・場所他 イベント名(対象年齢 )・イベント肉書 時間

: 火

南つくし野保育園
クラッシックコンサート(妊娠期～4か 月)ステキな音楽

を聴いてリラックスしましょう
9:30～ 11:00

ハッピードリーム鶴間
要予約 (前 日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～ 17ЮO)
〕30～給食終了

町田南保育園
要予約 (3組 )

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 予約受付(平 日1000～ 17●0)
10100-12:30

2 ホ

高ヶ坂ふたば保育園 〇
おひさまくらぶ 秋のおはなし会 (0～ 3歳 )絵本の読み

聞かせやパネルシアターをします
10:00-12:00

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「ハロウィン」 お家から衣装

を着て来てもOK、 持つてきてもOK(平 日予約 1000～
17:00)

10:30～ 11:30

3 ホ 高ヶ坂ふたば保育園
姜予約 (平 日9つ0～

17ЮO)保護者食事代
100Fη

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

4 金 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 Et童爆4台

寝相アート(1～ 5歳 )テーマはIハロウィン」 お翠から

衣装を着て来てもOK、 持つてきてもOK(平 日予約 1000
～17:00)

10:30-11:30

7 月

もりのおがわ保育園
要予約 (5組 9/25
9:30～ )

あかちゃんのいつぱ(妊婦～生後3か 月)育児講座 (あ

かちゃんの発達)と園見学
10:00-10:45

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 )子ども発運センター
の言語聴覚士が来ます 言葉の発達やコミュニケーショ
ンについて聞くことができます

10:00-11:00

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日9つ0～

17:00)

さくらんぼくらぶ 積んでグラグラ !ゲーム遊び(2～ 4歳 )

H274～ H293月 生まれ対象 トイレットペーパーの芯を
柱に段ボール板を重ねて高く稽もう !

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

お話会 お話し如雨露の方による手遊びやわらべ歌、

絵本の読み聞かせを行つてくれます (平 日予約 1000～
17:00)

10:30～ 11:00

8 火

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)子ども発達セン

ター作業療法士が来ます 乳児期に経験するとよい動き
や遊びについて聞けます

10:00-11:00

成瀬くりの家保育園 要予約 (9/2613:00～ )
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

町田わかくさ保育園
要予約 (2組)親子食
事代 (500円 )分園

分園で 一緒に遊ほう(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 離乳食提供
はありません 園見学も可

10:00-12:00

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)柔らかい布を使つ
てふれあい遊びを楽しみます 親子でゆつたりと過ごし
まl´上う

14:00-15:00

ねむの本保育園
要予約 (定員3組 9/25
1000～ )駐車場要相
諮

プレママひろば～汗取リパッド作リティータイム～(妊娠
期～4か月)汗取リパッドを手作りしたり、保育園のお
やつ券量合祥 ます

14:00～ 15:30

9 ホ

レイモント
・
南町田保育園 鶴

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歳児のママやババ、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
園甲学あり

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 )園庭でミニ運動会をしま

す 親子で元気に体を動かしましょう 動きやすい月風装て

来てくださいね

10:00-11:00

こばと保育園
要予約 (10組 9/25
1000～ )駐車場あり

誕生会 (2か月～5歳 )10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
おひさまくらぶ ハッピーハロウイン親子で変身フォトコー

ナー (0～ 3歳)ちよつとした変身小物を用意しています
思い出写真をどうぞ

10:00～ 12:00

こうりん保育園
要予約 (10組 平日
1000～ 17ЮO)駐車場
4台

読み聞かせ 保育園の先生 (2歳、4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

10130～ 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



10 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

こうりん保育園
要予約 (5組～10/7)

駐車場4台
お楽しみ会 フルート演奏と、10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

金

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)ハビママヨガ～ママと赤ちやんの親
子ヨガ プロのヨガインストラクターさんによる親子ヨガと
ママの交流会

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
き1.ヽ

10:00-11:30

12 土 レイモンド南町田保育園
町田市立鶴間小学校僻
育館

spo咸s day 親子で体を動かして楽しく過ごしましょう :

運動靴と履いてきた靴を入れる袋をお持ちください
9:30～ 12:00

(最終受付1130)

:5 火

光の原保育園 要予約 (1組 )

体験保育 (0歳)H30.4.1～ H31.3.31生まれのお子様 保

育園での生活を親子で体験しませんか ?同年齢のお友
rムル峯 l´て書 7ヽまl´ 上ら

9:30～ 10:45

こばと保育園
要予約 (3組 9/25
1000～)駐車場あり

体験保育・離乳食体験 (0歳)0歳児クラスlつほみ組」
での生活を親子で体験した後は、離乳食をご用意しま
す ,

):45-12:00

:| 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
):30～ 11:00

町田わかくさ保育園
要予約 (5組 )

駐車場5台

オンリーワンひろば (医療ケアのある子とも,こ琢庭で

医療ケアを受けているお友だち、国に遊びに来ませんか
倶講者の方+iお請 1´ま1´上う

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

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リ ハロウィンの折り紙サイズです (有

料500円 写真のサイズや枚数、持ち物要確認 予約受

付平日10:00～ 17:00)

10:30～ 11:30

光の原保育□
幌子体操 (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 1 !
14:30～ 15:30

17 ホ

成瀬くりの家保育園
要予約 (9/26 13Ю O～ )

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

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!0歳児体験保育 0歳児クラス年齢対象

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

こびとのもり保育園
要予約 (3組 9/25
10:00～ )

プレママ保育体験 (妊婦さん～満1歳)0歳児クラスで保

育体験してみませんか?離乳食の試食もご用意します
子育て相談もお気軽にどうぞ

10:00～ 11:30

:8 金

ハッピードリーム鶴間
ゆあたまご(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:                             _

9130～ 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

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 9/25
)30～ )

10月 誕生会(0～ 3歳)10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

町田わかくさ保育園
要予約 (10組)分園
駐車場3台

見たい知りたい1歳児園生活 (分園)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

10:00～ 10:40

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
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 臨床心
理士が来ます

10:00～ 11:30

ねむの木保育園
要予約 (定員25組
9/251000～ )駐車
爆専相談

みんなで遊ぼう～折り紙講座～ 講師の先生と一緒に
折り紙を折つて遊びます

10:30-11:30

19 土 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～ 3歳児)保育士を交えて日

夏の園でのあそびやくらしを語り合いましょう 園見学あ
り

10:30～ 11:15

21 月

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 (バンピの広場)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

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
):30-11:00



2: 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
善用

ぶちわんひろば(10か月～1歳5か 月)親子で身体を動
かして遊びましょう 10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 (平 日9:∞～
17:∞ )

さくらんぼくらぶ 運動会ごつこ・誕生会 (2～ 4歳)H27.4
～H29.3月 生まれ対象 かけつこや体操でミニミニ運動
会葬率 l´み士!_■ら

10:∞ ～11:∞

こばと保育園
要予約 (8組 9/25
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ょに楽しみましょう !バスタオル・飲み
腸持参

10:CЮ ～11:30

成瀬くりの家保育園 要予約 (9/2613:∞ ～)
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:CЮ～14:30

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30～ 16:00)

よちよちひろは 暖 娠期・0～ 9か月)ね んねアート(テコ

レーションした背景でお子さんのアート写真を撮影 )やふ
あふ lヽ 溝7(多奎 lス士十

14:00-15:00

23 ホ こびとのもり保育園
要予約 (3組 9/25
10:∞～ )

10月 お誕生会 10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 手作りのカードと冠を
プレゼントします

9:30-10:30

24 ホ

町田わかくさ保育園
要予約 (5組 )

駐車場5台

D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
薄71手 :できます 固 甲学+:可

9:45～ 10:15

市立金森保育園
成瀬台公園 雨天中止

(9:∞判断)駐車場な
し

成瀬台公園で遊ぼう みんなで運動会ごつこをしましょう
たくさん体を動かして楽しみましょう

10:00～ 11:00

成瀬くりの家保育園 要予約(9/261300～ )
誕生会 10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 (5組)駐車場5

台 他の日でも個別対
応可能

フレママ&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

25 金

南つくし野保育園 O
らよつとほつとカフェ(2～ 5蔵 )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

成瀬くりの家保育園 要予約 (9/26 13ЮO～ )

ミニくりつこ広場 (6か月～2歳 )Jヽさなお子さん向けの
ちょつとした劇やお話し会を行います 季節の歌やおす
すめの絵本もご紹介いたします

10:∞ ～11:∞

こばと保育園
要予約 (20組 9/25
10∞～)駐車場あり

影絵「あかずきん」影絵劇団「かかし座」によるお話で
す !どうぞお楽しみに !

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～ 1600)

マタニティーブルーズ(安定期16週以降)産前産後の
お母さんのこころとからだの変化について、臨床心理士
さんからお話を聞いてみませんか?

10:00-11:00

21 +

レイモント
・
南町田保育園

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 !

D9:30～ 12:30

つくし野天使幼稚園
ハロウィン祭リ バンピの広場特別編 !ハロウィン祭り
を開催します !是非、ご家族皆さんでいらしてください !

詳細はHPでご確認ください
10:00～ 13:00

28 月

ねむの木保育園
要予約 (定員5組 9/25
10∞～)駐車場要相
談

ゴミ収集車がやつてくる ! ゴミについてのお話を聞い
たり、ゴミ収集車を見学します 1ヽ雨決行です

D:50～ 11:10

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

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 )ミニ育児講座「絵本を楽し
もう」 金森図書館の職員が来て絵本の選び方や読み
闇かせもあります

10:00～ 11:15

たちはな幼稚園 ∫ぐ崚會
園庭開放 大きな遊具や広い園庭で一緒に遊びましょ
う 詳細はたちはな幼稚園HPをご覧ください 車での来
園はご遠慮ください

10:30～ 11:30

29 火

こびとのもり保育園
要予約 (7組 9/25
10:00～ )

′ヽロウィン制作(1～ 2歳)親子で楽しくハロウィンパッグ
を作りましよう ′ヽックの中におみやげを入れて持ち帰り
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

30 ホ

成瀬南野保育園
要予約 (お祝い2組・見
学希望3組 9/27～
10/4`帝 七1)

誕生会 誕生月のお友運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
況いをします (予約受付990～ 1030)

10:00～ 10:40

高ヶ坂ら、たば保育園 。。くpキ おひさまくらぶ 身体測定・誕生会 (0～ 3歳 )大きくなつ
たかな?10月生まれのお友達のお誕生会もあります

10:00～ 12:00

:轟整Di:轟織i鱒藤0毒:華整義:華:::i爾鷹:Oi墨:轟褻∋:蒸::i諄麟ゆ:華 :

|



生涯学習センターかつ 詢知ら世

○親こ― むびの嘲

日時 :「きじゃポ
"ポ

」10月 1日・8日・:5日 (火曜日)'4800～ 16:00
『′留 きヾじゃ」 :0月27日 (日曜日)'4800～ 11:00

0公開‖座『たかかアニわ 教育学―IfIさん、ぢび春0子ちゃん、クじヨンしたちゃん―』
日時::0月 23日 (ホ曜日):0:00～ ,2:00 定員:30名 (先着願 )

○子育てカフェつ膠め
日時:10月7日、‖月‖日、12月9日、2020年 1月20日、2月 :0日、3月9日 (ι 同珈庵日曜日)

10:00～ 12800(出入ι勝自由です)費 用:100円宙茶こ属票(ご希望り方の■)

○公HEE「い春こきの子育てて大切勝ここ～華世子青てのコツ～』
日時:‖月:5日 (金曜日)10:00～ 12800 定員:20名 (抽選 )

○親子で学ぶ贅籠請座
日程:① ‖月17日 (日曜日)、 ②‖月24B(日曜日)、 ③:2月8日 (日曜日)、

④12月 :5日 (日曜日)、 ⑤:2月 18日 (ホ曜日)午前中予定
場所:①④健康幅社会館、②⑤生涯学習センター、③練青センター

定員:親子:5組 (先書願):0月 1日 (火曜日)9:00～電営受付 保育わ き蓼せん

※各イベンЮ 諦組内害・申レ込みは町田市生涯学ロセンターMH01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:

金森□書館からのお知ら世

★おけなじ会★

10月2日・9日・:0日・23日・30日 (2H曜日)

15:00～ ※30日勝秋の特別日膊むし会です

★ちょうちょうお勝むじ会★(乳幼児向‖

…

会 )

10日 :3日 (金曜日)‖ :00～

剛 中心のわらべうた0-0絵 本むこの会です
ご兄弟もご―緒にこう

`♪※おけな00Aや憾10:40から聞いτい春す

場所:金森□書館 2階 おけな∽ へや

Ittι l合わ世先】
金森□書館 金森東3-5-1

TEL:042-710-1717

―
"ノ～,CH購崎2劉障織

"1曝

コリ″ d脇層囁 ″～

今― 定 :菫ホ自に毎

“

日
(9、 12、 2月けホ曜日)

20'9年 9月 25日、10月29日、1,日21日、:2月25日
2020年 1月28日、2月20日、3月24日
時間 :'3:30～ ,4:30
対象 :10代力ら22Jいく

`■
1参てのィィこ任‖さん

場所 :生涯―
ンター(じ諭 町田1贈 )保青童

a子さんを遭膠世むガ弓、みんじてab●べιし手し
`う′「わたわ7-卜(テ‐ ―ションした青景τお子さんの

ア+写真を撮影)」 やその他、素L11企■にリフレッシュ
し手しょう′

Hll合わせ先:町田地城子青τ相麟センター

EE042-7:0-2747

ぶちくれよんひろば

日時::0月8日・15日・29日 (火曜日)10:30～ :::45(‖ :45～ :2:30勝ラ澪 イム開放)

※15日勝企画「′tn●fンエ件をしよう′Jを予tL磯ヽ すIW翻
蜻鰯驚躙鰐

)M
～■床心理士によう喝E‐

~ケーションのコツJこ『|′ラクセーションJの育児講座～

日時:'0月 17日 (ホ曜日)10:15～ 12:30(ランチタイム‖ :30～

'2:30)講
座時間け,0:30～‖ :30

対象:未輔学児こその保護者
場所鶴間ひ春群 童保育クラフ(鶴間小学校肉)Щ なし 予詢不喜

鶴間ひ春わι雌 であそUO会を開幡し

“

:0日閣劇聞レ劃晟:学童t蘭 子青て相餞センター共催て
育l■H座をし春す

問い合わせ先 :南地城子育て相餞センター 電話042-7:0-2752

7



親子の絆づくι‖口げラム‐
轟ちゃんがきた′“(愛薄:BP'■ログラム)

～思暮期から花開く0歳時期の青児～

欄働τ轟ぢゃんを青τている000ための

“

ムです 柿 ゃんこ―緒に参

"し
τlltだき春す 母親

同士て書心て●3霧口気の中で、自分の青l■OW輔
翻 晴 観 懸 闇 翻 譜 r宴需青τに必薔0知麟を学ぶ、書加型7ログラム

“

■
件判の盤 にしτいただけたらこ思ll●●

日  程 :全4口違籠麟座(― 曜日)

2019年‖月23日・12月5日・

'2日

・19日

時   間:10::5～ 12::5

対  象:2019‐月14日～2019‐月28日生魏

町田市民の第 1子に母親

定  員810組(先書願)‖詭ンセ′Lが出tH、

…

さ世ていただき春寸

先書願ての_‐E内こり 勝す 連絡かつかOιЩ陥に勝、次の方に違饉をさ世τ

いただき参す 予めご了曇ください)

場  所 :子にもセンター春あぢ(町田市中町1-3卜 22)

■  日:1080円 (税込・テキストR)
申囲 8-た 勝、下nOu子 育て相餞センターAE― ulた麟 糊 く劇

予詢受付:2019年 9月25日 (ホ曜日)～ 平日9800～ 17:00
申し込■OH01含

― ■離J田日■に相餞センター 電饉:042-789-7545

※‖座の鮮綱、各地層の開催スケジュールについては、春ぢだ子Ftr卜 をLtください

2020年4月 1日 入園 申込みのお知らせ

町田市認可保育園 。認定こども園 。小規模保育園・家庭的保育者 (保育ママ)

《受付期間》2019年 11月 19日 (火)～2019年 12月 7日 (土)

2020年度入園のしおり (申込書)は 10月 15日 (火)から配布します

詳しい内容は下記までお問い合わせ<ださい

町田市役所 子ども生活部 保育・幼稚園課 支援係 丁el:042-724-2137(直 通)

にこにこ暦鷲 サロン

ロ時:10日 4日・‖日・18日・25日 (金曜日)

10::5～ ‖:30(ランチタイム11:30～ :2:30)

25日勝『ムロ●rン Jを行いけ寸

仮積ゃ← atし召陶劇R種療を

柵 1レ審しょう

I閥脚WTOH01含-1
む絆 ろ学童保青クラ7(南威瀬Jl― 肉)

口1自日顔3-6 TEL8042-720-1758
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対象:0歳～籠学前の乳鋪腫
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※喜予約のイベントは
このカレンダーは町田市子ど

冒目言舌 042-724-4468(罹室翼五)  Fax 050-3101-9459
「この冊子は、8820部 (5地域分)作成し、1部あ

ザ

の単価は52円です(職員人件費を含みます)」
リサイクル遭性◎

この印日詢は、印鵬用の任ヘ

リサイクルできます。


