
町田市子育て●●

「カレンター
(南地域版)

回 覧

お住きいの近くの「子育てひろ:び」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せください

お車での来日勝ご遠慮くださll

,

町田市子育て情報配億サービス

「勝っこメー′ι春ぢだ』

難町田市から子育ての
「膠っこな情報」
「勝っこする情報」
をお届l■し春す′

ORコードで構帯電
話

子育てひろぼカレンダー配市場所

南地域版惨下記の場所等て配布してい春す
南市民センター、なるせ駅前市民センター、籍合体育館、
子こtセンターばあん、しのけらJl児クリニック、Jl児科高橋医院
相鉄ローゼン成瀬店、三和小‖l店 他

「子育てひろばれ ンター
「堺 J「 忠生 J「 町田」「鶴‖

↓今日の掲載□です

臨 舗 一瓢 Fex 豊

成瀬くιl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 ○

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

高ヶ坂ふたば保育□ 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 ○

市立金森保育□
(南地域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 ○

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

こけこ保育□ 町田市金森6-37-18 042-796-3628 042-796-3697 ○

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

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

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

こうιlん保育日 町田市金森7-6-1 042-725-7070 042-727-2822 ○

もι:のあがわ保育□ 町田市小川1-11-2 042-788-7025 042-799-2070 ○

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

こびこのも
`l保

青□ 町田市′lヽり:16-1-32 042-850-5423 042-795-1455 ○

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

町田南保育日 町田市金森東4-36-8 042-796-8346 042-796-8346 ○

つくし野天値幼稚□ 町田市つくし野2-18-4 042-795-5127

たちはな幼稚日 町田市高ヶ坂6-29-1 042-726-4976

※ 1

※特に記載かなら1限ιl駐車場はあιl春せん



<高ヶ坂保育園>
・子育て相談

2020年 1月 毎週月～金曜日 1000～ 16●0

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
2020年 1月 20日・27日 (月 曜日)ロ

14日 B21日 E28日 (火曜日)a30～ 12:∞

雨天中止

<市立金森保育園>
・園庭開放

2020年 1月 毎週月～土曜日 &30～ 1030

地域専用駐車場5台 (■30～ 16:00)

・育児相談
2020年 1月 毎週月～金曜日 &30～ 17:∞

相談は電話、来日、家庭防間でお受けしています

地域専用駐車場5台 (■30～ 16:∞ )

・室内開放
2020年 1月 毎週月～金曜日 900～ 1000

あそびの会等で使用礎 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 (930～ 16:∞ )

・育児サークル支援
2020年1月 毎週月～金曜日 &30～ 17:∞

おもちゃの貸し出し要予約 (9:∞～17:∞)

地域専用駐車場5台 (980～ 16:∞)

・親子体験保育
2020年 1月 毎週月～金曜日 990～給食終了まで

要予約 (平日900～ 17:∞)有料

駐車場は利用できません

<成瀬くりの家保育園>
口園庭開放
2020年 1月 毎週月～金曜日 1000～ 11:00

雨天中止

口まろんひろば(室内開放 )

2020年 1月 毎週月～金曜日 1000～ 1■00

イベントなどの開催により、変更がある

場合がございますのでお問い合わせください

<南つくし野保育園>
・園庭開放

2020年 1月 毎週月～金曜日 1000～ 1130

<お知らせ>このページに勝、定期的に開催されるイベントについて掲載していきす
特に記職のない限ιl①日曜日、祝日および年末年始の12/29～ 1/3きてはあ休

"“
②各イベント脇露‖

“

③雌

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

"い
イベントは未輔学児対象です

<高ヶ坂ふたば保育園>
口園庭開放
2020年 1月 毎週月～土曜日(14日 午後を除く)

9:00-17:00

日子育て相談・子育て支援スペース開放

2020年 1月 毎週月～金曜日(17日 午前を除く)

9:00～ 12:30 15100-17:00

・ おひさま文庫 (0～ 3歳 )

2020年 1月 8日・15日 029日 (水曜日)・ 10日 (金曜日)

27日 (月 曜日)11:∞～12:∞

本の貸出を行います

<こびとのもり保育園>
・ 子育て相談

2020年 1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)

2020年 1月 毎週月日水口金曜日 1000～ 15:∞

<つくし野天使幼稚園>
・ベビーマッサージ(0歳 )

2020年 1月 9日 (木曜日)・ 20日 (月 曜日)

10:00-11:30

要予約 (10組)費 用500円 持ち物有

・室内開放 (こあらルーム 1～ 2歳未満)

2020年 1月 17日・31日 (金曜日)10∞～1130

要予約 (10組)費用1∞円 (おやつ代 )

<レイモンド南町田保育園>
口園開放 (れもんてい―)

2020年 1月 毎週火口水口木曜日 ■30～ 1230
<ねむの木保育園>
・育児相談

2020年 1月 毎週火・金曜日 9:∞～1400

要電話

・ねむの木ひろば

2020年 1月 8日・22日 (水曜日)1000～ 11:∞

成瀬が丘ふれあい会館

<成瀬南野保育園>
・ 園庭開放

2020年1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



※悪天候の際勝中止になる場合もあιl参すので各国にお問い合わせください

<こうりん保育園>
・ 園庭開放

2020年1月 毎週月～土曜日(10日を除く)

10:00-12:30

駐車場4台

0子育て相談
2020年1月 毎週月日水口金曜日 1000～ 15:∞

要予約 (平日1000～ 17:∞ )

・りんりんひろば
2020年1月 毎週月日水・金曜日 a30～ 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

<ハッピードリーム鶴間>
口子育て相談
2020年 1月 毎週月～金曜日 10∞～10∞
来園前にお電話ください

<こばと保育園>
・園庭開放

2020年 1月 毎週月～金曜日 9:∞～12∞
8日 口10日 口17日 は園行事の為休止 駐車場あり

E育児相談
2020年 1月 毎週月日水・金曜日 鋭30～ 1230
要予約(12/27 10∞～)駐車場あり

・ こばと広場 (室内開放)

2020年 1月 毎週月・水・金曜日 930～ 12:∞

おもちゃ開放や、絵本の貸し出しも行います
8日・10日・17日 は国行事の為休止 駐車場あり

<光の原保育園>
・育児相談

2020年 1月 毎週月～金曜日 ■00～ 17●0

要問い合わせ

口園庭開放
2020年 1月 毎週月～金曜日 1000～ 1000

日室内開放
2020年 1月 毎週火・木・金曜日 9ЮO～ 12●0
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>
口園庭・室内開放
2020年 1月 毎週月～土曜日 990～ 17●0
あつたかなるせ室飲食可 駐車場5台 (9:∞～16:∞ )

・図書貸し出し
2020年1月 毎週月～土曜日 ■00～ 1000
図書の貸し出しを「あつたかなるせ室」で行つてし
駐車場5台

・育児相談
2020年1月 毎週月～金曜日 a00～ 16:∞

駐車場5台

・わかくさ給食
2020年 1月 17日 (金曜日)・ 21日 (火曜日)・

29日 (水曜日)1130～

妻摯1表聯
レ
製辮諄棚8鯉期台

口わらベビ教室 (生後2～6か月くらい)

2020年 1月 21日・28日 (火曜日)1030～ 11:00

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

金森□書館からのお知らせ

☆a勝なし会★

:月 8日・:5日 022日・29日 (ホ曜日)15:00～

☆ちょうちょぢおけなし会★(乳幼児向ffa勝
～

会 )

:月 17日 (金曜日),1:00～
乳幼児中心のわらべうた・手遊び・絵本なこの会です
ご兄弟もご一緒にこうこ♪
※おけなしのへやけ,0:40から聞いています

場所 :金森口書館 2階 おけなしのへや

I問い合わせ先】
金森□書館 金森東3-5-1

TEL:042-710-1717

<もりのおがわ保育園>
口子育て相談 (妊娠期～5歳 )

2020年 1月 毎週月～金曜日 a00～ 17●0
電話でも受け付けます

・室内開放
2020年 1月 毎週月日水・金曜日 a30～ 1230

<町田南保育園>
・保育園で遊ぼう

2020年 1月 7日 口14日・21日・28日 (火曜日)・

9日 016日・23日・30日 (木曜日)・ 17日 口24日 (金曜日)

9:30～ 12:30

駐車場7台



親こ子の春むびのひろば

日時 :「きじゃポッポJl月7日・:4日 021日 (火曜日)'4:00～ 16:00
「パパこ一緒にきしゃポッポ」 1月26日 (日曜日)14:00～ 16:00

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

「パパこ一緒にきじゃポッポJはママの参加けてき春せん

場所 :町田市生涯学習センター 1階 保育室

内害 :「 きじゃポッポ」スキンシ■■遊び、手遊び、絵本の読み聞かせ、子育て情報交換むこ
「パパこ―緒にきじゃポッポ」スキンシッ■遊び、手遊び、絵本の読み開かせ、おもちゃ制作むこ

費用 :無料

申し込み:不要(直持会場へ)

I問い合わせ先l町田市生涯学習センター 町田市原町田6-3-l TEL:042-728-007:

ぶちくれよんひろぼ

午前中の学童保育クラ7を開放していきす 親子で遊べる楽しいひろげ

“
おなだちこ―緒に遊びにきてください 企画日にはお誕生児の出祝いをし審す

日時 :1月 14日・2:日・28日 (火曜日)10:30～ ‖:45(1::45～ 12:30勝ラン子タイム聞散 )

※21日勝企画「みんじてオニ退治 ′Jを予定してい春す

畔 静 鵡 購 】
辮 網 蹴 群 p舗

樹 諄 :9こうん子学童保育クラ7(南第四小学犠

熱―瑚 警餌一瑚 鬱

にこにこ勝っこサロン

お出 し会や工作、からだをつかった遊びや誕生会、季節の行夢0こ、楽しい7ログラムを用意してい奉す
みんなあつきれ にこにこ勝っこサロン′

日時:1月 10日・17日・24日 031日 (金曜日)10:15～ ‖:30(ラン手タイム:::30～ 12:30)

※,7日は「つくってあそぼう」を行いきす

色んなものがおもちゃに大変身′作ったらみんなで楽しく遊び春しょう

IHb191」
亀1璧童保育クラ7(南成〕願rJl学校敷地内) ■5「菫議買3-6 TEL:042-726-1758

胞 肥 轟 ン ′

～10-221Kり 時でのィィあつ奉れ″～

舗 鯖 定
捌 3軍1隅:留認覇田冒]じ月26日 は 印 )・ 3月24Bl畑 日)

時間 ::3:30～ :4:30
対象 :10代から22歳くらll●でのママこ幡婦さん

場所 :生涯学習センター(レミィ町田1階 )保育室

※予約け必喜あι勝せん お気軽にお越しください

)Jやその他、栞しい企面にリフレッシュし審

しょう f

問い合わせ先 :月誕日U職子育て相談センター 電話042-789-7545



<イベ1ントカじンタロー> ※ィベントの詳錮につιlては各国にお問ιl合わ世くださら1

特に記載のない限ιl、 開催場所勝主催保育□です きた各イベント勝保護者(ス勝六人)こ一緒の参加こなιl春す
1

日 曜 主催籠離 予約・費用・場所他 イベント名(対象年齢)・イベント内害 時間

7 火 ハッピードリーム鶴間
要予約 (平 日1000～
17ЮO前日の正午締
切)有料 (給食費 )

幌子体験保育 保育園つてどんな所 ?親子で一

緒に体験してみませんか ? a30～給食終了

8 ホ

高ヶ坂ふたば保育園
おひさまくらぶ ミニミニ発表会 (0～ 3歳)園児が発
表会の出し物をお披露目します

10:00-11:00

こばと保育園
要予約 (10組 12/27
1000～)駐車場あ
り

誕生会 (2か 月～5歳 )1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

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 辟車場4台

寝相アート(0歳 )テーマは「節分」お家から衣装
を着て来てもOK、 持つてきてもOK(受付平日1000
-17:00)

10:30～ 11:30

ハッピードリーム鶴間 南町田会館Bホール
にこにこランド ふれあいあそびやパネルシアター
で楽しく遊びましょう お誕生日月のお友だちは誕
生日会を行います

14:00-15:00

9 ホ 町田わかくさ保育園
要予約 (10組)雨天
時室内 駐車場5台

おもちつき 保育園のお餅つきに参加しませんか
つきたてのお餅はおいしいですよ 容器とお箸を持
参してください

10:00～ 11:00

10 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

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 12/25
9:30-)

1月 誕生会 (0～ 3歳 )1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

成瀬南野保育園
要予約 (2組 12/25
～12/28締切 990～
16:30)

誕生会 カードのプレゼントがあります 皆にお祝
いをしてもらいます

10:00-10:40

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日9ЮO～
17:00)

こあらくらぶ(0歳 )赤ちゃんの足形アートで干支
のカレンダー作り

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
にきてください

10:00-11:30

町田南保育園
要予約 (3組 平 日
10:00-17:00)

駐車 lJi7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

成瀬くりの家保育園
要予約 (12/251■ 00
～ )

誕生会 1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 (7組 平 日
10:00～ 17100)

駐車場4台

一緒に楽しもう 保育国の先生 (0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 ちょっとした相談もできます

10:30～ 11:30

:4 火

こばと保育園
要予約 (3組 12/27
1000～)駐車場あ
り

体験保育・離乳食体験 (0歳 )0歳児クラス「つぼみ
組」での生活を親子で体験した後は、パクパク期
(12か月～)の離乳食をご用意します !

9:45-12:00

もりのおがわ保育園
要予約 (5組 12/25
9:30～ )

親子体操(2～ 4歳程度)体操の先生と一緒に楽し
いリズム体操などをして親子で体を動かしません
か?

10:00-10:45

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)保健師によ
る卒乳についてのミニ講座があります 卒乳につ
いてわからないことを聞いてみましょう

10:00～ 11:00

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
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)保健師による
卒乳についてのミニ講座があります 卒乳につい
てわからないことを聞いてみましょう

14:00～ 15:00

15 ホ

南つくし野保育園
要予約 (各クラス1

組)昼食1食300円
おやつ1食 100円

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

レイモント
・
南町田保育園

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



15 ホ

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)室内や園庭で元気

に体を動かして遊びましょう 動きやすい服装で来

てくださいね

10:00-11:00

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

10:30-11100

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 駐車場4台

寝相アート(1～ 5歳)テーマは「節分」お家から

衣装を着て来てもOK、 持つてきてもOK(受付平日
10:00-17:00)

10:30～ 11:30

光の原保育園
親子体操(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 ! !
14:30-15:30

:6 ホ

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日9ЮO～

1700)保護者食事
イt300円

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

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

こびとのもり保育園
要予約 (7組 12/25
10:00～ )

イヤイヤ期を一緒に考える イヤイヤ期、いたず

ら、かんしゃくの事を一緒に考えてみませんか
10:00-11:00

市立金森保育園
鶴間ひまわり学童保
育クラブ(鶴間小学校
内)

にこにこほつとサロン たくさんのおもちやで遊びま

しょう 体操やペープサートのお話もします 保護

者同士の情報交換もしましょう

10:15-11:30

:7 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、先輩ママや同じプレママに

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
D:30-11:00

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

D:45-10:15

レイモント
・
南町田保育園

要予約 (12組 受付
10:00-16:00)

シャケさんと遊ぼう(1～ 3歳)シヤケさんのギター

の音色に合わせて、身体を動かして楽しみましょう
♪

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、人見知り、場所
見知り等お子さんの対応で悩んでいる方一緒に遊
びましょう

10:00-11:30

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

スクラップブツク作り 今月は仕掛けアルバムです

有料300円 写真のサイズや枚数は要確認 (受付

平日10:00～ 17:00)

10:30-11:30

20 日

市立金森保育園
ふれあいもみじ館
駐車場10台

親子共靴下着用

わんわんひろば(1歳 6か月～5歳)お友だちとお

もちゃであそびましょう お正月にちなんだ獅子舞
が登場します

10:00～ 11:00

こばと保育園
要予約 (8組 12/27

10:00～ )

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よに楽しみましょう!バスタ

オル・飲み物持参        _____
10:00～ 11:30

たちはな幼稚園
詳細はたちはな幼稚
園HPをご覧ください

園庭開放
~大

きな遊具や広い園庭で一緒に遊び

ましょう 申込み不要 車での来園はご遠慮くださ
い

10:30～ 11:30

成瀬くりの家保育園
要予約 (12/2513Ю 0

～ )

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
14:00～ 14:30

21 火

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

高ヶ坂保育園 要予約
プレママルーム にじつこ(妊娠期～生後4か月)

乳児が喜ぶ「手遊びとわらべ歌」を紹介します
13:30～ 14:30

22 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
9:30-11:00

町田わかくさ保育園
要予約 (5組 )

駐車場5台
隕 暑:ど冒興ご源警Aな弓躙
きます 園見学も可

9:45-10:15



22 ホ

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30～ 16:00)

40代ママの会 40代で出産したママと40代妊婦さ
んで集まりましょう みんなで情報交換をしたり、親
子のふれあい遊びをします

10:00～ 11:00

レイモンド南町田保育園
要予約 (8組 受付
10:00～ 16:00)

妊婦講座「命のおはなし」(妊婦～6か月)命の誕
生について、助産師さんにお話しして頂きます

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

こうりん保育園
要予約 (5組)都営
金森第6アパート第2

黒会室 駐車場4台

ベビーマッサージ(3～ 8か月)ベビーマッサージ
の仕方を教えてもらいながら楽しみましょう バスタ
オル、飲み物持参 (平 日予約10ЮO～ 17Ю O)

10:30～ 11:30

23 ホ

こびとのもり保育園
要予約 (3組 12/25
10:00～ )

1月 お誕生会 1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

9130-10:30

こうりん保育園
要予約 (5組 1/20ま

で)駐車場4台
お楽しみ会 1月 生まれの誕生会を行います (受付
平日10:00～ 17:00)

10:00～ 10:45

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 おもちゃで遊びましょう お正月に
ちなんだ獅子舞が登場します

10:00～ 11:00

成瀬くりの家保育園
要予約(12/251300
～ )

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

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 )

離乳食なし 分園

分園で一緒に遊ぼう(0～ 2歳体験保育)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 園見学も可

10:00´V12:00

24 金

つくし野天使幼稚園
園庭開放 (バンビの広場・ランチサロン)園庭開
放を行つています 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

南つくし野保育園
ちょつとほつとカフェ(2～ 5歳)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

D: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

ねむの木保育園
喜署月

'摯
旬(12/25 10:00

～)駐車場要相談
みんなで遊ぼう～運動遊び～ 平均台やジャンプ
台などを使つて体を動かして遊びましょう

10:00～ 11:30

25 土 レイモント
・
南町田保育園 要予約

家庭で伝える性のお話し(マタニティー期・～5歳 )

いのちの現場と自身の育児を通して見えてきたヒ
ントが満載のお話しです 保育なし

9:30-11:30

27 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

ぷちわんひろば(10か月～1歳 5か月)おもちゃで
遊びましょう お正月にちなんだ獅子舞が登場しま
す 1月 生のお祝いもします

10:00～ 11:00

高ヶ坂ら、たば保育園
要予約 (平 日9ЮO～
17:00)

さくらんぼくらぶ 新聞紙遊び・誕生会 (2～ 4歳 )

H27.4～ H29.3月 生まれ対象 新聞紙を使つて思
いつきり遊びましょう

10:00～ 11:00

28 火

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

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)親子のら、れ
あい遊びをしましょう お正月にちなんだ獅子舞が
登場します

14:00-15:00

29 ホ

町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )

駐車場5台

集まれ !育休ママ講座「育児と仕事」育休中のマ
マ仕事と子育ての両立のコツなどお話ししましょう
ヒントがみつかるかもしれません

10:00-11:00

高ヶ坂ふたば保育園
おひさまくらぶ 身体測定・誕生会 (0～ 3歳 )大きく
なったかな?1月 生まれのお友達のお誕生会もし
ます

10:00-11:00

30 ホ

光の原保育園
おしやベリティータイム お茶を飲みながらおしゃ
べりしましょう!育児のこと、家庭のこと、悩みご
と、みんなで語りましょう :

10:00～ 11:00

こびとのもり保育園
要予約 (7組 12/25
10:00-)

節分制作 (1～ 2歳)親子で楽しく節分制作をしま
せんか? 10:00～ 11:00



10:00-12:00
一緒に遊ぼう10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町田わかくさ保育園
要予約 (3組)親子
食事代500円 駐車

おはなし会 (0～ 2歳)わ らべうたあそびやお話を

楽しみましょう その後はホールや園庭で遊べます町田南保育園
要予約 (6組 平日
1000～ 17ЮO)馬主車
場7台

お悩み解消ランチタイム (妊婦～1歳まで)子育て

中のママ同士で気持ちを共有しに来てみません

か ?園自慢のカレーを作つてお待ちしています

11:30～ 12:30レイモンド南町田保育園
要予約 (2家庭 受付
1000～ 1600)大人
300円 子ども200円

親子の絆づくι:7ログラム
“赤ちゃんがきた ′“

(愛称:BP'7ログラム)

～思春期から花開く0歳時期の育児～

初めて轟ちゃんを育てている母親のための■ログラムです 赤ちゃんこ―緒に参加していただき

“

母親同士

て書心てきる雰口気の中て、自分の育児の喜びや親としての違いごこを話し合いなからこれからの子育てに必

喜む知識を学ぶ、参加型7ログラムです 聞きたいことを開いて普段の生活に役立てたι
l、 なだち作ι:の機会にし

ていただl■たらこ思いきす

日  程 :全4口連続講座(毎遇ホ曜日)

2020年 2月5日・12日・

'9日

020日

口3:9:30～ :::30

象:2019年8月 22日～2019年 12月5日生きれ 町田市民で2～5か月の第 :子を子育て中の母親

員:10組(先義順 )

(キャンセfLが出た際、ご連絡をさせていただききす 先着順てのご案内こなら勝す

連絡がつかない場合には、次の方に連絡をさせていただき討 予めご了承ください)

場  所 :町田市民寅学館こ

“

らんこ(町田市原町田4-16-17)

費  用:1080円 (テキスト代 )

申し込み:電話きたは、下記の地域子育て相談センターヘ直持a越しいただきお申込みください

予約受付:2019年 :2月 18日 (ホ曜日)～ 平日9:00～ 17:00(土曜・日曜・祝日0年末年始を除く)

申し込み・問い合わせ先 :町田地域子育て相談センター電話:042-7:0-2747

※講座の詳細、各地域の開催スケジュー′しについては、きちだ子育てサイトをご覧ください

時

対

定

にこにこ勝っこサロン

ひきわιlぼっこサロン
●日時:1月 10日 (ホ曜日):0:15～ ‖:30(ランチタイム‖:30～ :2:30)

『 1ぶ覗翼覇隔れ閂目熙育クラ¶ 鶴間小学校歌地湖 鶴間Ю83 TEL042-700-4043

1耀畢翼喘嚢眉監(ホ曜DЮ :5～‖306汗タイム‖30～ :230

椰
鴨脈噺撃築凛育クラ7(BIIB第六嗜ヽ学校敷地内)南太谷:200 TEL:042-726-2449
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※要予約のイベント勝各施設へお問い合わ世くださll

このカレンダーは町田市子ども生活部子育て推進課が発行しております

冒邑言舌 042-724-4468(罹塞涎五)  Fax 050-3101-9459

「この冊子は、8870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)
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リサイクル通機◎

この印簿物1ま 、印刷用の紙ヘ
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