
町田市子育τ●●

「
島‐

カレングー
(南地域版)

お住きいの近くの「子育てひろげ」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

※特に記載がない限ιl駐車場勝あιl審世ん お車ての来□勝ご遠慮ください

町田市子育て情報配億サービス

『勝っこメー′LきちだJ

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

ORコードで構帯電話
から手軽にアクセス

蠅

子育てひろば力じンダー配市場所

・市立保育日等で配布していきす

南地域版け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、絡合体育館、

子こtセンターばあた、しのけら小児クリニック、小児科高橋医院

相鉄ローゼン成瀬店、三和小i:l店 他

「J11:「 「町田 J「

各

↓今日の掲繊□です

轟 鰤 Tel F●x 壼

威瀬くιl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 ○

高ヶ坂保青□ 町田市高ヶ坂6-2-10 042-727-2373 042-727-5373 ○

高ヶ堰ふtげ保青口 町田市高ヶ坂7-26-6 042-720-8215 042-720-8217 ○

町田わかくさ保青□ 町田市成瀬7-10-7 042-728-0288 042-728-0344 ○

市立金森保育□

(南地電子育て相談センター)

町田市金森東1-12-16
042-710-2752

(子育てひろば専用)

042-710-2753 ○

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

こばこ保青固 町田市金森6-37-18 042-796-3628 042-796-3697 ○

光の原保青□ 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 ○

′、リピード|′ ―ム鶴間 町田市南町田4-22-7 042-796-3322 042-796-3328 ○

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

もιlのaがわ保育日 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ιl保青日 町田市′卜川6-1-32 042-850-5423 042-795-1455 ○

レイモンド南町田保育□ 町田市鶴間84-30クレイント
・
ビル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

※ 合があι
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<お知ら世> このページには、定期的に開催され

“

ベントについて掲載してい春け
※特に記前のない限ιl・

<市立金森保育園>
口口庭開放
2020年 2月 毎週月～土曜日 830～ 1630
地域専用駐車場5台 (930～ 1000)

・育児相談
2020年 2月 毎週月～金曜日 a30～ 17:∞

相談は電話、来日、家庭肪間でお受けしています
地域専用駐車場5台 (a30～ 16:∞)

・室内開放
2020年 2月 毎週月～金曜日 鋭∞～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)

・育児サークル支援
2020年 2月 毎週月～金曜日 &30～ 17:00

おもちゃの貸し出し要予約(9:00～ 1■∞)

地域専用駐車場5台 は30～ 16:00)

・親子体験保育
2020年 2月 毎週月～金曜日 ■00～給食終了まで
要予約(平日■∞～17:00)有料
駐車場は利用できません

<南つくし野保育園>
・日庭開放

2020年 2月 毎週月～金曜日 10∞～113o

<つくし野天使幼稚園>
ロベビーマッサージ(0歳 )

2020年 2月 3日 (月 曜日)・ 27日 (木曜日)

10:00-11:30

要予約 (10組)費用5∞円 持ち物有

口室内開放 こあらルーム(1～ 2歳未満)

2020年 2月 7日・21日 (金曜日)10∞～113o
要予約(10組)費用100円 (おやつ代)

<レイモンド南町田保育園>
0日開放 (れもんてぃ―)

2020年 2月 毎週火・水・木曜日 ■30～ 1230

<こうりん保育園>
・園庭開放

2020年 2月 毎週月～土曜日 1000～ 1230
駐車場4台

・子育て相談
2020年 2月 毎週月・水・金曜日 1000～ 15:00

要予約 (平日1000～ 17:∞ )

口りんりんひろば(室内開放)

2020年 2月 毎週月D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

<成瀬くりの家保育園>
口口庭開放
2020年 2月 毎週月～金曜日 1000～ 11:00

雨天中止

・まろんひろば(室内開放)

2020年 2月毎週月～金曜日 10∞～1■00
※イベントなどの開催により、開放時間に変更がある
場合がございますのでお問い合わせください

<高ヶ坂ふたば保育園>
口口庭開放
2020年 2月 毎週月～土曜日 a∞～17:00

口子育て相談口子育て支援スペース開放
2020年 2月 毎週月～金曜日(12日 口13日・14日午前・

20日午前を除く)9:∞～12301駐00～ 17側

・おひさま文庫 (0～ 3歳 )

2020年 2月 5日・19日 口26日 (水曜日)・ 7日 (金曜日)・

10日・17日 (月 曜日)11:∞～12:00

本の貸出を行います

<高ヶ坂保育園>
口子育て相談
2020年 2月 毎週月～金曜日 10∞～10∞
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 2月 3日 口10日 口17日 (月 曜日)・

4日 口25日 (火曜日)9130～ 12:00

雨天中止

<ハッピードリーム鶴間>
・子育て相談

2020年 2月 毎週月～金曜日 10∞～1000
来日前にお電話ください

・親子体験保育
2020年 2月 4日 口18日 (火曜日)■30～綸食終了
要予約(平日10∞～1■∞ 前日正午締切)

有料 (給食費)



※悪天候の際勝中止になる場合もあιlきすので各国にお問い合わ世ください

<こびとのもり保育園>
口子育て相談
2020年 2月 毎週月～金曜日 1000～ 16:00

電話でもお受けします

・こびとひろば(室内開放)

2020年 2月 毎遇月日水口金曜日 1000～ 15:00 <ねむの木保育園>
・育児相談

2020年 2月 毎週火・金曜日 9:∞～1400
要電隔

<光の原保育園>
口育児相談
2020年 2月 毎週月～金曜日 990～ 1■00

要問い合わせ

・口庭開放
2020年 2月 毎週月～金曜日 1000～ 1000

口室内開放
2020年 2月 毎週火D木・金曜日 9:00～ 1200

行事等により中止になる場合がありますのでお問い

合わせください

<町田わかくさ保育口>
口園庭口室内開放
2020年 2月 毎週月～土曜日 9:∞～17:∞

あったかなるせ室飲食可 駐車場5台 (■00～ 16:∞ )

・図書貸し出し
2020年 2月 毎週月～土曜日 9:∞～16:∞

駐車場5台

・ 育児相談
2020年 2月 毎週月～金曜日 9:∞～10∞
駐車場5台

・わかくさ綸食
2020年 2月 5日 (水曜日)・ 13日 (木曜日)・

21日 (金曜日)1180～
離乳食・アレルギー除去食 (卵・牛乳のみ)応相談
要予約 (3組)大 人3∞円子ども2∞円 駐車場5台

・ わらベビ教室 (生後2～6か月)

2020年 2月 7日・14日 (金曜日)1030～ 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

<成瀬南野保育園>
・園庭開放

2020年 2月 毎週月～土曜日 a00～ 113o

行事等で利用できない場合があります

<こばと保育園>
ロロ庭開放
2020年 2月 毎週月～金曜日 a00～ 12:00

3日 口5日 口12日・21日 は目行事の為休止

駐車場あリ

ロ育児相談
2020年 2月 毎週月・水・金曜日 a30～ 1230

要予約(1/27 10∞～)駐車場あリ

・こばと広場(室内開放)

2020年 2月 毎週月日水・金曜日 a30～ 1200

おもちゃ開放や、絵本の貸し出しも行います

3日・5日 口12日・21日 は日行事の為休止

駐車場あり

<もりのおがわ保育園>
口子育て相談
2020年 2月 毎週月～金曜日 ■00～ 1790

電話でも受け付けます

・室内開放
2020年 2月 毎遇月日水口金曜日 a30～ 1230

<町田南保育園>
・ 保育口で遊ぼう

2020年 2月 10日 (月 曜日)口 25日 (火曜日)ロ

5日・12日・19日 (水曜日)6日・27日 (本曜日)ロ

7日・21日 (金曜日)■30～ 1230

駐車場7台
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金森□書館からのお知らせ

★おけなし会★

2月5日・12日・19日・26日 (ホ曜日)15:00～

★ちょうちょうお僣むじ会★(乳幼児向l■おけなし会 )

2月21日 (金曜日):::00～
乳幼児中心のわ弓べうた・

―
・絵本むこの会です

ご兄弟もご―緒にこうぞ♪
※おけなしのへやけ:0:40から開いていきす

場所 :金森□書館 2階 おけなしのへや

I問い合わせ先 l

金森□書館 金森東3-5-1
TEL:042-710-17:7



生涯学習センターからのお知的せ

親子コンサート「0歳からの親子コンサートJ

日時:3月2日 (日曜日)1030～ ‖:30    ,

騨    
子
  。

場所 :町田市生涯学習センター 7階 ホー′L

内害 :うた07′L―卜・ヴ7脅ポ′ン・ピ7′て童目脚峙

ク‐ カ クきて細 時 間はお届けし春す

費用:無料

定員:70組 (先書願 )

申し込み:2月 3日 (日曜日)

|:00から生涯学習センターヘ電話申レ込み

I問い合わせ先l町田市生涯学習センター

E:町「田|-3-l TEL:042-728-007:

日時:3月 15日 (日曜日):400～ ]|:00

対象 :町田市在住の子育て中の父親

場所 :事ぢだ中央公民館6階学習室卜2
*講座受請者0ご家族は、保青

=て
遭べ春す′

3月29日 (日曜日)に勝、自由参mO交流会も

あら勝す は ぢだ中央公民館●階保青室 )

定員:30名 (先着願)費用 :無料

申し込み:電麗置2月 :日 (土曜日)

9:00から生涯学ロセンターヘ

*錦綱につき春しτは、手うシ・子育て

…

ご覧

いただくか、AHll合わせください

lHll合わ世先】町田市生涯学習センター

原E「田6-3-: TEL:042-728-007:

親こ子の春むびのひろば

日時 :「きじゃポ
"ポ

J2月 4日・::日・18日 (火曜日)

14:00～ 11:00
「パパき●●J2月 23日 (日曜日):4:00～ :|:00

対象:町田市内tt0001歳児こ保腰者、
マタニ■‐ 方(鳴■■釉 ポJのみ)

場所:町田市生涯学習センター6階保青室
内書 :「●しゃポッポJスキンれ 7遊び

「′留 eヾL.J書 、絵本0… こ
費用:攘科 申晩 諄:不喜lEm場 ハ

b eee
lH11合わせ先 l

町田市生涯学習センター
ロI田市原l町田6-3-l TEL8042-728-007:

― 名 ,′
～11躙購ら

“

口ぐ鴨 ‖買影ロマ

… "～
今後の予定 :2020年 1月28日 (火曜日)、

2月20日 (ホ曜日)、 3月24日 (火曜日)

時間 :3:30～ 14:30
対象:'0代から22歳くらい●でのィィこ任帽駐ん
場所生涯学習センター(レン 町田6階)保青童

※予約勝必喜雄 せん お気軽にお越しください

由子さんを通鰐糧むがら、みんなてaじ響vL感しょ
う′「わたわ7-h(テル ーションした背景てお子さ
んのアート写真を撮影)Jやむの他、押 企■にリフ
じッシュし春しょう′

Hll合わせ先:鶴:l‖劇疇子宙τ相議センター

ロ鵬雷042-734-3099

・篇描齢鶴釧5～ 1■30:309
lH11合わせ先 l

鶴問ひ春わι愕雹田讚「クラ7(鶴間中学校敷地内)

鶴間1083 TEL:042-706-4643

●高ヶ蠣勝苑 サロン
2月 20日 (ホ曜日)10::5～ ‖:30

(ラン手タイム‖:30～ :2:30)

I問い合わせ先l

高薇 学童保育クラ7(町田第六小
―

肉)

南メヨ螢1200 TEL8042-720-2449

鰹躙胤鶴露:茅
す鍼

日時:そ

醜■l発:]撃第鼎圏躍「
1:45

※:8日勝企画『ゆきだろきをつくろうJを予tLてい春す

I開催場所・H11含-1
(h:千,://www_machida― gakudou.● om/pefil cravo盤

`)そ抑 ぜ学童保育クラ7(南第二小学校内)

TEL:042-727-3384
ころん子学童保青クラ7(南第四小学校隣持)

TEL8042-799-0989

引賢疱ンターけあた≪勝あたキリスIN威瀬≫

日時 :2月 :7日 (日曜日):0:30～ :::00(自由遭び):::00～ 1::45(■口獨 ム)

場所 :成瀬
=:r二

〒ミ ンター :階ホ■′L(町田市西威瀬2-49-:)
対象 :0歳～‖学前の乳幼い 保護者 向害 :スキンれ 7を中心としta― 、ェ焦 ぉ勝なしなこ

IHll合わせ先】 子こtセンターけあん 金森4-5-7 TEL 042-788-418:



<イベ ントカじンダー > ※ィベントの詳細につιlて勝各国にお問ら1合わ世ください
特に記載のない限ιl、 開催場所惨主催保育□です 春た各イベント勝保護者(スは大人)こ―緒の参加こむι勝す

日 曜 主催施設 予約・■日・場所他 イベント名(対象年齢 )・イベント肉害 時間

4 火

光の原保育園 要予約 (1組 )

体験保育 (0歳 )H29.4.1～ H30.3.31生まれの

お子様 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

町田南保育園
要予約 (3組 平日
10:00～ 17:00)

駐車場7台

誕生会 (1～ 5歳)保育園の誕生会で一緒にお祝
いしましょう 誕生会の後は保育園のホールや園
庭で遊べます

9:30-12:30

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)好きなおも
ちゃで遊びましょう 保護者同士のミニおしゃべり
会もします みんなで情報交換をしましょう

10:00-11:00

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30-16:00)

よちよちひろば(妊娠期・0～9か月)子ども発達セ

ンターの理学療法士が来ます みんなで子育ての

情報交換もしましょう            _
14:00-15:00

5 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

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

成瀬くりの家保育園
要予約 (1/2513Ю 0
～ )

ミニくりつこ広場 (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
10:00-11:00

高ヶ坂ふたば保育園 。・ ..0。
おひさまイベント(0～ 3歳)段ボールシアター「ぞう

のエルマー」劇団、風の子による親子で楽しめる舞

台です             _
10:00-11:00

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 駐車場4台

寝相アート(0歳 )テーマは「バレンタイン」お家

から衣装を着て来てもOK、 持つてきてもOK(予約

受付平日1000～ 1700)      _
10:30～ 11:30

| ホ

町田わかくさ保育園
要予約 (5組 )

駐車場5台

国のお友達と一緒に歌や手遊

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

9145-10:15

光の原保育園 ◎ ◎
エアトランポリン(1～ 5歳)大きなエアトランポリン

で遊びましょう!!エアすべり台もありますよ
10:00～ 11:00

町田わかくさ保育園
要予約 (5組)他の

日でも個別対応可能
駐車場5台

プレママこ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、赤ちやんのいる暮
らしについてお話しませんか?園見学も可

10130-11:00

7 金

南つくし野保育園

わくわくママルーム(妊娠期・～4か月)もうすぐマ

マ…・プレママ仲間と一緒におしやべりのキャッチ

ボールをしませんか?先輩ママもいますよ
9:30～ 11:00

南つくし野保育園

BABY功フェ(0～ 1歳)赤ちやんとママ・パパ、保

育園へ遊びにきませんか?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

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 1/27

9:30～ )

2月 誕生会 (0～ 3歳 )2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

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日990～
17:00)

こあらくらぶ(0歳 )「ハピママヨガ」インストラク
ターさんを招いて赤ちやんと一緒にできる親子ヨガ
です               __

10:00～ 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 駐車場4台

寝相アート(1～ 5歳)テーマは「バレンタイン」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

10 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)新聞紙で遊び

ましょう 好きなおもちゃをみつけて親子やお友だ

ちと一緒に遊びましょう

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「デコおにぎり作りとお弁当会」(2
～4歳)H27.4～ H29.3月 生まれ対象 親子でおに

ぎり作り 海苔を巻いてママが可愛く仕上げます
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′ヽスタオ

ルを1枚ご持参ください

10:00～ 11:00

5



12 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

′イモンド南町田保育園 弔 手
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

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)室内や園庭でおも
いつきり身体を動かしましょう 親子共に動きやす
い服装で来てくださいね

10:00-11:00

町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )

駐車場5台

育児講座「作つてみよう!離乳食」初めての離乳
食作りの基本や国の離乳食の紹介など、久しぶり
で忘れてしまつたという方もどうぞ

10:00～ 11:00

成瀬くりの家保育園
要予約(1/251300
～ )

大きくなったかな 身体測定・育児相談 看護師や
保育士とゆっくりお話しましょう

10:00-11:00

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 駐車場4台

スクラップブック作り 今月は壁掛けアルバムです
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

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

:3 ホ 高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日9ЮO～
1■00)保護者食事
代300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

'4

金

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

こうりん保育園
要予約 (7組 平日
10:00～ 17:00)

駐車場4台

一緒に楽しもう 保育園の先生 (1歳 、3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

:5 土 レイモント
・
南町田保育園

Our"NOW"expOs面 On～今の僕たち博覧会～
子どもたちの成長と輝く姿をご覧ください れもん
てぃ―の1年の様子も掲示しています

9:30～ 13100

(最終受付 1230)

'7
日

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

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日■00～
17:00)

さくらんぼくらぶ「タイムカプセル作り・誕生会」(2
～4歳 )H27.4～ H29.3月 生まれ対象 10歳になつ
たら開けるタイムカプセルを作ります

10:00～ 11:00

光の原保育園 6
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
鶴間会館
駐車場なし

みなみつこひろば (0～ 3歳)身体を動かして遊び
ましょう お友だちと遊んだり保護者同士で情報交
換もしましょう

10:00-11:15

こばと保育園
要予約(8組 1/27
1000～)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ょに楽しみましょう!バスタ
オル・飲み物持参

10:00-11:30

成瀬くりの家保育園
要予約(1/251300
～ )

誕生会 2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

:8 火

ねむの木保育園
要予約 (各部15組
1/27 10:00～ 15:00)

駐車場要相談

みんなで遊ぼう～リトミック講座～ (1)0～ 1歳 5か
月(2)1歳6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

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9130～ 16:00)

ぷちわんひろば(10か月～1歳 5か月)親子で楽し
く遊んだり、わらべうたを楽しんだりしましょう 2月

生まれのお祝いもします
10:00～ 11:00

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 1/27
9:30～ )

離乳食体験 (ブレママ～おおよそ6か月)保育園
の離乳食を試食してみませんか ?レシピもご紹介
しますよ お食事エプロン、口拭きタオル等持参

10:00～ 11:00

町田南保育園
要予約 (6組 平日
10:00-17:00)

駐車場7台

おはなし会 (0～ 2歳 )わらべうた遊びやお話を親
子で楽しみましょう

10:00～ 12:30

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)赤ちゃんをあ
やす時のコミュニケーション方法「マザリーズ」のお
話と親子のふれあい遊びをしましょう

14:00～ 15:00

6



:9 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 loo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

成瀬南野保育園
要予約 (2組 1/27

9ЮO～ 16301/31締
切 )

誕生会 カードのプレゼントがあります 皆にお祝
いしてもらいます

10:00-10:40

町田わかくさ保育園
要予約 (10組)雨天
時室内 駐車場5台

防災講圧、消防軍が来るよ

'肖

防士さんのお話を
きいて近くで消防車を見よう 消防署の状況により
消防重が来おれない場合キ:右

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

高ヶ坂ふたば保育園

`,0
おひさまくらぶ (0～ 3歳 )「季節の工作・ひなまつ

り」親子で作れる内容です
10:00～ 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 駐車場4台

一緒に作りましょう お雛様作りを一緒に楽しみま
しょう (平 日予約1000～ 17ЮO)

10:30-11:30

20 ホ

こびとのもり保育園
要予約 (3組 1/27

10:00～ )

2月 お誕生会 2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
カードル需葬プレゼントl´ます

9:30-10:30

こうりん保育園
要予約 (5組 2/17ま

で 受付平日1000～
17ЮO)駐車場4台

お楽しみ会 2月 生まれの誕生会を行います 10:00-10:45

21 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
゛

Ｊ
じ

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

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

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 言葉がおそい、人見知り、場所
見知り等お子さんの対応に悩んでいる方一緒に遊
びましょう 臨床心理士等のミニ講座もあります

10:00-11:30

25 火

こばと保育園
要予約 (4組 1/27
1000～)親子で500
円 駐車場あり

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 !

10:00-12:00

こばと保育園
要予約 (10組 1/27
1000～)駐車場あ
り

誕生会(2か月～5歳 )2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

市立金森保育園
金森図書館 (2階おは
なし室)第 2駐車場
をご利用ください

たのしいおりがみ(1～ 5歳)お子さんを遊ばせな
がら、大人が折り紙でお雛様を作ります 時間に遅
れないようにお越しください

10:30～ 11:30

26 ホ

市立金森保育園
要予約
南市民センター

保育園入園を迎える保護者のおしゃべり会 南地
域保育園の合同イベントです (保育付)(受付入
園決定通知到着後9ЮO～ 1■ 00)

9:30～ 10:20、

10:40～ 11:30のど

ちらかの参加

高ヶ坂ら、たば保育園 θ0
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?2月 生まれのお友達のお誕生会もし
ます

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～ 11:00

27 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 親子で身体を動かして遊びましょ
う お友だちと遊んだり保護者同士で情報交換もし
ましょう

10:00-11:00

光の原保育園 要予約 (10組 )

親子クッキング(2～ 5歳)ひな祭りにぴつたり!親
子で出来るお手軽てまり寿司を作りましょう エプ
ロン、三角巾をお持ちください

10:00～ 11:00

こびとのもり保育園
要予約 (7組 1/27
10:00～ )

ひなまつり制作 (1～ 2歳 )親子で楽しくひなまつり
制作をしませんか ? 10:00～ 11:00

28 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にて

工作イベント(1歳 ～2017年 4月 1日 生まれ)12月
の工作イベントが好評だつた為、2月 にも開催致し
ます

(1)9:15～ 10:15

(2)10:30-11:30

7



28 金

南つくし野保育園 00
ちょつとほつとカフエ(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

町田南保育園
要予約 (10組 平 日

10:00～ 17:00)

駐車場 7台

子育てママのストレッチ 日頃の疲れをストレッチ

でほぐしましょう お子さんと一緒にどうそ
10:00～ 12:30

レイモンド南町田保育園
要予約(2家庭 受付
1000～ 16ЮO)有料
アレルギT対応なし

お悩み解消ランチタイム (妊婦～生後1歳まで)

子育てに不安や悩みを抱えているママ同士で、園

自慢のカレーを食べながらお話しませんか?
11:30-12:30

★☆子どもセンターばあた7ログラム★☆

◆けあたキャス(0歳～輔学前の乳幼児)

日崎■ 2月7日・ :4日・21日 028日 (金曜日):::00～ :::30

内害 :親子体操、手遊び、ゲーム、工作、お勝0しなこ
※7日は2月生きれのお誕生日会をし春す

◆轟ちゃんタイム(0歳の乳児)

日時 :2月 :3日・27日 (本曜日),1:00～ ,2:00
※27日は南地電子育て相餞センターの職員が来手す

◆a憾むしはじ春るよ(0歳～輔学加 乳幼児)

日時 :2月 3日・

'7日

(日曜日)‖ :00～ ‖:30

協力 :ポランティア 嗜 けなしこんからιlん Jにようお離 です

◆ふたごちゃんあつきれ ′(0歳～輔学前の多胎児)

日時 :2月 0日 (ホ曜日)10:30～ 12:00

内害 :81たこのお子さんをもつママ同士、気軽におしゃべ
`lを

楽しみ参す

※詳綱勝下記施設きてお問い含な ださい

IHll合わせ先l 子どもセンターけあた 金森4-5-7 TEL8042-788-418:
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※要予約のイベントは各施設へお問い合わ世ください
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

冒昌言舌 042-724-4468(罹望玉ヨ)  Fax 050-3101-9459
「この冊子は、8700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

留 も.。 キ

リサイクル通性◎

この印用物は、印鵬用のIIヘ
l」 サイクルできます。

にこにこぼっこサロン

お勝むじ会や工作、からだをつかった遭びや望仕会、季節の行夢むこ、楽しい■ログラムを用意してll●す
みんなあつきれ にこにこ膠っこサロン f

日時 32月 7日 (金曜日)10:15～ ‖:30(ラン手タイム‖:30～ 12:30)

7日勝「あたのしみ会Jを行い審す

今年鷹最後のにこにこクラ7′ 何をするのか

…

に r

I問い合わせ先】
なんなる学童保育クラ7(南威瀬小

― 地内)南 威瀬 3-6 TEL:042-726-:758


