★地区こども館・分室１１月＆１２月１０日までの行事予定
場所

ち
の

月日（曜日）

時間

内

休館日：日曜・祝日
容

１１/１（金）

おりがみ教室
14:30～16:30 季節に合ったものや、作って遊べる作品など様々なおりがみを、みんなで楽しく作っています。 【対象】
小さなお子さんから大人の方までどなたでも参加出来ます。 【その他】材料はこども館で用意します

１１/２８（木）

わくわくげきじょう 「プレイパーク」
毎年恒例の「わくわくげきじょう」です。連続で５日間毎日違う内容で行います。お楽しみに♪
自分がやりたいことが出来る「プレイパーク」 木工工作や火おこし、みんなで美味しいものを
14:00～16:30
作ってみたり・・雪が降ったら雪遊びもできるといいね。保険を掛けますので、参加される方は
当日参加票に記入していただくか事前にご連絡下さい。 【対象】どなたでもどうぞ。未就学児
のお子様は、保護者同伴でお願いします。 【持ち物】着替え・ビニール袋

１１/２９（金）

14:00～16:00

わくわくげきじょう「ペットボトル工作」 ペットボトルを使って、工作します。どんなものが出来
るか、お楽しみに。 【対象】どなたでもどうぞ 【持ち物】材料は、こちらで用意します
わくわくげきじょう「音あそびをたのしもう」 カスタネットやタンバリン、家庭にある身近なフラ

１２/２（月）

14:00～16:00 イパンなど、「クリスマスソング」で、みんなで合わせて、音の世界を楽しみましょう🎶 【対象】

どなたでもどうぞ。参加費はかかりません。
わくわくげきじょう「おりがみ教室」 「クリスマス」にちなんだ作品を、みんなで楽しみながら作
りましょう。 【対象】どなたでもどうぞ 【持ち物】材料は、こちらで用意します

１２/３（火）

14:00～16:00

１２/４（水）

わくわくげきじょう「かわいい🎶ボンボンづくり」
最終日。最後まで盛りだくさんです。毛糸でボンボンを作って動物にしたり、まっくろくろすけや
14:00～16:00
ヘアアクセサリーなどオリジナル作品を作りましょう(*^-^*) 【対象】どなたでもどうぞ 【持ち
物】材料は、こちらで用意します

休館日

11/3、11/4、11/10、11/17、11/23、11/24、12/1、12/8

ちの地区こども館 永明わくわく館
【住所】茅野市塚原1-9-16 家庭教育センター内 【電話】０２６６-７３-０８８１（専用） 【開館時間】9:00～17:00（12:00～13:15閉館）

１２/５（木）
宮
川

休館日

未就園児親子のつどい モンタナさんと楽しむクリスマスコンサート
10:00～11:00 モンタナさんとクリスマスソングを楽しみましょう！ 【対象】どなたでも参加していただけます。 【場所】
宮川地区コミュニティセンター２階大広間 【その他】参加費・申込等不要です
11/2～11/4、11/10、11/17、11/23、11/24、12/1、12/8

宮川地区こども館 きてみてどん
【住所】茅野市宮川4552-2 中央公民館内 【電話】０２６６-７２-９９７０（専用） 【開館時間】9:30～17:00（12:00～13:00閉館）
未就園児の集い“天使のえくぼ”
おはなし会や自由遊びで楽しみましょう！市の保健師さんや栄養士さんによる育児相談も行われていま
１１/２７（水）
す。赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃん迄どなたでもご参加頂けますので、お子さんもお家の方も気
※育児相談は 10:00～12:00
の合うお友達と出会いに是非お出掛けください。 【対象】主に未就園児・保育園児とその保護者の方で
9:30～11:00
すが、どなたでもご参加頂けます。 【持ち物】育児相談をご利用の方は、母子手帳とどんぐり手帳をお
米
持ちください。

沢

休館日

11/2～11/4、11/9、11/10、11/17、11/23、11/24、12/1、12/8

米沢地区こども館 のびっこ広場
【住所】茅野市米沢4181 米沢地区コミュニティセンター内 【電話】０２６６-７２-５２１１（専用） 【開館時間】9:00～17:00（12:00～13:00閉
館）

豊
平

１１/１８（月）

おりがみ教室
10:00～11:00 今月のテーマはバラのリースです。どんなものができるかお楽しみに！ 【対象】どなたでもお気軽にご
参加ください 【持ち物】材料はこちらで用意いたします。

１１/２２（金）

おはなし会（やんちゃりか主催）
10:00～10:30 未就園児親子で絵本の読み聞かせや手遊びを楽しみましょう。たくさんの方の参加をお待ちしていま
す。 【対象】未就園児親子 【持ち物】材料はこちらで用意いたします。

休館日

11/2～11/4、11/9、11/10、11/17、11/23、11/24、12/1、12/8

豊平地区こども館 縄文キッズワールド
【住所】茅野市豊平2321-1 豊平地区コミュニティセンター内 【電話】０２６６-７１-１６０４（呼出） 【開館時間】9:30～17:00（12:00～13:00
閉館）

玉
川

１１/２（土）

おはなし会・つくってあそぼう「しめなわリースづくり①」
13:00～16:00 畳表でしめなわを作ります。輪かざり（リース）にして12月に飾り付けをします。お正月まで飾れる素敵な
リースを作りましょう。おはなし会の内容はお楽しみに！ 【対象】どなたでも参加できます

１２/７（土）

おはなし会・つくってあそぼう「しめなわリースづくり②」
13:00～15:00 おはなし会を楽しんだ後、11月に、い草で作ったしめなわに、リボンや松ぼっくりなどで飾りをつけます。
【対象】どなたでも参加できます

休館日

11/3、11/4、11/9、11/10、11/17、11/23、11/24、12/1、12/8

玉川地区こども館 玉川のびのび館
【住所】茅野市玉川3666-1 玉川地区コミュニティセンター内 【電話】０２６６-８２-２６２５（専用） 【開館時間】9:30～17:00（12:00～13:00
閉館）
１１/１４（木）
１１/２８（木）

未就園児親子おはなし交流会“きいろいさくらんぼ”
10:00～12:00 毎月第２、第４木曜日に開催しています。絵本の読み聞かせの後、参加親子の交流や自由遊びを行っ
ています。木製おもちゃ、ブロック、お人形、つみきなどそろっています。ぜひ遊びに来てくださいね。

１１/１８（月）

おはなし会・つくってあそぼう
15:30～16:30 地域のボランティアさんによる絵本や紙芝居の読み聞かせの後、おりがみの工作をします。何ができる
かお楽しみに。 【対象】どなたでも参加できます

１１/２８（木）

育児相談会
10:40～11:15 保健師や栄養士による育児相談会です。離乳食の試食もあります。相談をされる方は母子手帳、どんぐ
り手帳をお持ちください。 【対象】未就園児親子

泉
野

休館日

11/2～4、11/10、11/17、11/23、11/24、12/1、12/8

泉野地区こども館 いずみのほとり
【住所】茅野市泉野2647 泉野地区コミュニティセンター内 【電話】０２６６-７９-２７３１（専用） 【開館時間】9:30～17:00（12:00～13:00閉
館）

金
沢

１１/３（日）

9:30～14:00

金沢地区文化祭
こども館では、きらきらカフェを開きます。輪投げやおはなし会もやるので、遊びに来てくださいね。 【対
象】0歳～大人 【持ち物】小銭（10円玉）を用意してきてね

１１/５（火）

9:15～9:45

おはなし会
ボランティアさんによる絵本の読み聞かせです。金沢保育園のお友達も参加します。※雨天時は９時か
ら保育園で行います。 【対象】3～5歳

休館日

11/2、11/4、11/10、11/17、11/23、11/24、12/1、12/7、12/8

金沢地区こども館 金沢なかよし館きらきら
【住所】茅野市金沢1152 金沢地区コミュニティセンター内 【電話】０２６６-８２-２６４１ (専用) 【開館時間】9:00～17:00（12:00～13:00閉
館）

湖
東

１１/３（日）

第32回 湖東公民館まつり
湖東小学校体育館を主会場に､地域の方々とおまつりを楽しみます｡力作展示や各種発表を予定してお
り､湖東小学校児童のみなさんによる｢わくわく講座｣ステージ発表も見どころです｡モバイルプラネタリウ
9:30～
ムでは､湖東キッズが自分たちで作り上げた作品を上映します!! アナウンスなど全てに挑戦しています
14:00（予定）
のでぜひご覧ください｡ 屋外では消防団による展示のほか各種団体のブースもご用意しています｡もち
ろん､こども館からのかわいい展示も見逃せませんよ❤ ご家族みなさんでお出掛け下さい｡ 【問合せ】
湖東地区コミュニティセンター(☎71-5008)

１１/１２（火）

夢のおひさまけんきゅ～じょ(未就園児さんの集い)からだで あそぼっ♪
少し寒いけど､ジッとなんかしていられな～い☺ 絵本や手遊びを楽しんだ後は､みんなで楽しく体を動か
10:00～11:30
して遊ぶよ♪ 女性講師の方が優しく教えてくださいます｡今年はどんなワクワクがあるかな!? 【対象】未
就園児さんとご家族 【持ち物】飲み物や汗拭きタオル､着替えなど各自必要な物をお持ちください｡

１１/２１（木）

9:30～11:00

休館日

北部育児相談会
詳しい内容は、北部健康福祉サービスセンター（TEL0266-77-3000）へお問い合わせ下さい。

11/2～/4、11/10、11/17、11/23、11/24、12/1、12/8

湖東地区こども館 湖東夢のこども館
【住所】茅野市湖東4978-1 湖東地区コミュニティセンター内 【電話】０２６６-７１-５００８ (呼出) 【開館時間】9:30～17:00（12:00～13:00
閉館）

１１/１６（土）

北
山
休館日

第１２回北山BAN★BAN （北山地区こども館まつり）
北山地区こども館運営委員会・星空館こども運営委員会「♪ポップスターズ☆」・北山地区コミュニティ運
営協議会子育て部会共催。「Twinkle Star」のダンス発表、北部中学校の合唱部発表、おまつり広場（遊
びコーナー＆おやつコーナー）、ビンゴ大会などで、「BAN★BAN遊ぼう！BAN★BAN楽しもう！BAN★
12:20～15:15 BAN盛り上がろう！！」 子どもはもちろん、地域の大人の皆様もお待ちしています！会場は、北山地区
コミュニティセンターと北山小学校体育館（ニュースポーツ）です。 【持ち物】景品などを入れる袋、飲み
物、上はき（体育館利用者）
※小学校へ上がる前のお子さんがいる場合は、必ず保護者同伴でご参加ください。
※当日は、茅野市図書館北山分室は、閉まっています。
11/2～4、11/10、11/16、11/17、11/23、11/24、12/1、12/8

北山地区こども館 星空館
【住所】茅野市北山4340-1 北山地区コミュニティセンター内 【電話】０２６６-７１-５００９ (呼出) 【開館時間】9:30～17:00（12:00～13:00
閉館）

中
大
塩

１１/１９（火）

ころころタイム
ボランティアさんが「おはなし会」を行います。たまにはゆっくり親子でおはなしの世界にひたりません
10:00～11:00
か。「健康相談」の日に合わせて開催します、大ホールで相談が終わったらおいで下さい。 【対象】どな
たでもご参加ください

１１/２８（木）

ころころ広場「親子de運動あそび」
スポーツ推進委員会・寺島先生による運動あそびです。床の上をでんぐり返ししたり、パラリンピック競
10:00～11:30
技「ボッチャ」を体験しませんか？親子で一緒に体を動かして楽しみましょう。 【対象】未就園児親子
【参加費】なし 【持ち物】飲み物と汗拭きタオルは忘れずに

休館日

11/2～11/4、11/10、11/16、11/17、11/23、11/24、11/30、12/1、12/7、12/8

中大塩地区こども館 どんぐりころころ館
【住所】茅野市中大塩8-15 中大塩地区コミュニティセンター内 【電話】０２６６-７２-８０３３ (専用) 【開館時間】9:30～17:00（12:00～
13:00閉館）

