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子育てひうけカレンダー配市場所

「子育τひうけカレングー」はこの南地域版の他に
「堺 J「忠生 J「町田」「鶴i:lJ地域版があι勝す
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南地域版け下記の場所等で配布してい春す
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小児科高橋医院、相鉄ローゼン成瀬店、三和小‖l店 他

↓今日の掲戯日てす
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ー成瀬くιlの家保青日 町田市成瀬 1-5-1
080-2340-0495

(子育てひろば専用)

042-710-8178 ○

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

高ヶ坂ふだけ保育ロ 町田市高ヶ坂7-26-6 042-720-8215 042-720-8217 ○

町田わかくさ保青園 町田市成瀬7-10-7 042-728-0288 042-728-0344 ○
下
=霊

総保育日
(南地域子育て相議センター 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□ BrEft'H'firE'l-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ιlん保青ロ 町田市金森7-6-1 042-725-7070 042-727-2822 ○

も
`:の

おかわ保青日 町田市小川1-11-2 042-788-7025 042-799-2070 ○

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

こびこのも‖保青□ 田r日ヨ1宇 rlヽり‖6-1-32 042-850-5423 042-795-1455 ○

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

町田南保青園 町田市金森東4-36-8 042-796-8346 042-796-8346 ○
つくし野天億幼稚日 町田市つくし野2-18-4 042-795-5127



<市立金森保育園>
・園庭開放

2019年 12月 毎週月～土曜日 &30～ 1030

地域専用駐車場5台 (a30～ 16:00)

・育児相談
2019年 12月 毎週月～金曜日 &30～ 1■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 (■30～ 1000)

・室内開放
2019年 12月 毎週月～金曜日 9100～ 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11:30～ 13:30

地域専用駐車場5台は30～ 16:00)

口育児サークル支援
2019年 12月 毎遇月～金曜日 830～ 17:00

おもちゃの貸し出し要予約(9:00～ 17:00)

地域専用駐車場5台 (a30～ 1000)

・親子体験保育
2019年 12月 毎週月～金曜日 9:00～綸食終了まで

要予約 (平日9:00～ 17:∞)有料

<高ヶ坂保育園>
口子育て相談
2019年 12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

口ひだまり広場
2019年 12月 2日 口9日・16日・23日 (月 曜日)・

10日・17日 (火曜日)930～1200雨天中止

<つくし野天使幼稚園>
・ベビーマッサージ(0歳 )

2019年 12月 2日・16日 (月 曜日)1000～ 1130

要予約(10組)費用500円 持ち物有

<成瀬くりの家保育園>
・口庭開放

2019年 12月 毎週月～金曜日 1000～ 11:00

雨天中止

・まろんひろば(室内開放)

2019年 12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
<南つくし野保育園>
・園庭開放

2019年 12月 毎週月～金曜日 1000～ 1130
<ねむの木保育園>
・育児相談

2019年 12月 毎遇火・金曜日 9:∞～1400

要電話

口ねむの木ひろば

2019年 12月 11日 口18日 (水曜日)1000～ 11:∞

成瀬が丘ふれあい会館

<お知ら世> このページには、定期的に開催されるイベントにつllτ掲載していきす
特に記載のない限ιЮ日曜日、祝日および年末年始の12/29～ 1/3春ではa休みです②各イベント憾熙‖です③駐
車場はあιl春せん④各イベントは保護者(スは大人)こ―緒の参加です⑤年齢記職ntないィベントは未輌学児対彙です

<こびとのもり保育園>
・子育て相談

2019年 12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 12月 毎週月・水口金曜日 1000～ 15"

<もりのおがわ保育園>
口子育て相談 (妊娠期～5歳 )

2019年 12月 毎週月～金曜日 9100～ 17:00

電話でも受け付けます

口室内開放
2019年 12月 毎遭月日水・金曜日 a30～ 1230

<ハッピードリーム鶴間>
口子育て相談
2019年 12月 毎週月～金曜日 1000～ 1000

来日前にお電話ください
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<レイモンド南町田保育園>
ロロ開放(れもんてい一)

2019年 12月 毎週火口水口木曜日 '30～ 1230

<高ヶ坂ふたば保育園>
・口庭開放

2019年 12月 毎週月～土曜日

(14日・20日 午前日24日を除く)990～ 17:00

・子育て相談口子育て支援スペース開放

2019年 12月 毎週月～金曜日

(2～ 13日・17日午前日20日を除く)

9:00～ 12:30 15:00-17:00

・おひさま文庫(0～ 3歳 )

2019年 12月 16日・23日 (月 曜日)・ 18日・25日 (水曜日)

11:00～ 1200



※悪天候の際勝中止になる場合もあι勝すので各国にお問い合わ世ください

<こうりん保育園>
口口庭開放
2019年 12月 毎週月～土曜日(14日・18日を除く)

10100～ 12:30

駐車場4台

・子育て相談
2019年 12月 毎週月・水・金曜日(18日 を除く)

10:00～ 15:00

要予約 (平日10∞～17:00)

・りんりんひろば(室内開放)

2019年 12月 毎週月日水口金曜日 ,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

<成瀬南野保育園>
ロロ庭開放
2019年 12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

<こばと保育園>
口園庭開放
2019年 12月毎週月～金曜日 9:00～ 1200
※2日 日3日 口20日 は日行事の為休止 駐車場あり

口育児相談
2019年 12月 毎週月日水・金曜日 鋭30～ 1230
要予約(11/25 1000～ )駐車場あリ

・こばと広場(室内開放)

2019年 12月 毎週月・水口金曜日 ■30～ 12:00

おもちゃ開放や、絵本の貸し出しも行います
※2日・3日・20日 は日行事の為休止 駐車場あり

子こもセンターばあん
≪ばあたキリス:N成瀬≫

日時:1暑
:里 1量      

学前の乳幼児対象

‖:00～ 11:45(7ログラム)

場所成瀬コミ‐~■ミ ンター:階ホー′L

※詳細勝下記施設きてお問い合わせください

I問い合わせ先】
子こtセンターけあん 金森4-5-7

TEL 042-788-418:

☆

十

<光の原保育口>
口育児相談
2019年 12月 毎週月～金曜日 鋭00～ 17:00

要問い合わせ

・□庭開放
2019年 12月 毎週月～金曜日 1000～ 1000

口室内開放
2019年 12月 毎遇火・木口金曜日 9:∞～12:∞

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

<町田わかくさ保育園>
・口庭・室内開放

2019年 12月 毎週月～土曜日 9∞～1■00
あつたかなるせ室飲食可 駐車場5台 (■00～ 10∞ )

・図書貸し出し
2019年 12月 毎週月～土曜日 a00～ lo∞
図書の貸し出しを「あつたかなるせ室Jで行つています
駐車場5台

・育児相談
2019年 12月 毎週月～金曜日 a00～ looo
駐車場5台

口わらベビ教室(生後2～ 6か月)

2019年 12月 11日・18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

<町田南保育園>
・保育口で遊ぼう

2019年 12月 3日・10日・17日 (火曜日)・

11日 口25日 (水曜日)日 12日・19日・26日 (木曜日)・

6日 口20日 (金曜日)a30～ 1230
駐車場7台

金森□書館からのお知らせ

★おけなし会☆

'2月

4日・‖日・18日 (ホ曜日)15:00～
(:2/25～ :/6日きて、臨時休館予定 )

☆ぢ
`ぢ

ちょぢ赫 じ会★(乳幼児向けおけなし会 )

12月20日 (金曜日):::00～
乳幼児中心のわらべうた・

― 喘轟曜にa会です
ご兄弟もご…緒にこう

`♪※おけなしのへやけ,0:40から開いτいきす
場所 :金森日書館 2階 おけなしのへや

I同じ1合わせ先 l

金森□書館 金森東3-5-l
TEL:042-710-17:7



★☆子どもセンターばあん7ログラム★☆

◆ばあたキリス(0歳～輔学前の乳幼児)

日時::2月0日・:3日 (金曜日):::00～ ‖:30

※0日勝12月生きれのお量仕日会をしきす
※:3日勝クリスマス会をしきす

◆赤ちゃんタイム(0歳の乳児)

日時 :2月 12日 (ホ曜日):::00～ :2:00

◆お騰 し出 参るよ(0歳～韓枷 乳幼児)

日時::2月 2日・:6日 (日曜日)‖ :00～ ‖:30

※詳綱騰下記施醸きてお同じ1合わせください

I問い合わせ先 l

子どもセンター膠あた 金森4-5-7
TEL:042-788-418:

5o
0°

生涯学習センターからのお知らせ

○親こ子の春むびのひろば

日時 :「きじゃポッポJ12日 3日 010日 017日 (火曜日)14:00～ 16:00
「パパこ一緒にきしゃ満 ポJ 12月 22日 (日曜日)'4:00～ 16:00

対象 :町田市内在住00・ :歳児こ保護者、マタニティの方 (「きじゃポッポJのみ)

場所 :町田市生涯学習センター 1階 保育室

○親子同室講座「1年生ママのスペシャ′Lきしゃポッポ」

日時 :全4口

'日

15日・22日 029日・2月5日 (ι lずれもホ曜日)10:00～ 12:00

対象 :町田市内在住00歳児こ保護者、マタニティの方で、原則4回受講て老る方

瓢

ヨ

場所

定員

町田市生涯学習センター 1階

:0組(先書順 )

申し込み:電話τ12月2日 (日曜日)9:00～生涯学習センターヘ

※各イベンЮ 詳細内害・申晩 みは町田市生涯学習センターヘお間日合わ世ください

【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

ぶらくれよたひろば

日時::2日 3日・10日・

'7日

(火曜日):0:30～ ‖:45(:::45～ 12:30勝ランチタイム開放 )

※10日は企画『お正月かCι陽つくろう ′」をItLていきす

I開催場所■轟 1合わせ先】(中
酬 品 離 科帯 縦 紺 樹そよかぜ学童保育クラ7輛 第二Jl職

臨 )TT協 111:′預遺9ころん子学童保育クラフ (南第四Jl

にこにこ膠っこサロン

●日時::2日0日 (金曜日)10:15～ ‖:30(ランチタイム‖:30～ 12:30)0日勝「クロlスマス会Jを行い討

IIヨι
薫調異鼻撃ヨL闘青クラ7(1輻口田願J軸 地n)南威瀬 3-6 TEL:042-726-1758

●日鴫「12月 10日 (火曜日)10::5～ :::30(ラン手タイム‖:30～ :2:30)

旧 ιl合わせ先
l階劃 請 クラ71鶴間小学関 腱 湖 鶴剛 083 TEL042-700-4043

●日時::2月 19日 (ホ曜日):0::5～ ‖:30(ラン千タイム‖:30～ 12:30)

冊
鴨蟹議躍舅目L育クラ7(BIIB第刺 ■ヽЧ嘆嘲U也向),籠メ:`螢 1260 TEL3042-726-2449

4
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喝 百 ● 0●Jびり り C薔 ■lにおH01合わ世ください
日 曜 主催籠議 予□・買用・場所籠 イベント名(対象年齢 )・イベ沐 内審 時間

2 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

わんわんひろば(1歳6か月～5歳)おもちゃで遊んだり、クリス
マスの歌やお話をみんなで楽しみましょう

10:00～ 11:00

町田南保育園
要予約 (3組 平日1000～
1700)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
つ

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

寝相アート(0歳)テーマは「クリスマス」衣装を着ても持つてき
てもOK(予約受付平日1000～ 1■00)駐車場4台

10:30-11:30

3 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

ハッピードリーム鶴間
要予約 (平 日1000～ 17Ю 0

前日正午締切)

滉子体験保育 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)

眈30～給食終了

こばと保育園
要予約 (4組 11/251000
～)親子で500円

体験保育&体験ランチ(1歳6か月～2歳)1歳児クラスの生活
を体験した後は、美味しいお給食をどうぞ !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 (930
～16:00)

ぷちわんひろば(10か 月～1歳5か月)親子で一緒に遊びま
しょう 保護者同士のおしゃべり会もします

10:00-11:00

市立金森保育園
地域専用駐車場5台 (030
～16:00)

よちよちひろば(妊娠期・0～ 9か月)お子さんを遊ばせながら
保護者が交代でクリスマス飾りを折り紙で作りましょう

14:00-15:00

4 ホ

市立金森保育園
地域専用駐車場5台 (■ 30
～16:00)

20代のママ(プレママ)のあそびの会 20代ママで集まりましょう
ふれあい遊びやおしゃべり会、情報交換もしましょう

10:00～ 11:00

成瀬くりの家保育園 要予約 (11/2513つ 0～ )

ミニくりつこ広場(6か月～2歳)制作を楽しんだり、お部屋で
つつくり過ごしませんか

10:00～ 11:00

5 ホ 成瀬くりの家保育園 要予約 (11/251300～ )
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

6 金

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

滉子deドン !和太鼓あそび 親子で太鼓を叩いてあそびません
0ヽ ?園児と一緒に楽しみましょう

9:20-9:50

南つくし野保育園 b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
ゃ́べりのキャッチボールをしませんか? 9:30～ 11:00

南つくし野保育園
BABYカフェ(0～ 1歳)赤ちゃんとママ・パパ、保育園へ遊びに
きませんか?お茶をしながら情報交換しましょう

9:30～ 11:00

つくし野天使幼稚園
要予約 (10組 )費用100円

(おやつ代)

室内開放 こあらルーム(1～ 2歳未満)お子さんと遊んだり、お
しゃべりを楽しめるようお部屋を開放しています

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
寝相アート(1～ 5歳)テーマは「クリスマス」衣装を着ても持っ
てきてもOK(予約受付平日lα00～ 17Ю O)駐車場4台

10:30～ 11:30

7 土 町田わかくさ保育園
なるせコミュニティセンター
(地域親子演目有)

ゆうぎ会de和太鼓ドン 保育園の「遊戯会」で一緒に和太鼓を
叩きましょう 地域親子演目の時間要問合わせ

):00-12:00

9 月

つくし野天使幼稚園 ●8 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

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(8組 )都営金森第6

アパート第2集会室
スクラップブック作り 卓上カレンダーです(有料500円 )要確認
予約受付平日10つ 0～ 17Ю O)駐車場4台

10:30-11:30

10 火 市立金森保育園
金森図書館 (2階おはなし
室)

おはなしかい 親子でお話を楽しみましょう クリスマスにちな
んだお話をします 第2駐車場をご利用ください

11:00～ 11:30

ホ

レイモント
・
南町田保育園 T 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 1

10:00～ 10:30

市立金森保育園
地域専用駐車場5台 (980
～16:00)

体育あそび(1歳 6か月～5歳)室内や園庭で元気に遊びましょ
う 動きやすい服装で来てくださいね

10:00-11:00

こばと保育園
要予約(10組 11/25
1000～ )駐車場あり

誕生会 (2か月～5歳)12月 生まれの誕生会 !誕生会のあと
は、ステキな衣装を着て記念撮影をしませんか? 10:00～ 12:00

南つくし野保育園 南町田会館Bホール
ここにこランド 保育士によるパネルシアターやふれあい遊び
です 育児相談も承ります

14:00～ 15:00

12 ホ

こびとのもり保育園
要予約 (3組 11/251Q00
～ )

クリスマス制作 (1～ 3歳児)親子で楽しくクリスマスの制作をし
ませんか? 10:00-11:00

レイモント
・
南町田保育園 蛉 籟

お譲り会 (おしゃべり会)「まだ使えるのに ・̈」を集めて会を開
催致します 詳細は園内のチラシをご覧ください

10:00-12:00



13 金

つくし野天使幼稚園
要予約(各回12名 )詳細は
つくし野天使幼稚園HPで

クリスマスエ作イベント(1歳～未就園)9月 の工作イベントが
ご好評の為、今回はクリスマスの工作を行います

(1)915～ 1015
(2)10:30～ 11:30

町田わかくさ保育園
要予約(10組 )

駐車場5台

ゴミ収集車がやつてくる 保育園にくるゴミ収集車を一緒に見て

お話を聞きましょう
10∞～11:∞

成瀬くりの家保育園
要予約(11/251■ 00～ )

参加費500円
うたあそび(生後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

光の原保育園 ∂
みんなのひろば おもちゃであそほう 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

10100～ 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
らゃがありますので、お気軽に遊びにきてください

10:00-11:30

11 日

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～ 1歳)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

市立金森保育園
要予約(15組 11/25～ 平
日900～ 17ЮO)ふれあいも
みに値

育児講座「リズムあそび」(6か 月～1歳 5か月)講師を招いて

親子で色々な楽器に触れてリズムあそびを楽しみます 親子共
凱下善用 El童爆は10台

10:00～ 11:00

高ヶ坂ふたば保育園 要予約(平 日,00～ 17つ 0)
きくらんぼくらぶ クリスマス会 (2～ 4歳)H274～ H293月 生ま

に対象 年長児と一緒にゲームや歌を楽しみます
10:00-11:00

こばと保育園
要予約(3組 11/251000
～)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

ψ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 平日1000
～1700)駐車場4台

一緒に楽しもう 保育園の先生(2歳、5歳担任)が来ます 絵本
の読み聞かせや手遊びなど楽しみましょう ちょつとした相談も

できます                     ____
10:30～ 11:30

成瀬くりの家保育園 要予約(11/251300～ )

いきいきくりまま(妊婦～4か月)赤ちや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

17 火

こびとのもり保育園
要予約(3組 11/251000
～ )

12月 お誕生会 12月 生まれのお友達、保育園のみんなとお祝
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

D:30-10:30

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

9:30-11:00

ねむの木保育園
要予約 (各部15組 11/25
1000～ 1■00)駐車場要
相談

みんなで遊ぼう～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

もりのおがわ保育園
要予約 (5組 11/25,30
～ )

排使のメカニズム(妊婦～1歳児程度まで)看護師による保健
講座 プレママから乳児のお子さんまでどうぞご参加ください

10:00～ 10:45

市立金森保育園
地域専用駐車場5台 (a30
-16:00)

ぷちわんひろば(10か 月～1歳 5か月)おもちやで遊んだり、ク
リスマスの歌やお話を楽しみましょう 12月 生まれのお祝いもし
ます

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やんの

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
里署月

'子
」(4糸日 11/25 10:00

～)有料(親子で500円 )

こばとランチ(1歳6か月～5歳)保育国の遊具やおもちゃでたく

さん遊んだ後はおいしい給食をどうぞ !駐車場あり
10:00～ 12:00

成瀬くりの家保育園 要予約 (11/2513つ 0～ )
誕生会 12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 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

市立金森保育園
地域専用駐車場5台 (■ 30

～16:00)

よちよちひろば(妊娠期・0～ 9か月)親子のふれあい遊びや

クリスマスの歌やお話をみんなで楽しみましょう
14:00～ 15:00

18 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
9:30～ 11:00

南つくし野保育園
要予約 t各クラス1租 ,有
料 (昼食1食 300円おやつ1

合lnn口 ヽ

親子体験保育(3か月～5歳)保育園つてどんなところ?親子

で体験してみませんか?給食・離乳食もご用意できます
930～給食終了

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)分国のお及運と親チで逓ひ昼

食を食べて、一緒に過ごしましょう 離乳食の提供はありません
闇 目 螢 上 宙

10:00-12100

高ヶ坂ふたば保育園 ●D
酪 さまコンサート(0～ 3歳)歌やバントマイムで楽しませてく

れる“あおぞらワッペン"のお兄さんたちの楽しいクリスマスコン

サート                        _____
10:00-11:00

:9 ホ

こびとのもり保育園
要予約(7組 11/251000
～ )

おむつはずし講座(1～ 3歳)おむつはずしつていつから始める

の?やり方は?などおむつはずしのコツをお話します
10:00-11:00

町田わかくさ保育園
要予約(5組)駐車場5台

他の日でも個別対応可能

プレママ&新米ママの初めて育児 初めてお産そ赳える万・圧

後2～ 3か月の方、赤ちやんのいる暮らしについてお話しません
■、つ日目螢■罰

10:30～ 11:00

20 金 ハッピードリーム鶴間 .串 キ 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 !

〕:30-11:00



20 金

ハッピードリーム鶴間
ハッピーこっこ 紅茶を飲んでほっ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

レイモント
・
南町田保育園

要予約 (8組)受付時間
(10:00～ 16:00)

spechttay 絵本の読み聞かせやクリスマスバンドの音楽を聴
きながら楽しく過ごしましょう♪

10:00～ 11:00

市立金森保育園
地域専用駐車場5台 (930
～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 おしゃべり会をします

10:00～ 11:30

2' 土 レイモント
・
南町田保育園

要予約 受付時間 (1000
～16:00)

Saturdayれ もんてい一:もリヘいこう」大地沢に行つて、日然の
中で思いつきり楽しんでみませんか ?詳細は国のチラシをご覧
くだきい

8:45～ 15:00

23 月

高ヶ坂ふたば保育園 要予約(平 日■00～ 1700)
きくらんぼくらぶ 千支のカレンダー作り・誕生会(2～ 4歳 )

1274～ H293月 生まれ対象 来年の干支のネズミがモチーフ
のカレンダーを作ります

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)おもちゃで遊んだり、クリスマスの
歌やお話をみんなで楽しみましょう

10:00～ 11:15

町田わかくさ保育園
要予約 (3組)有料 (大人
300円・子ども200円 )

駐車場5台

わかくさ給食 当園自慢の給食をぜひ食べてみませんか?離
乳食・アレルギー除去食(卵・牛乳のみ)応相談

11:30～

24 火

もりのおがわ保育園 要予約 (3組 11/25930
～ )

12月 誕生会(0～3歳)12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!

D:50～ 11:30

成瀬南野保育園
要予約 (10組 11/25～
11/30締切 990～ 1030)

クリスマス誕生会 サンタさんに会えるかも!誕生月のお友達
にはカードのプレゼントがあります

10:00-10:40

こうりん保育園
要予約 (5組 12/19ま で)

駐車場4台
お楽しみ会 サンタさんが登場します 12月 生まれの誕生会も
行います (予約受付平日10Ю O～ 17Ю O)

10:00～ 10:45

光の原保育園 要予約(10組 )
手形・足形アート お子様の手形・足形で可愛い作品を作りま
しょう

10100-11:00

25 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

9:30～ 10:45

高ヶ坂ふたば保育園 磐・
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?12月 生まれのお友達のお誕生会もします

10:00～ 11:00

26 ホ

市立金森保育園
戎瀬台ゆりの木会館
駐車場なし

ゆりつこひろば おもちゃで遊んだり、おはなしかいをみんなで
楽しみましょう 10:00～ 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

27 金 町田南保育園
要予約 (6組 平日1000～
1790)駐車場7台

わらべうた・ベビーマッサージ(～ 8か月)わらべうたに合わせ
てベビーマッサージを楽しみましょう

10:00～ 12:30

ボーイスタウンコモンセンス・ペアレンティング“ぼめて仲ぼす子育て'(愛
称:CSP7ログラム)

親alしつltの場面で繹鳴らずに子どもこうきくコミュニケーションできる方法を具体的に学ぶための7ログラム
です 心を通わせるコヽ ニケーションカを身につ腱 から、「何口言っτも子

“

が言うここaHolてく熙 」ヽ「反
発膠かι:する」そんな時の適切なかか,l方を学び春しょう

日 程 :全6口連続講座

ド曜日)・ :4日・21日・28日 (金曜日)

E中の方 原則こしτ6口全てに参加できる方
ιヽ勝す

抽選結果勝全員に郵迷にてお知らせいたし春す
町田市のCSP講座ホ経験者優先

場 所 :町田市民文学館ここけらんこ(町田市原町田4-16-17)
参 加 費:無料
申し込み:電話もしく勝、直持南地域子青て相麟センターヘ
予約受付:‖月25日 (日曜日)～ :2月 18日 (ホ曜日)平日9:00～ 17:00

Hll合わせ先 :南地域子育て相議センター
電調卜042-710-2752 FAX8042-710-2753

※申し込み方法むこ詳しくは、きちだ子育て 心ヽ をご覧ください

も☆穆脅S☆ θ會6☆本☆S舎8
7



“
鳴割願尭鮮i躍鶴

'事

計)%ネ φ
初めて赤ちゃんを育てている母親のためのアログラムです 赤ちゃんこ一緒に参加しτいただき春す 母親

同士て書心できる霧□気の中で、自分の青児の喜びや親としての選いここを話し合いなからこれからの子
育てに必喜な知識を学ぶ、参加型7ログラムです 聞きたいここを聞いて書段の生活に役立てたι

l、 なだぢ

1,lの機会にしていただ!■たらこ思い春す

日  程 :全4口連続講座(毎週ホ曜日)

2020年2月5日 012日・19日・20日

時   間:9:30～ :::30

対  象:20:9年 8月 22日～2019軍 :2月5日生きれ 町田市民て2～5か月の第 1子を子育て中の母親

定  員:10組 (先着順 )

キャンセルが出た際、ご連絡をさせτいただき討 先春順でのご睾肉こなι勝す

連絡かつかない場合に勝、次の方に連絡をさ世ていただき討 予めご了承ください)

場  所 :町田市民六学館ここけらんど(町田市原町田4-11-17)
費  用:1080円 (税込・テキスHり
申し込み:電話滲た勝、下記の地電子育て相談センターヘ直持お越しいただきお申込みください

予約受付:2019年 12日 :8日 (ホ曜日)～ 平日9:00～ 1■00(土曜0日曜・祝日0年末年始を除く)

申し込み・F轟 1合わせ先 :町田地域子育て相談センター電話:042-710-2747

※講座の詳細、各地域の開催スケジューfLについては、きちだ子育て拓 卜をご覧ください

―
J峰ン ノ ～:o側瘍 22К鴫 疇

"あ
嘲 陥 ″～

今後の予定 :基本的に毎日火曜日(12、 2月勝ホ曜日)

20:9年 ‖月20日・12月25日
2020年 1月28日・2月 20日 03月24日  ※予約け必喜あιl春世ん お気軽にお越しください

時間 : 13:30～ :4:30
対象 :10代から22歳くらいきてのママこ任掃さん

場所 :生涯学習センター(レミィ町田6階 )保育室

a子さんを遭けせなから、みんなてaCゃべ‖し春しょう′
「わたわ7-卜 (テコじ―ションした背景てお子さんのアート写真を撮影),その他、楽しい企■にリフレッシュし参しoう よ

問い合わせ先:― 子育て相餞センター 電話042-789-7545

率σ鬱ネ
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※喜予約のイベ〕 1

このカレンダーは町田市子ど 育て 行しております

冒邑言舌 042-724-4468(庭塞養登)  Fax 050-3101-9459

「この冊子は、8760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)

8

リサイクル通性◎

この印爾犠は、印用用の経ヘ

リサイクルできます。


