
育児サーク′L_モンキース
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大人 も子供 も楽 しい時間が過 ごせ るのって嬉 しいです よね

季節に合わせた体験や子供の好 きな遊びがいっぱい

子育て しなが らみんなで一緒に楽 しみませんか ?

●

活動日 毎週金曜日 (3～4回 /月 )

活動時間  10時～12時

活動場所  小山公民館・公園など

(施設見学や体験におでかけすることも)

会費  1歳未満 月 100円  1歳以上 月 150円

(兄弟の場合、2人 目のお子さんから 1歳未満 無料

1歳以上は 半額の 75円 になります)

初回のみ スポーツ保険  800円
(けがなどを想定して入会しています)

対象  0歳の赤ちゃん～入園前のお子さん

2022年 4月 1日現在の人数は 大人 13名 子供 13名

(0歳 6名 、1歳 6名 、2歳 1名 )

工作やクッキング、お花見や水遊び、お誕生 日会

夏祭 りや クリスマス会、くだもの狩 りなどのおでかけもあ ります

気になる方は体験 もできますのでご連絡お待ち しています

HPは『モンキーズ 相模原』で検索☆

お問い合わせ 市役所保育課 042-769‐8340
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令和4年度

会員募集中・随時見学OK

持ち物

汗拭きタオル

飲み物

山見/A■園 里見公園 光が丘第一公園 光が丘第二公園 光が丘公民館など

会費

300円 /月

入会金なし

スポーツ保険込み

三学期

1月 お楽しみ会
2月 節分
3月 おBUれ会

※行事|ま予定のため変更
することがあります

お問い含わせ
相模原市役所 保育課

● 042-了69-3340

子育て中の悩みを相談したり、情報交

毎週火曜日・金曜日

10:00へ′12:00

4月 新年度スタート
5月 いちご狩り
6月 遠足
7月 お楽しみ会

*会員数
保護者 10名 乳幼児 11名

(2歳児 5名/1歳児 5名/0歳児 1名 )

工学期

9月 遠足
10月 ハロウィン
11月 お芋ほり
12月 クリスマス会

」みを相談したり、情報交換したりしませんか ?
一緒に子育てを楽しみましょう♪

活動日

一学期



Q.活動日時と場所は?

A.毎週金曜日
午前 :0時～:2時
光が丘公民館
淵野辺公園 など

瞥β何をするの?

A.4か月毎の誕生日会
季節の行事
おもちゃの製作など

春 :こいのぼり、英語教室遊び
夏:七 夕、水遊び、夏祭り
秋 :消防署見学、ハロウィン

冬 :クリスマス、親子クッキング
など

j.l .

令和4年度 新規会員大募集 !

同じ年のお子さんと触れ含える
いい機会ですより

Q.メンバーは?

A.今和4年4月 現在
保護者 :1名

乳幼児 12名
3歳 0名
2歳 8名
:歳 3名
0歳 :名

Q.お問い合わせは?
市役所保育課
042(769)8340ま で

育児サ拗 ル
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□活動場所 橋本7A・民館(橋本駅直結 AEON 6F}
□活動日時 月3～4回 午前10:00‐12:00

国会費 お子さん一人につき200円ノ月(き ょうだい割引あり}

□保険 指定のスポーツ保険に加入していただきます

(お子さん一人につき800円/年 )

□活動内容 お誕生日会、親子ぞ楽じめるふれあい遊び

ブルーベリー狩り、公園遊びなどの外遊び

講師を招いてのツトミックや手形アートなど

毎月の活動は、お当番制ぞす。

企画や準備など、ママf2ち みんなで運営しています。

「どんなこどを しているんだろう??」

「うちの子しこも色々な体験をさせてあげたいな。..」

「親子共に同年代のお友だちが欲しいな。̈υ」

など、少しでも気になった方はぜひ遊びしこ来てください

"

ご興味のある方は、右のQRコ ー ドを読み取ってくださいコ

橋本バンダの会 instagramに飛びます)

DMよ り、見学希望の旨お知らせくださいυ

橋本パンダの会は相模原市からご支援をいただいている育児サ■クルです。
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相模原市 橋本Iリ ア

ママじお子またt笑 顔になれ

ている子育マ7-ワ lし で'す 。
い時間を ―緒に過ごしませたか?
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令和4年度 お反達募集
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0歳から就園前までのお子様六募集|

みんなでワイワイ遊びましょう)

活動場所 大沢公民館、相模原北公園 など

活動日時 月4回位 平 日 10時頃
～

(活動向容により、回数・時間の変更あります:)

月会費 用  400円
(入会金0教材費などは日1です)

活動内容 お誕生日会0野菜収穫0運動会0調理室活動
0消防署見学0工作・公園遊び

バス車庫見学0クリスマス会0お別れ会など
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今年度会員数

?:!:重  Jl
2歳 :6名

, お問い合わせ先

♪ 市役所保育課
042-769-8340
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青空外あそびの会
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撻 会員数 38名
41名 (令和4年4月 1日 現在 )

5名

16名

20名

保護者
子ども

0歳児
1歳児
2歳児

憧対象
活動場所

瞳活動日/時間帯
磯倉覇内容

0歳児～未就園児とその保護者
主に銀河の森プレイパーク、たけとんば、
相原谷戸、星が丘公民館
主に水曜日午前lo時～午後15時頃

年会費  1500円 (―家族)

外遊び、お誕生会、季節のイベント、
遠足、相原谷戸散策、

染物などのワークショップなど

子どもと一緒に自然の中で楽しみながら、

子どもの成長の一歩一歩を見守りながら、親も子どもも育ち合うのが

青空外あそびの会もりのこです。ゆるつと、来たい日に好きな時間で
の自由参加で行つています。

なんと言つても、ゆるさが魅力で、お試しもできます。
子どもと一緒にもつと外遊びを楽しみたい :と 思つたら、ぜひ一度

もりのこに遊びに来てくださいね ♪

磯 問い合わせ先 市役所保育課 8042-769-8340
機 ホームページ http:〃ameb10.jp/mo百 nOko‐sagamihara/
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≪活動内容≫

親睦会 こいのぼり制作 ミニ運動会 親子ビクス

お譲り会 水遊び 消防見学

お誕生日会 夏祭リ ハロウィンパーティー

親子リトミック /AN園遊び クリスマスパーティー

豆まき、ひなまつり

〆        ≪会員数≫

大 人 18人 子ども 19人

≪年齢構成≫     ≪活動日時≫

0歳… 3人 1歳… 5人   毎週火日程日

2歳…10人        10時 ～12時

≪主な活動場所≫

麻溝
/AN民

館・ 公園

麻溝こどもセンターなど
″

≪会費≫

年間 2,750円

:〇・
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8P05い合せ先 042-769-8340(市役所保育課)
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スマイリしくら′Бミ
費 2022年度 書
あたら♭いおともたちを

♂  ぼじゆうしています|

スマイルくらぶはママ達の手作リサークルです。
「スマイルに来ている時はママも子供も
皆ニコニコ ウ 楽しく遊べるように」

との願いを込めて名付けられたスマイルくらぶ で
皆さんも一緒に遊びませんか ?

●活動内容 (予定)

季節行事 :

じやがいも掘り 。夏祭り 。運動会
さつまいも堀り。ハロウィン・
クリスマス会 。親子∃ガ・ リトミック
制作 。公園遊びなど
コロナ対策を実施して活動しています

今年度は、ォンラインでの座談会や
ヨガなども検討しています
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お問い合わせ先:相模原市役所保育課 (TEL)0427698340



☆保護者数

☆乳幼児数

☆乳幼児の構成年齢

☆主な活動場所

☆活動日時

☆会費

☆入会金

☆活動内容

20名

21名

0歳児    5名
1歳児    12名
2歳児    4名
3歳児    0名

計   21名

大野南公民館・官舎集会場

中央公園など

主に月曜日 10時～12時

4000円ノ年間

800Fヨ

リトミック・ヨガ・親子体操

誕生会・工作・季節行事など

市役所保育課   042‐ 769‐8340☆お問い合わせ先
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子育てサーク′L

模大野を拠点に活動する子育てサークル「 トトロの会」

○歳～ 3歳児意での未就園児で集まり様々な活動をしています

のんびりとした雰囲気の中で一緒にあそびませんか?

・ ●.

【会員数 】

【年齢構成】

【活動日時】

【活動場所】

【対 象 】

【会 費 】

保護者  14名  子供  14名
0歳 :3名 1歳 :7名 2歳 :4名 3歳 :0名

4月 より 毎週木曜日 月 4回 1010012:00

※会場確保の関係で活動が木曜以外になることもあります

大野南公民館、官舎、プラザ集会所、近隣の公園等

0歳 (おすわり程度)～ 3歳までの未就園児

年 4200円 (初 回に徴収 )

※1家族の金額です。ご兄弟で入会でも4200円

※活動内容によって参加費が別途かかることもあります

【募集期間】毎年 1月 ～3月

リトミック、消賄署見学、子青て講座、おけなし会、遠足、人形飢 工作、

味覚狩ιkいうa自.1れ lt掘

"ヽ

季節行事榎祭1l Aロシン、Xmas会0こ )

えいご:′トミック、公園あそび むこ

トトロの会ではお母さん同士も仲良<話せて子育て

仲FBOもた<さん出来ます★ご参加をお待ちしております

問合せ先:相模原市役所 保育課 042-7698340

totoronokai@gmailcom

|    トトロの活動をアメブロにて掲載中 !    |

|「HAPPY子 育てサークル★トトロの会」をご覧下さい |
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ママたちで作る育児サークル

2022年度メンバー募集中 r′ ′

〈現会員数〉保護者 17名 こども20名 (0歳 5名、1歳 7名、2歳 8名 )

く対象年齢〉0歳～4歳

く活動場所〉相模台公民館、相模台こどもセンター、相模台公園など

く活動日〉平日10時 ～1爵  週 1回 月 4回 ※月によって変動あり

く会費〉月会費200円、保険料800円佛J途手数料330円 )

く活動例〉 4月 :総会   5月 :いちご狩り

6月 :親子ヨガ   7月 :水遊び、プルーベリー狩り

8月 :消防署見学   9月 :清掃工場見学

10月 :さ つまいも掘 り、ハロウィン  H月 :リ トミック

12月 :ク リスマス会   1月 :保育園の先生と遊ぼう

2月 :体操教室   3月 :お別れ遠足、お別れ会

※年度途中での入会も大歓迎です ||

※その他、誕生日会、工作、公園遊び等をしています。

※コロナウイルス感染症の流行状況により日程や内容変更の可能性があります。

★申込みや質問は、以下で受付しています !ご連絡下さい。

相模原市役所 保育課 :042-769-8340 又は メール→peterpan_kids@yah00。 coojp

拳


