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町田市子育て情報配倍サービス
『ほっこメー′L春ぢだ J

難町田市から子育τの
「勝っこな情報」
「ほっこする情報」
をお届l■しきす ′

QRコードで構帯電話
から手軽にアクセス

子育てひろぼカレンダー配市場所

「子育てひろば力じンターJはこの南地域版の他に
「堺 J「忠生 J「町田 J「鶴IilJ地域版があι勝す
各地域のカレンター勝町田市役所・市立保育日等で
配布していきす ぜひご利用ください

南地域版勝下記の場所等で配布していきす
南市民センター、なるせ駅前市民センター、総合体育館、
子どもセンターけあた、しのけら小児クリニック、
Jl児科高橋医院、相鎌ローゼン威瀬店、三和小‖l店 他

↓今日の掲載□てけ
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…威瀬く‖の家保育□ 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 ○

町田わかくさ保育□ 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 ○

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

こばこ保育ロ 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 ○

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

′ヽッピードリーム鶴間 町田市南町田4-22-7 042-796-3322 042-796-3328 ○

こうι: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 ○

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

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

レイモンド南町田保育□ 町田市鶴間8-4-30クレイント
・ヒリレlF 042-706-9641 042-706-9642 ○

町田南保育ロ 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



<お知ら世> このページには、定期的に開催され
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暉べ粘 籠学児対象

“<高ヶ坂保育口>
・子育て相談

2019年 11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

来日前にお電話ください

・ひだまり広場
2019年 11月 11日 口18日・25日 (月 曜日)・

5日・12日・19日・26日 (火曜日)9:30～ 12:00

雨天中止

<市立金森保育園>
ロロ庭開放
2019年 11月 毎週月～土曜日 a30～ 1030

地域専用駐車場5台 (■30～ 10m)

・育児相談
2019年 ‖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台は30～ 16:00)

・室内開放
2019年 11月 毎週月～金曜日 9:00～ 16:00

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～ 16:00)

・青児サークル支援
2019年 11月 毎週月～金曜日 &30～ 17:∞

おもちゃの貸し出し要予約(9:∞～17:00)

地域専用駐車場5台 (a30～ 16m)

・親子体験保育
2019年11月 毎週月～金曜日 9100～給食終了まで

要予約 (平日鋭00～ 17:00)有料

駐車場は利用できません

<こうりん保育口>
口口庭開放
2019年 11月 毎週月～土曜日 1000～ 1230

駐車場4台

・子育て相談
2019年 11月 毎週月0水口金曜日 10∞～15m
要予約 (平日1000～ 17m)

・りんりんひろば(室内開放)

2019年 11月 毎週月0水・金曜日 ■30～ 1230

都営金森第6アパート第2集会室

お弁当はOK 駐車場4台

<こびとのもり保育□>
口子育て相談
2019年 11月 毎週月～金曜日 1000～ 1000

電話でもお受けします

・こびとひろば(室内開放)

2019年 11月 毎週月・水・金曜日 1000～ 15m

・ 0・ 1歳クラス体験保育
2019年 11月 12日 (火曜日)・ 20日 (水曜日)

10∞～ 11:30

要予約 (0歳児クラス2組、1歳児クラス2組

10/251000～)食事代200円

<南つくし野保育口>
・口庭開放

2019年 11月 毎週月～金曜日 lQ00～ 1130

・親子体験保育(3か月～5歳 )

2019年 11月 6日 日20日 (水曜日)鋭30～綸食終了

綸食・離乳食もご用意できます 要予約 (各クラス1組 )

有料 (昼食1食300円おやつ1食100円 )

<レイモンド南町田保育園>
・口開放 (れもんてぃ―)

2019年 11月 毎週火・水・木曜日 鋭30～ 1230

<成瀬くりの家保育□>
・ 口庭開放

2019年 11月 毎週月γ金曜日 lQ∞～‖:00

雨天中止

・まろんひろば(室内開放)

2019年 11月 毎週月～金曜日 1000～ 1駐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

<つくし野天使幼稚口>
ロベビーマッサージ(0歳 )

2019年 ‖月11日・25日 (月 曜日)1000～ 11:30

要予約(Ю組)費用500円 持ち物有

口室内開放 (こあらルーム 1～2歳未満)

2019年 11月 15日 029日 (金曜日)1000～ 1130

要予約 (Ю組)費用1∞円(おやつ代)

<ねむの木保育□>
・育児相談

2019年 11月 毎週火・金曜日 9:00～ 14"
要電話

<成瀬南野保育口>
・ 口庭開放

2019年 11月 毎週月～土曜日 9:00～ 1130

行事等で利用できない場合があります



<高ヶ坂ふたば保育口>
・□庭開放

2019年‖月毎週月～土曜日 a00～ 1■oo

・子育て相餞・子育て支援スペース開放
2019年11月 毎週月～金曜日
(14日 午前日20日午後・21～29日を除く)

9:00～ 12:30 15:CЮ ～ 17m

・おひさま文庫(0～ 3歳 )

2019年 11月 6日・13日 口20日 (水曜日)・ 8日 (金曜日)・

11日・18日 (月 曜日)・ 12日 (火曜日)11:00～ 1200
本の貸出を行います

<ハッピードリーム鶴間>
口子育て相談
2019年 11月 毎週月～金曜日 10∞～1000
来日前にお電話ください

<こばと保育口>
・口庭開放

2019年 11月 毎週月～金曜日 ■00～ 12:00

※8日・12日 は日行事のお休止 駐車場あリ

・育児相談
2019年 11月 毎週月・水・金曜日 ■30～ 1230
要予約(10/251000～ )駐車場あり

・こばと広場(室内開放)

2019年‖月毎遇月・水口金曜日 a30～ 12側
おもちゃ開放や、絵本の貸し出しも行います
※8日・12日 は日行事の為休止 駐車場あり

<光の原保育園>
・青児相談

2019年 11月 毎遍月～金曜日 鋭00～ 17:00

要問い合わせ

0日庭開放
2019年11月 毎週月～金曜日 1000～ 1000

0室内開放
2019年 11月 毎週火口木・金曜日 a00～ 12側
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

<町田わかくさ保育口>
・口庭・室内開放

2019年 ‖月毎週月～土曜日 駐00～ 1■00
あつたかなるせ室飲食可
駐車場5台 (9:00～16m)

・図書貸し出し
2019年 11月 毎週月～土曜日 9:∞～16:00

図書の貸し出しを『あつたかなるせ室」で行つています
駐車場5台

・育児相嵌
2019年11月 毎週月～金曜日 ■00～ 1000
駐車場5台

・わかくさ給食
2019年11月 8日 (金曜日)・ 13日・27日 (水曜日)・

21日 (木曜日)1130～
離乳食・アレルギー除去食 (卵・牛乳のみ)応相餞
要予約(3組)大人300円子ども200円 駐車場5台

・わらベビ数室 (生後2～ 6か月)

2019年 11月 13日・20日 (水曜日)1030～ 11:00

要予約 (Ю組)全 2回
バスタオルをご持参ください 駐車場5台

金森日書館からのお知らせ

★a騰むじ会★

::日0日・:3日・20日・27日 (a劇曜日)

,5:00～

★ぢ
`ぢ

ぢ渉ぢ

…

★(乳幼児自‖劉朧引男鋤
‖日15日 (金曜日)1::00～

剛 中心のわらべうた・
―

・

縮本むめ 会耐 ご兄弟もご―緒にこうご♪
※a僣むしのへゃ惨10:40から開いτい審す

場所 :金森日書鶴 2階 お勝むしのへや

I聞い合わせ先 l

金森日書饉 金森東3-5-1
TEL:042-710-17:7

<もりのおがわ保育口>
・子育て相談

2019年11月 毎週月～金曜日 鋭00～ 1■00
電括でも受け付けます

・室内開放
2019年11月 毎遍月口水・金曜日 住30～ 1230

<町田南保育園>
・保育口で遊ぼう

2019年 11月 7日 ヨ14日・21日・28日 (木曜日)・ 8日 E15日・
22日 (金曜日)・ 26日 (火曜日)a30～ 1230
駐車場7台

Q♂ ③ eOQθ ③
3
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南つくし野保育園
^`yネ

わくわくママルーム (妊娠期～4か 月)プレママ仲間と一

緒におしゃべりのキヤッチボールをしませんか ?
):30～ 11:00

南つくし野保育園 轟
BABYカフェ(0～ 1歳)赤 ちゃんとママ・パパ、保育園で
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

9:30～ 11:00

こうりん保育園
要予約 (駐車場4台 平

日10:00～ 17:00)

焼き芋大会 ほかほかの焼き芋をどうぞ(予約受付平

日1000～ 1700)雨天延期当日ホームページ確認
10:00～ 11:00

町田南保育園
要予約 (3組 平日1000
～17ЮO)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

光の原保育園 雨天中止
動物村 みんなの大好きな動物たちが保育園のお庭に

やってきます どんな動物がくるのかな
13:00～ 14:00

2 土 ハッピードリーム鶴間
申し込み (平 日1000～
1700前 日12つ0締切 )

妊婦さん大集合 !好評につき第2弾 直接体験談を聞

けて情報満載 当日飛び込み参加も可
13:00-15:00

5 火

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日a00～
17:00)

体験保育 (2～ 5歳 )親子で同年齢のクラスで園児と楽

しく過ごしましょう 給食も食べます 保護者食事代有料
9:15-12:00

ハッピードリーム鶴間
要予約 (前 日の12ЮO締

切 平日1000～ 17:00)

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 ?有料 (給食費)

930～給食終了

町田わかくさ保育園
要予約 (5組 )

駐車場5台

)歳児クラスみるくクラブ 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
):45-10:15

こばと保育園
要予約 (3組 10/25
1000～)駐車場あり

体験保育・離乳食体験 (0歳)0歳児クラスの生活を体

験した後は、カミカミ期 (9か月～)の離乳食を用意します
):45～ 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)手作りおもちゃで

遊びましょう 11月 生れのお祝いもします
10:00-11:00

町田わかくさ保育園
要予約 (5組)駐車場5

台 別日個別対応可能
プレママ&新米ママの初めて育児 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

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)タオルブランコで遊
びましょう 歌をうたいながら揺らします

14:00-15:00

| ホ

成瀬南野保育園
要予約 (10組 10/25～
10/31締切 )

ストレッチヨガ ママの為のヨガストレッチです 日頃の

疲れを癒しませんか 保育付き (受付針00～ 1630)
9:30～ 10:30

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 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 平日1000
～17ЮO)駐車場4台

体操指導 (1)3歳 、(2)2歳 体操指導の先生が楽しく体

操指導をしてくれます 動きやすい月風装でお越しください
(1)9:50-
(2)10:30～

町田南保育園
要予約 (3組 )

南第四小そばの畑

いもほり 保育園の子ども達と一緒においも掘りをしま

しょう 着替えをお持ちください(受付平日1000～ 1700)
10:00～ 11:00

こばと保育園
要予約 (6組 10/25
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「みた

らしだんご」を親子で作つてみましょう
10:00～ 11:00

高ヶ坂ふたば保育園 00Ψ おひさまくらぶ 看護師講座 (0～ 3歳 )「乳児の健康と子

育てのお話し」子育てについて一緒にお話しましょう
10:00～ 12:00

7 ホ

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

市立金森保育園
鶴間三角公園 雨天中
止(990判 断 )

鶴間三角公園 公園 (鶴間6-10)で遊びましょう 親子で

体操やボールあそび等、体を動かしましょう 駐車場なし
10:00～ 11:00

成瀬くりの家保育園
ヨ尋月り子つ(10/25 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

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

8 金

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 (バンビの広場)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 (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
D:30-11:00

町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )駐車場
3台 園見学あり

見たい知りたい1歳児園生活 (分園)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ろう

10:00～ 10:40

高ヶ坂ら、たば保育園
要予約 (平 日9ЮO～

17:00)

こあらくらぶ (0歳)赤ちゃんにプレゼント 手作りおも

ちや
10:00～ 11:00



8 金

′イモンド南町田保育園
要予約 (10組 )予約受
付時間(10∞～1600)

スキンケア講座 肌トラブルで困つていることはありませ
んか?看護師が実演を交えながらお話します

1000～ 11:∞

事つくし野保育園 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 お気軽に遊びにきてください

10:00-11:30

9 土

′イモント
・
南町田保育園 要予約 (各 15名 )

木育講座「拍子木作り」ワークショップ 伐採された鶴間
公園の木を使つて作ります (受付1000～ 16:∞ )

10:00～ 11:00～

(2回 に分けて開催 )

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)保育士を交えて子ど
も達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

日

こうりん保育園
要予約 (2組 )

駐車場4台
俸験保育 (2歳)親 子で2歳児クラスの保育園生活を体

験してみましょう (受付平日10:00～ 17:00)
10:CЮ ～10:45

もりのおがわ保育園
要予約 (5組 10/25
〕:30-)

あかちゃんのいつぱ2(妊婦～生後3か月)育児講座
(あかちゃんの発達と保健)と園見学

10:00～ 10:45

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9130～ 16:CЮ )

わんわんひろば(1歳6か月～5歳 )手作りおもちゃで遊
びましょう ボランティアさんに作り方も聞けます

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 室内アスレチック遊び(2～ 4歳)H27.4
～H29.3月 生まれ対象 支援室がアスレチックに変身 !

10:00～ 11:00

町田わかくさ保育園
要予約 (3組)親子食
事代5∞円 駐車場5台

一緒に遊ぼう!1歳児体験保育 園のお友達と親子で

遊んで昼食を食べ、一緒に過ごしましょう
10:00～ 12:00

:2 火

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 10/25
9:30-)

11月 誕生会 (0～ 3歳 )11月 生まれのお友だち、お誕生

会に来ませんか ?誕生カードのプレゼントもあります
D:50～ 11:30

町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )

駐車場5台
祝福式 園児とともに健やかな子どもの成長を祝福しま
しょう

10:00-10:30

こうりん保育園
要予約 (2組 )

駐車場4台
体験保育 (1歳)親子で1歳児クラスの保育園生活を体

験してみましょう (受付平日1000～ 17:∞ )

10:00～ 10:45

高ヶ坂ふたば保育園
室内開放 室内アスレチック遊び(0～ 3歳 )支援室がア

スレチックに変身します 体を動かして遊びませんか
10:00-12:00

町田南保育園 駐車場7台
動物村 (ご近所の方)うさぎやモルモットに餌をあげた

リポニーに乗れます ご近所の方お越しください
13:30～ 14:30

'3

ホ

光の原保育園 要予約 (1組 )
体験保育 (0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～ 10145

レイモント
・
南町田保育園 * 9・ メ

お誕生会 保育園のお誕生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

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9130～ 16:00)

体育あそび(1歳6か 月～5歳 )室内のポールプールや

園庭の遊具等を使つて身体を動かしましょう
10:00～ 11:00

成瀬くりの家保育園
要予約 (10/251300
～ )

お部屋で遊ぼう(6か月～2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
10100～ 11:00

高ヶ坂ふたば保育園
おひさまくらぶ 室内アスレチック遊び (0～ 3歳)支援室

がアスレチックに変身します
10:00～ 12:00

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

スクラップブツク作リ クリスマスの壁飾りです(有料)

持ち物要確認 (受付平日10:∞～17:∞)駐車場4台
10:30～ 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
しヽ遊びです 育児相談も承ります

14:00～ 15:00

:4 ホ

光の原保育園 ■ び 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)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 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

こうりん保育園
雨天延期 (保育園のHP
でご確認ください)

ミニ動物園 1100か らポニーに乗れます 車での来園
はご遠慮ください

10:30～ 11:30

15 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  園見学あり

見たい知りたい0歳児園生活 0歳児のママやパパ、保

育士を交えて子どものあそびとくらしを語り合いましょう
10:00～ 10:40

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
10:00～ 11:30



:5 金 こうりん保育園
要予約 (10組 )

駐車場4台

一緒に楽しもう 0歳、3歳担任が来ます 絵本の読み聞
かせなどで楽しみましょう (受付平日10:∞～17:00)

10:30～ 11:30

18 日

つくし野天使幼稚園
園庭開放 (バンピの広場。ランチサロン)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

ぷちわんひろば(10か月～1歳5か月)薬剤師のミニ講
座があります 親子共靴下着用

10:00-11100

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日9:∞～
17:∞ )

きくらんぼくらぶ 芹ケ谷公園で遊ぼう。誕生会(2～ 4歳 )

127.4～ H29.3月 生まれ対象 スタンプラリーを楽しもう !

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)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

こばと保育園
要予約(8組 10/25
10∞～)駐車場あり

ベビーマッサージ(2～ 12か 月)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(10組)都営金森
第6アパート第2集会室

慶相アート(0歳)テーマは「新年のご挨拶J衣装を着て
し持つてきてもOK(受付平日10∞～1700)駐 車場4台

10:30～ 11:30

成瀬くりの家保育園
要予約 (10/2513:∞
～ )

ハきいきくりまま(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

14:00～ 14:30

,9 火

こびとのもり保育園
要予約 (3組 10/25
10:00～ )

11月 お誕生会 11月 生まれのお友達、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

):30-10:30

こばと保育園
要予約 (4組 10/25
10∞～)親子で5∞円

体験保育&こばとランチ(2歳児)2歳児クラスの生活を
体験した後は、ホールで給食を召し上がれ !駐車場あり

):50-12:00

市立金森保育園
金森図書館 (2階おはな
し室)第2駐車場利用可

たのしいおりがみ (1～ 5歳 )大人がクリスマス飾りを折
紙で作ります 時間に遅れないようにお越しください

10:30～ 11:30

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30～ 16:CЮ )

共ちよちひろば(妊娠期・0～ 9か 月)リズムに合わせて
からだを動かしましょう 情報交換もしましょう

14:00～ 15:00

20 ホ

成瀬南野保育園
要予約(お祝い2組。見学
3組 10/25～ 10/31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 みんなでお祝いをします (受付900～ 1630)

10:00～ 10:40

高ヶ坂ふたば保育園 。
け

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?11月生まれのお友達のお誕生会もします

10∞～12:∞

成瀬くりの家保育園
ヨ署月p争旬(10/25 13:00
～ )

誕生会 11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

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

寝相アート(1～ 5歳)テーマは「新年のご挨拶」衣装を着
ても持つてきてもOK(受付平日10∞～1700)駐車場4台

10:30～ 11:30

2: ホ

二うりん保育園
要予約 (5組 11/18ま
で)駐車場4台

お楽しみ会 地域の方のコーラス、11月 生まれの誕生
会も行います (受付平日10∞～1700)

10:00～ 10:45

成瀬くりの家保育園
要予約 (10/2513:∞
～)参加費5∞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

′イモント
・
南町田保育園

要予約(9家庭)

離乳食代(200円 )

離乳食講座 (0歳)保育園の離乳食を食べながら、食事
の悩みを話したり相談してみよう (受付10∞～1600)

10∞～11:∞

ねむの木保育園
要予約(定員12組 10/25
1000～ )雨天中止

自然と遊ぼう～親子でネイチャーゲーム～ 親子で自
然と戯れてみましょう 動きやすい服装でお越しください

10:00～ 12:00

(受付930～ )

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
生月のお子さんは記念撮影しフォトカードを作ります

10:30～ 11:00

市立金森保育園
要予約(10名 10/25～
眈00～ 1700)地域専用駐
車場5台 (930～ 10∞ )

育児講座「離乳食講座」(0歳)栄養士が離乳食の作り
方など教えてくれます 試食有り 講座中は保育有り

13:30-14:30

22 金

南つくし野保育園 ちょつとほつとカフェ(2～ 5歳)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・身体測定もあります

):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ふれあいを
楽しみましょう

10:00～ 11:00

21 火 町田わかくさ保育園
要予約(10組)なるせコ
ミュニティセンターホール

親子deリ トミック! 親子でリトミックをして遊びません
か?からだをたつぷり動かして楽しみます

9:20-9:50

27 ホ

ねむの本保育園
要予約 (定員10組

10/25 10:CЮ ～)

お店屋さんごっこ 園児が作つた品物をお母さんと一緒
にお買い物します

10:00～ 10:40

こばと保育園
要予約 (10組 10/25
10∞～)駐車場あり

誕生会 (2か月～5歳 )11月生まれの誕生会 :お誕生
会のあとは、ステキな衣装で記念撮影をしませんか? 10:00～ 12:00

成瀬南野保育園
要予約(10組 10/25～
10/31締切 900～ 1630)

お店屋さんごっこ 子どもたち手作りの品物がお店に並びま
す お店で売る子どもたちとのやりとりを楽しんでください

10:10～ 10:50



28 ホ

市立金森保育園
成瀬台ゆりの木会館
駐車場なし

ゆりつこひろば おままごとやプロックなどたくさんおも
ちゃで遊びましょう おなはしかいもします

10:00-11:00

成瀬くりの家保育園
要予約(10/251■ 00
～)保育園近くの公園

いつしょにお散歩へ行こう(2～ 5歳 )保育園のお友だち
と一緒にお散歩へ出かけてみませんか

10:00-11:00

29 金

町田南保育園
要予約 (10組 )

駐車場7台
子育てママのストレッチ 日頃の疲れをほぐしましょう
お子さんと一緒にどうそ(受付平日1000～ 17ЮO)

10:00-12:30

′イモンド南町田保育園
要予約(2家庭)受付時
間10:00～ 16:00有料

お悩み解消ランチタイム(妊婦～生後1歳)不安や悩みを
抱えているママ同士、気持ちを共有しに来ませんか ?

11:30-12:30

30 土

′イモント
・
南町田保育園

C)審
Saturdayレモンティー 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

D:30-12:30

ノイモント
・
南町田保育園

へutumnコ ンサート ピアノと歌のコンサートです 美しい
音の世界に親しんでください

10:00-10:30

市立金森保育園
要予約(15名 10/25～ 9Ю0
-1700)地域専用駐車場
ラ台(針30～ 16Ю O)

育児講座「身近なもので遊ばう～パパもいっしょ～」(0～ 3歳
の親子)身近なものを使って親子で楽しめる遊びをします

10:00-11:00

★☆★☆★キャスオリンピック★☆★☆★

親子で楽しお太運動会′
たくさん遊んで金メタ′ιをゲットし春しょう♪

日晴蔵::月 10日 (日曜日)10:00～ ‖:30

場所町田市立総合体育館2階サ7アリー十
対象:0歳～就学前の乳幼肛 その保護者
定員:,00組程度(先着願 )

申し込み:,0月25日 (金 )午前 :0時よι:

窓口きたはEEにて受付しきす

※詳細勝下記施設春てお問い合わ世ください

I問い合わせ先 l

子Ctセンターばあた 金森4-5-7
TEL:042-788-4,8:

★☆子どもセンターばあた7ログラム★☆

◆ばあたキャス(0歳～輔学前の乳幼児)

日時:::月 1日 08日・:5日・22日・29日 (金曜日)

:::00～ :::30
※:日け‖月生きれのお誕生日会を時 す

◆赤ちゃんタイム(0歳の乳児)

日時::1月 14日・23日 (ホ曜日)11:00～ 12:00
※23日け南地域子育て相餞センターの
職員al来事す

◆おけなしはじきるよ(0歳～輔学前の乳紬児)

日時 ‖日18日 (日曜日):::00～ ‖:30

※詳細勝下記籠澱きてお問い含Ж ださい

IH11合わせ先】
子どもセンターばあた 金森4-5-7

TEL:042-788-4,8:

子育てママのしゃべιl場

ママても専でもない自分自身を見つめる時間はあι:きすか ?ソーシャルワーカーの辻野恵子さんを中心に書段
思っていることを話した

`:、

参加者のお話七日いたι:する場所です

日 時 :::月 :3日 (ホ曜日):400～ :5:50(経了が予定よιl遅くなる場合あι:)
対 象 :市内在住の乳幼児を子育て中の保護者(保青あι:)会 場 :なるせ駅前市民センター
定 員 :10名 (抽選)持ち掏(保青のため):aやつ、飲み鶴、タオ′し、着替え、オムツ、おL3臓き、ビニー′L袋
申し込み ::0月25日～‖月0日 (土、日を除く)※定員に空きがある場合は当日参で受付し春す

申し込み・問い合わせ先 :子こt家庭支籠センター 電昌:042-724-4419

にこにこほっこサロン

ロ時::1月 ,日・8日・15日・22日・29日 (金曜日 )

10::5～ 1,:30(ラン手タイム‖:30～ 12:30)

,5日は「おけなしJを行いきす
紙芝居や絵本など、紳 お話をみんなて
楽しみ事しょう′

I問い合わせ先】なんなる
辮 7η

『
鼎 穂靱

加

"～
'0-2`■

K鶴■諄■0ィィ″月ML‖～

今後の予定:基本的に毎日火曜日(12、 2月惨ホ曜日)

20,9年 :0月29日、::月20日、:2月 25日
2020年 1月 28日、2月26日、3月24日
時口じ:3:30～ ,4:30
対象::0代から22歳くらい参てのィィこ幡椰さん
場所生涯学習センター(じミィ町日1階 )保青室

a子さんを遊ぼせなから、みんなておL●べιlし参しょう′「わ

鰯羅甜薪翻 競蹴駆
=ヽ

駐を

H11合わせ先:町田地域子育て相麟センター

電話042-710-2747

も 月 も 月



生涯学習センターからのお知らせ

○「ママもパパもた事にはゆるっとしき世んか～ココロこカラタを素にするヒント～」・受講生幕集中

日時:‖ 月21日・28日・12月5日・12日・19日 (ホ曜日):0:00～ :2:00子育て中の方、子どもに関わる方対象

場所 :町口市生涯学習センター 1階 学習室 :・ 2、 12月5日芹ケ谷公□

定員:22名 (申し込み願)保青け付ききせん、第3口のみ親子同
=受

鵠不可

申し込み:10月 25日～‖月15日 (9800～ 17:00)
○親こ子の

“

びのひうけ

日時 :「 きじゃ釉 ポ」::日5日・12日・19日 (火曜日):4:00～ 11:00「パパ0しゃ」::月 24日 (日曜日)14:00～ 11:00
対象 :町田市内在住000:歳児こ保護者、マタニティの方 (「きしゃポッポJのみ)

場所 :町田市生涯学習センター 1階 保育室

※各イヘ
・
ントの諄組内害・申し込みは町田市生涯学習センターヘ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|-3-l TEL:042-728-007:

大学生が子育ての大切さや子育て支援を学ぶ場に、子青て真っ最中の皆さんこ赤ちゃんのお力をお賞しくださ

い ′少子化が進み、親にな器 で赤ちゃんこ触れ合ったことがない若者ガ嗜えてll●す 授業の中で学生に『子育

てのあれこれJをお聴かせいただき、学生こ交流をしていただきたllt思いきす 参加者の方には大学か峙軽食ラ

ンチのご用意があι勝オ :ビびスペースで、票剤師による味 すι:相餞」も受けられ夢嚇

日時:2019年 11月2:日 (ホ曜日)10:00～ 13:30
対象:0歳～1歳のお子さんこ保護者 定員:20組程度(先着順 )

場所 :昭和栞科大学構内(町田市東王::l学□3-3105) ※町田駅円辺か¬昭和栞科大学癬でバス送迎レιl

予約受付:10月 28日 (月 )～ ‖月20日 (ホ )平日9:00～ :7:00

申し込み・『轟 1合わせ先 :町田地電子育て相議センター 電話 042-710-2747

ぶちくれよんひろぼ

日時:‖日5日・12日・:9日 (火曜日)10:30～ ‖:45(‖ :45～ 12:30けラン千タイム開放 )

※12日勝企画「おけなし会Jを予定してい春す

I開催場所・問い合わせ先】Q幽鐵塾鐘塁螢銀童墜銀mよ虹盤堕鮭麹感盪鸞壺)

そ抑 ぜ学童保育クラ7(南第二Jヽ学校肉)TEL042-727-8384
ころん子学童保育クラ7(南第四Jヽ学校隣持)TEL042-799-0989

にこにこ勝っこサロン

○ひ春糧 l膠●●サロン::月 14日 (ホ)10:15～ ‖:30(ラン手タイム‖:30～ 12:30)

I問い合わせ先 l

鶴間時 わι:学童保育クラ7(鶴問Jl― 内)鶴間1083 TEL:042-700-4643

0高顧 勝●●サロン ::月 2:日 (ホ)10:15～ ‖:30(ラン千タイム‖:30～ :2:30)

i問い合わせ先】
高ヶ坂学童保育クラ7(町田第六小学校敷地内)南六谷1200 TEL:042-726-2449

F可 続 諦 嘉 編
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※喜予約Or
が発行しております

リサイクル通性◎

このFO翻構は、爾麟用の紙ヘ

リサイクリレできます。

冒邑ヨ舌 042-724-4468(1呈 翼五)  Fax 050-3101-9459
に の冊子は、8“0部
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地域か 作成し調 あたり
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価は52Rです職 員人件費を含みまつ 」


