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南地域子育て相談センター
(町田市立金森保育園)

室内開放を活用 して<ださいね。ひろば
親子での遊びのヒン トにして<ださいね。

● わたわんひろば/:歳6か月～未囃学児
日時 :10日 (月 )10:∞～11:∞
場所 :S、れあいもみじ館 (金森東 3-17-14)
内容 :新聞紙遊び、6、れあい遊び、体操など

●ホちみちひろけ/妊娠期・0～9か月きて
日時/場所/内容
◆4日 (火)14:∞～15:∞/金森保育園

ふれあい遊びなど
発達センター巡回相談 (理学療法■)*裏面詳細

◆18日 (火)14:∞～15:∞/金森保育園
マザリーズ*裏面詳細、ふれあい遊びなど

●体育あそび/1歳6か月～未朝学児
日時 :12日 (水)10:∞～11:∞
場所 :金森保育園

内容 :エアポリン、ボールプールなど

●諄なみっこひうけ/0～ 3歳
日時 :17日 (月)10:∞～11:15
場所 :鶴間会館 (鶴間 6-8-37)
内容 :体 を動かして遊ぼう

●たのしいお
`:が

み/ホ朝学児
日時 :25日 (火)10:30～ 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

「おひなさま」を楽しみましょう

●ゆι:っ こひろげ/未輔学児
日時 :27日 (木)10:00-11:00
場所 :ゆりの本会館 (成瀬台 3-9-5)
内容 :体を動かして遊|まう

★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。

●ぶちわんひろ膠/,0か月～:歳5か月春で
日時/場所/内容
◆4日 (火)10:∞～11:∞/金森保育園

ママやバパのおしゃべり会、ふれあい遊びなど
◆18日 (火)10:∞～11:∞/金森保育園

わらべうた、誕生会など

お願11
写真や動画め撮影は、個人
情報保護の観点から、他の
お子さんが映らないよう、
ご配慮をお願し―ヽ|します。|ご
理解ご協力をお願いいたし
ます。

園庭開放馘 轟 L拙脚
)

駐車場  月曜日～土曜日 9:30～ 16:OO



南地域保育日虞催 育児講座
「ハロを迎えむ保護者0おしゃべιl会」
2020年度保育園の入園を迎える保護者が対象の

育児講座です。

入園の準備のこと、入園後の新しい生活の始まり

に向けて、ちょつと不安に思つていること、聞い

てみたいことなどありませんか?
おしゃべりをすることで悩みが解決したり、同じ

思いを持つ仲間に出会えることで、気持ちが楽に

なるかもしれません。

おしゃべり会の時間は、お子さんを保育します。

日時 :2月26日 (水 )

①O:30-102(IDl O:4針Vl l:30

*どちらかの参加になります

対象 :保育園の入園を迎えるお子さんと保護者

場所 :南市民センター

★要予約 入園決定後～

平日月曜～金曜
9:00～ 17:00

詳細はご予約の際に問い合わせ<ださい。
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日時 :2月 21日 (金)10:∞～

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。ご都合のよ

機雪房醤だ警宴手5宅:｀
L緒に楽し<遊びなが

ら、お子さんの好きなこと 0得意なことを通し

士と保育土によるミニ講座があります。お子さ
んの今の様子と上手<い つた対応を確認して、
お子さんに合つた対応を整理しましょう。

※講座の間は離れられるお子さんは同室内

子青τひうけ巡口相議

◆よちよちひろば

2月 4日 (火)14:00-15:∞
金森保育園

子ども発達センターの理学療法士が来ます。

乳幼児期の運動発達 (寝返り・お座り・ハイハ

イなど体の大きい動き)、 発達を促す遊びについ

て間<ことができますよ。自由に遊びながら質

きますので、気軽に聞いて<ださいね。
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される方、新しい生活の始まりに期 '

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

リサイクル轟性◎

この印■物はもmanの構ヘ
リサイクJレ できます。
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マザリースこ勝??
お母さんが赤ちゃんに向かつて話すときに自然と

出て<る、声の調子がやや高<、 ゆつたりとした

話し方のことです。
きれい

例えば…【オムツ替えの時に】  {きれぃ
つ

菫;嵯
冒青要望8ぶ号

(5厭ち≧ぶ
赤ちゃんは言葉にならない感情をた<さん伝えて

います。様子を見ていると赤ちゃんの心の声が聞こ

えて<るかもしれません。気持ちを受け止めて言葉

で伝え返すコミュニケーシヨンを積み重ねること

で、母子の情緒的な絆である「愛着」が育まれてい

きますよ。

*マザリーズは、言葉が出てくるようになつた

お子さんとのコミュニケーションにも有効ですq

FA× 042-710-2753


