※都合により日程が変更になる場合がありますので、事前に各施設にご確認ください。

★地区こども館・分室１２月＆１月１０日までの行事予定
場所

月日（曜日）

時間

内

休館日：日曜・祝日
容

１２/２（月）

わくわくげきじょう「音あそびをたのしもう」
「わくわくげきじょう」３日目です。カスタネットやタンバリン、家庭にある身近なフライパンなどを使って、季節に
14:00～16:00
合った楽しい歌を、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 【その他】参加
費はかかりません

１２/３（火）

わくわくげきじょう「おりがみ教室inクリスマス」
14:00～16:00 「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 【その他】材料
はこちらで用意します

１２/４（水）

わくわくげきじょう「かわいい🎶ボンボンづくり」
14:00～16:00 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 【その他】材料はこちらで用意します

ち
の

☎ ０２６６-７３-０８８１（専用） 休館日 12/1、12/8、12/15、12/22、12/28～1/5
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 【開館時間】9:00～17:00（12:00～13:15閉館）

１２/５（木）

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

宮
川 ☎ ０２６６-７２-９９７０（専用） 休館日 12/1、12/8、12/15、12/22、12/27～1/5

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 【開館時間】9:30～17:00（12:00～13:00閉館）
10:00～12:00
＊育児相談
１２/２５（水）
は9:30～
11:00迄

米
沢

未就園児の集い“天使のえくぼ”☆クリスマス会☆彡
ロールカステラにトッピングをしてオリジナルケーキを作っちゃおう！今年もサンタさん来てくれるかな？皆で
楽しくクリスマスをお祝いしましょう。参加の申し込みは必要ありません。保健師さんや栄養士さんによる育児
相談も、いつも通り行われますのでご利用ください。 【対象】主に未就園児・保育園児とその保護者の方です
が、どなたでも参加できます。 【持ち物】飲み物、お皿、フォーク ※育児相談をご利用の方は、母子手帳とど
んぐり手帳をお持ちください。

のびっこ広場大掃除
この１年みんなの居場所だった“のびっこ広場”を、『ありがとう』の心をこめてみんなで大掃除しましょう！来年
１２/２６（木） 13:00～17:00
もまた、ここで仲良く楽しく過ごせますように・・・ 【参加者】主に小中学生ですが、他にもご協力頂ける方がい
らっしゃいましたら大歓迎です。

１２/２７（金）
１/６（月）
１/７（火）

米沢“寺子屋教室”
地区の学習ボランティアの方々（ベテランの小・中・高元先生方）が、皆さんの冬休みの学習について、ちょっ
9:30～11:30 としたヒントや考え方等のアドバイスをしてくださいます。学習の合い間には息抜きのお楽しみもありますの
で、ぜひお友達を誘って気軽に参加してください。参加申し込みは不要です。 【対象】小・中学生及び高校生
【持ち物】冬休み帳や自分の勉強したい物一式

☎ ０２６６-７２-５２１１（専用） 休館日 12/1、12/8、12/15、12/22、12/27～1/7
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 【開館時間】9:00～17:00（12:00～13:00閉館）
おりがみ教室
１２/１６（月） 10:00～11:00 遊んだり飾ったりできるおりがみを作ってみませんか？今月はクリスマスがテーマです。 【対象】どなたでも
参加できます 【その他】材料はこちらで用意します

豊
平

おはなし会・クリスマス会
１２/２３（月） 10:00～11:00 クリスマス会でちょっとスペシャルなおはなし会です。工作やおやつ作りもしますよ！ 【対象】未就園児親子
【参加費】材料費100円、事前申し込み12/18までにこども館まで

１/６（月）

書初め教室
13:00～15:00 小中学生の皆さん、冬休みの宿題「かきぞめ」を広い場所でやりませんか？先生もきてくれますよ！ 【対象】
小中学生 【持ち物】お習字道具一式（お手本、書初め用紙）

☎ ０２６６-７１-１６０４（呼出） 休館日 12/1、12/8、12/14、12/15、12/22、12/28～1/5
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 【開館時間】9:30～17:00（12:00～13:00閉館）

場所

月日（曜日）

１２/７（土）

玉
川

時間

内

容

おはなし会・つくってあそぼう
「しめなわリースづくり②」11月に作った輪かざり（リース）に、リボンや松ぼっくりを使って飾り付けをします。お
13:00～15:00
正月まで飾れる素敵なリースを作りましょう！おはなし会もあります。内容はお楽しみに。 【対象】どなたでも
参加できます 【持ち物】作品を入れる袋、１１月に作った輪飾り

☎ ０２６６-８２-２６２５（専用） 休館日 12/1、12/8、12/14、12/15、12/21、12/22、12/28～1/5
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 【開館時間】9:30～17:00（12:00～13:00閉館）

１２/１０（火）

こども運営委員会主催 くりすます会
学校終了後
今年もこども運営委員の子が計画を立てています。内容はお楽しみに。最後にはビンゴゲームをします。こど
～
も館による時は、必ずおうちの人に言ってから来てね。 【対象】主に泉野小学校児童

未就園児親子おはなし交流会“きいろいさくらんぼ クリスマスパーティー”
１２/１２（木） 10:00～12:00 今年最後の交流会となります。音の出る楽器を使って皆で歌ったりおどったりしましょう。プチおはなし会あり。
子ども達の１年の成長を喜びましょう。サンタさん来るといいね💛 【対象】未就園児親子

泉
野

１２/１６（月）

15:30頃～

１２/２７（金） 10:00～12:00

おはなし会・つくってあそぼう
今年最後のおはなし会です。クリスマスバージョン？お正月バージョン？内容は当日までお楽しみに。 【対
象】どなたでも参加できます
寺子屋教室とプチおやつづくり
冬休み初日に今年も寺子屋教室を開催します。プチおやつを皆でつくったあとは、各自で持ってきた勉強をし
ます。わからない所は地域の先生がやさしく教えてくれますヨ。 【対象】主に小学校児童 【持ち物】自分の勉
強道具

☎ ０２６６-７９-２７３１（専用） 休館日 12/1、12/8、12/15、12/22、12/28～1/5
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 【開館時間】9:30～17:00（12:00～13:00閉館）
１/７（火）

おはなし会
9:15～9:45 ボランティアさんによる絵本の読み聞かせです。金沢保育園のお友だちも参加します。※雨天時は9時から保
育園で行います。 【対象】３歳～５歳

金
沢 ☎ ０２６６-８２-２６４１ (専用) 休館日 12/1、12/7、12/8、12/15、12/22、12/27ＰＭ、12/28～1/5

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 【開館時間】9:00～17:00（12:00～13:00閉館）
夢のおひさまけんきゅ～じょ ～サンタがおひさまけんきゅ～じょにやってくる!?～
絵本や手遊びを楽しんだ後は･･･今年もクリスマスパーティーで楽しみましょう♪ ケーキをデコレーションして
みんなで試食します♪ サンタのおじさんは来てくれるかな!? インフルエンザ等の影響により､内容変更･中止
する場合があります｡ご了承ください｡ 【対象】未就園児さんと家族 【その他】市販のケーキ台等を使用しま
１２/１２（木） 10:00～11:30
す｡食物アレルギーを持っている人は、提示する原材料表を必ずご確認ください｡ 【持ち物】試食時の皿、
フォーク等、飲み物（以上おうちの方も）･エプロン（必要な方）の他､各自必要な物をお持ちください｡ 【申込
み】準備の都合上､湖東夢のこども館へお申込みください（先着お子様20名） 【参加費】お子様お1人につき¥
100の参加費が必要です｡当日の徴収にご協力ください｡

湖
東

くりすます☆ぱ～ち～
今年も小学生のみんなでクリスマスパーティーをしましょう♪ ケーキをデコって試食したり､ゲームをしたり…
☺ 今年最後のお楽しみ❤ みんなで来てね｡インフルエンザ等の影響により､内容変更･中止する場合があり
１２/１４（土） 10:00～11:30 ます｡ご了承ください｡ 【対象】湖東小学校児童のみなさん 【その他】市販のケーキ台等を使用します｡食物ア
レルギーを持っている人は、提示する原材料表を必ずご確認ください｡試食時の皿、フォーク等、飲み物、エプ
ロン(必要な方)の他､各自必要な物をお持ちください｡ 【申込み】準備の都合上､湖東夢のこども館へお申込
みください(先着20名)｡
☎ ０２６６-７１-５００８ (呼出) 休館日 12/1、12/8、12/15、12/21、12/22、12/28～1/5
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 【開館時間】9:30～17:00（12:00～13:00閉館）

場所

月日（曜日）

時間

内

容

未就園児の集い“キラキラ星” 「キラキラ星クリスマス会」
オイルパステルで「キラキラ宇宙を描こう！」 トントン♪ぐるぐるしながら、五感を使ってママと一緒に楽しくお
１２/１６（月） 10:00～11:30 絵描きします。サンタさんにも会えるといいね。 【対象】未就園児さんとご家族 【持ち物】ウェットティッシュ、
はさみ、各自の飲み物 【参加費】お子さん１人につき100円 【申込み】材料準備の都合上、１２月６日（金）ま
で。先着１５組。

北
山

１２/１９（木）

9:30～11:00

北部育児相談会
詳しい内容は、北部保健福祉サービスセンター（ＴＥＬ0266-77-3000）へお問い合わせください。

星空館クリスマス会
１２/２５（水） 15:35～16:20 星空館こども運営委員会「♪ポップスターズ☆」の企画によるクリスマス会です。おやつを食べたり、景品GET
をかけて○×クイズ大会にチャレンジして、みんなでクリスマス会を楽しみましょう！ 【対象】北山小学校児童
☎ ０２６６-７１-５００９ (呼出) 休館日 12/1、12/8、12/15、12/22、12/28～1/5
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 【開館時間】9:30～17:00（12:00～13:00閉館）

１２/１４（土）

中
大
塩

こども運営委員会主催「クリスマス会」
こども運営委員主催の「クリスマス会」です。運営委員が考えた楽しいゲームやビンゴ大会を行います。こども
館に申込書がありますし、電話でも受け付けます。申込締切日11月29日（金） ※混乱を避けるために高学年
9:15～11:30
30名・低学年30名・園児未就園児30名の定員とさせていただきます。 【対象】未就園児親子、保育園児、小
学生 ※保育園児以下のお子さんは必ず保護者の方と一緒に参加して下さい。 【会費】会費500円（プレゼン
ト交換はしないので、会費のみです）

ころころ広場「クリスマス会」
今回はクリスマス会です。ハッピースマイルさんの生演奏を一緒に楽しみましょう。サンタさんからもすてきなプ
１２/１９（木） 10:00～11:30
レゼントとお菓子がもらえます。お友達と一緒にお待ちしてます♡要予約で、先着35名です。11月29日（金）ま
でに中大塩地区こども館に申込みして下さい。 【対象】未就園児親子 【会費】100円
☎ ０２６６-７２-８０３３ (専用) 休館日12/1、12/7、12/8、12/14、12/15、12/21、12/22、12/28～1/5
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 【開館時間】9:30～17:00（12:00～13:00閉館）

