
Ttt n 畠晃ふ摯喜毛亀阜電写夕_
(町田市立金森保育園)

散歩に出かけるのに良い季節になりました。戸外で自然を満喫して遊Sのもいいです
ね。どんぐりや落ち葉を拾つて遊Sヾのも楽しいですよ !気温差が大きくなる時期です。
体調管理に気をつけて過ごしましょう。
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●事ちよぢひろば/幡娠期00～9か月春で
日時/場所/内容
◆ 5日 (火)14∞～15:∞/金森保育園

タオルプランコ、わらべうた、ふれあい遊び
◆19日 (火)14:∞～15:∞/金森保育園

ダンス、ふれあい遊びなど

●体育あそび/:歳 6か月～未朝学児
日時 :13日 (水)10:∞～ 11:∞
場所 :金森保育園
内容 :ボールプールなど

天気の良い日は外に出て体を動かしましょう

●たのしいおι:がみ/1歳～未囃学児
日時 :19日 (火)1030～ 11:30
場所 :金森図書館 2階 (金森東 3-51)
内容 :お子さんを遊ばせながら保護者が季節の折り紙を

楽しみましょう

●ゆιlっ こひうけ/未朝学児
日時 :28日 (木)10:∞～11:∞
場所 :成瀬台ゆりの本会館 (成瀬台3丁目9-5)
内容 :おはなしかい、体操など

●わんわたひうけ/:歳6か月～未朝学児

日時 :11日 (月)10:∞～11:∞
場所 :ミミ|ヽ ミミ  …ζヽ参tと異な惨ます I

内容 :手作りおもちゃであそぼう、絵本など

☆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。

●ぶちわたひうけ/,0か月～:歳5か月きで
日時/場所/内容
◆ 5日 (火)10:∞～11:∞ /金森保育園

手作りおもちゃであそほう、誕生会など
◆18日 (月)10:∞～11:∞ /ふれあいもみじ館

(金森東 317-14)
薬剤師ミニ講座、絵本など

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

園庭開放 月曜日～土曜日 8:30～ 16:30
駐車場  月曜日～土曜日 9:30～ 16:OO

お願
`1写真や動画のllM影は、個人

情報保護の観点から、lle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。

委響幾F武婆辱理
かけて―くださいね。
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手作ιlatちゃでぁモぼぅ
あそびの会や室内開放で遊んでいるおもちゃ

の中には、ペットボトルマラカス、ままごとの
テープルとイスなど、身近なものを使つて作ら
れた手作りのおもちゃがあります。下記の日程
では、手作りおもちゃでた<さん遊びます。

また、みなさんの手作りおもちゃも募集しま
す !家で作つたものがある方、この機会に作つ
て出品してみたい方、大募集です !出品作品に
ついては、事前に職員にご相談<ださいね。

★ぶちわんひろば
11月 5日 (火)10:00～ 11:00

★わんわんひろば
11月 11日 (月)10:00-11:∞
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日時 :11月 15日 (金)10:○○～1131

場所 :金森保育園

わ<わ<フライデーの時間中は、お子さんがじつ

<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

時間にお越しください。

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。

リサイクル遍性◎

この印■鞠は、印■用の紙ヽ
リサイクルできます。

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

育児講座
「離乳食」
日時 :11月21日 (木)1330～ 14:30
場所 :(請義・調理)

南地域子育て相談センター相談室

(保育)

金森保育園多目的室

対象 :O歳の保護者

保育園の栄贅士による離乳食についての講座
です。栄養士が実際に離乳食を作りながら、

作り方や味付けのコツ、離乳食期に大切なこ

と等についてお話します。また、講座後は試

食もあり、味付けや固さなど体験できます。

講座中はお子さんを保育しますので、じつ<
りお話を聞いて<ださいね。  ⑫

※要予約 10組
※受付  10月 25日 (水 )

(月～金曜日9:00-170Э )

『身近おものを使κ 思いっきιl道ぼう
～パ′も 一緒～ J

日時 :11月30日 (土 )

lC00-11:∞
場所 :金森保育園
対象 :3か月～3歳

講師に平田幸宏氏をお迎えし、身近なものを

督晶種零手房宅」壱患共集暑整落薩3参流冒

ださい。お家でもできる遊びがあるかもしれ

ません。親子で楽し<遊びましょう。
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 13晋25日 (水)緩

(月～金曜日9:00-17:OO)
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日時 :11月 18日 (月)10:00～ 11:00

場所 :ふれあいもみじ館 (金森東 3-17-14)

対象 :10か月～1歳 5か月

調剤薬局の薬剤師が来ます。

月齢に応じた薬の飲ませ方など

の講座を行います。講座の後、

質問ができますよ。
自由に遊びながら

公□であそぼうЛ
★「鶴間三角公園」 (鶴間6-1)
日程 :11月 7日 (木)10αンJl:∞

きやすい服装で来て<ださいね。
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パラバルーン

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
丁EL 042-710-2752
FAX 042-710-2753


