
月日 時間 講座内容

9:45～9:55 開校式

10:00～12:00
①子育てサービスを提供するために　「ファミリー・サポート・センターとは。地域の子育ての状況、支援策について
理解する。」

13:00～15:00 ②子どもの栄養　「発達段階に応じた摂食機能の発達と栄養。食物アレルギー。食事を与える際の注意事項。」

15:00～17:00 ③子どもの遊び　「子どもの年齢に合った遊びの内容について。遊びの大切さ。」

10:00～12:00 ④体の発達と病気　「体の発育について。臓器器官の発育と生理機能の発達。」

13:00～15:00 ⑤小児看護の基礎知識（１）　「健康状態の観察方法。疾患の症状と看護方法。」

15:00～17:00 ⑥小児看護の基礎知識（２）　「症状による対応方法。薬の適切な与え方。」

10:00～12:00 ⑦子どもの世話　「快適に過ごすためのケアと環境づくり。」

13:00～15:00 ⑧心の発達（１）　「子どもの発達段階での心の発達。発達段階での保育者との関わり。」

15:00～17:00 ⑨心の発達（２）　「子どもの障害の種類と特徴。障害児の関わりと注意。」

9:00～12:00 ⑩緊急時の対策と応急処置《普通救命講習》　「子どもの事故。事故防止対策と安全教育。応急処置。」

13:00～15:00 ⑪保育の心　「子育て支援の意義と役割。育児支援者の心構えと親子の関わり。」

15:00～16:00 ⑫サポートをするために　「サポートにあたっての心得。会員登録について。」

16:00～16:15 閉校式

月日（曜日） 時 間 　内　　　　容

６/５（水）
10:30～
　　13:00

食育講座～親子で楽しむ食育～ （食育推進ボランティア）
親子を中心に多世代がふれ合う地産地消の食育イベントです。今回は『ライスピザ』です。

おひさまの会　（利用者運営委員会）
おひさまの会は、広場を利用している皆さんの意見やアイディアを聞きながら、楽しく安全で安心して過
ごせる広場づくりや館内の運営に携わっています。

母子草
地域の方のボランティアの方においでいただいています。館内の子ども達と関わったり、童謡や伝承行
事のお話をしてくださいます。

６/１１（火）
11:15～
11:40

おはなし０１２３ブックメイト「ぐりとぐら」
子どもに一度は出会わせたい絵本が登場します。やさしくあたたかな語りや手あそびが、きっと心温まる
ひと時を作ってくれるでしょう。

６/１２（水）
11:15～
12:00

運動あそび講座　（運動保育士　長崎将利先生）
発達に合った遊びを教えてもらい、楽しく体を動かして遊びます。

６/１４（金）
10:30～
12:00

赤ちゃん講座
２ヶ月から７ヵ月の赤ちゃんとお母さんが対象です。保健師による育児相談や親子のふれあい遊び、お
母さん同士の交流を楽しみませんか？　【持ち物】バスタオル、ハンカチ　【申込受付】5/14（火）～

７/２５（木）

★茅野市こども館０１２３広場の６月＆７月１０日までの行事予定

６/１０（月）
６/２４（月）

10:30～
　　12:00

★茅野市ファミリー・サポート・センター　援助会員養成講習　受講者募集！
「ファミリー・サポート・センター」とは、仕事と育児の両立を支援するため、子育ての手助けをしてほしい方とお手伝いをしたい方が会
員として登録し、地域の中で子育ての助け合いを有償で行う会員組織です。子どもを預かる側となる援助会員となるための養成講習
会を開催いたしますので、援助会員としての活動をお考えの方はご参加ください。（援助会員として活動するためには、講座の受講
が必要です。）
　【場所】茅野市役所７階７０２会議室　【受講料】無料　【問合せ】茅野市役所こども課こども・家庭支援係　0266-72-2101　内線611

７/４（木）

７/１１（木）

7/18（木）
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★茅野市こども館０１２３広場の６月＆７月１０日までの行事予定　のつづき

時 間 　内　　　　容

11:15～
11:40

おはなし０１２３「ぐるんぱ」
ボランティアさんによる絵本の読み聞かせです。絵本や手あそびを一緒に楽しみましょう。

10:00～
12:00

女性就業相談日
子育て中のママを応援！おでかけ就業相談。

11:15～
12:00

たなばたおはなし会
絵本などを使った夢いっぱいのお話の世界を楽しみましょう！

10:30～
12:00

０１２３広場「夏まつり」（おひさまの会主催）
おひさまの会のみなさんによる夏まつりです。今回は「ごんじいさんの友だち」の愉快な演奏と、
お楽しみコーナーがたくさんあります。　【持ち物】靴を入れる袋（当日は下駄箱が使用できませ
ん。）

場所 月日（曜日） 時 間 　内　　　　容

６/４（火） 14:30～16:30
おりがみ教室
何をつくるのか、おたのしみに。　【対象】親子さんや大人の方もご参加ください　【その他】材料はこども館
で用意します

６/１２（水） 14:30～15:30
お花ややさいをいっしょにそだてよう
プランターへ花ややさいをいっしょに植えてみませんか？初めての企画です。みんなで一緒に育ててみま
せんか。　【対象】子どもから大人までどなたでも。　【持ち物】軍手　【その他】汚れてもいい服で来て下さい

未定 15:30～17:30

CHUKOらんどチノチノの中学生とけん玉＆ジャグリングであそぼう
けん玉の技を披露してくれたり、教えてもらえます。ジャグリングは、手のひらに乗るくらいの玉を、お手玉
のようにいくつも玉を使って、投げて取る技です。ぜひ、中学生のお兄さんたちと一緒にたのしみませんか
(*^-^*)　【対象】お子さんだけでなく、大人の方も、懐かしみながらご参加ください。　【持ち物】なし

７/２（火） 14:30～16:30

「七夕に願いをこめて」おりがみ教室
毎年の恒例になりました、「七夕飾り」を、みんなで一緒に作りましょう♪笹１人１本プレゼントです。ぜひ、
お家に飾ってくださいね。　【会場】ちの地区コミュニティセンター和室　【対象】小さなお子さんから大人まで
どなたでもどうぞ　【その他】材料はこちらで用意します

休館日　6/2、6/9、6/16、6/23、6/25AM、6/30、7/7

宮
川

休館日　6/2、6/9、6/16、6/23、6/25AM、6/30、7/7

６/２６（水）
※育児相談は
9:30～11:00

10:00～12:00

未就園児の集い“天使のえくぼ”
おはなし会や自由遊びで、楽しいひと時を一緒に過ごしましょう！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す。日程が合えば米沢保育園のお兄さんお姉さん達の参加もあるかもしれません。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いただけますので、気の合う仲間と出会いにぜひ
お出掛けください。　【対象】どなたでもご参加いただけます　【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持ちください。

休館日　6/2、6/9、6/16、6/23、6/25AM、6/30、7/7

６/１７（月） 10:00～11:00
おりがみ教室　
今月は「たなばた」のおりがみです。おしゃべりしながら手を動かしてみませんか？どなたでもお気軽にご
参加ください。材料はこちらで用意します。　【対象】どなたでも参加できます

６/２９（土） 10:00～10:30
おはなし会（やんちゃりか主催）　
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。【対象】未就園児親子

休館日　6/1、6/2、6/9、6/16、6/23、6/25AM、6/30、7/7

月日（曜日）

※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６月＆７月１０日までの行事予定　　 　　             休館日：日曜・祝日

☎ ０２６６-７３-０８８１（専用）
茅野市塚原1-9-16

☎ ０２６６-７２-９９７０（専用）
茅野市宮川4552-2

ち
の

豊
平

☎ ０２６６-７１-１６０４（呼出）
茅野市豊平2321-1

６/２６（水）

６/２５（火）

７/５（金）

７/９（火）

　問い合わせ：茅野市こども館０１２３広場　　☎０２６６-７１-１６６１ 
　　※木曜日は休館日です。（６/６、６/１３、６/２０、６/２７、７/４）
　　※もしもの場合に備えて避難訓練を行います。ご協力をお願いします。（随時）
　　※都合により日程が変更になる場合がありますのでご了承ください。
　　※こども家庭相談日（６/３、６/１７）　子ども・家庭のことなら何でも相談ができます。
 　　　相談員・館長・スタッフがお話を伺います。お気軽に声をかけてください。

☎ ０２６６-７２-５２１１（専用）
茅野市米沢4181

米
沢

２



場所 月日（曜日） 時 間 　内　　　　容

６/１（土） 10:30～12:00
おはなし会・つくってあそぼう「飛び出すカードを作ろう」
おはなし会の内容はお楽しみに！楽しいお話のあとは、折紙で作った花束が飛び出すカードを作ります。
素敵なカードを作って、お誕生日やありがとうの気持ちを伝えましょう。　【対象】どなたでも参加できます

休館日　6/1PM、6/2、6/9、6/16、6/23、6/25AM、6/29、6/30、7/7

６/１０（月） 15:30～16:30
おはなし会・つくってあそぼう　
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

６/１３（木）
６/２７（木）

10:00～12:00
未就園児親子おはなし交流会“きいろいさくらんぼ”　
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。

休館日　6/2、6/9、6/16、6/23、6/25AM、6/29、6/30、7/7

６/１１（火）
７/９（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

６/２２（土） 10:30～10:45
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。どなたでも参加できます。　【対象】０歳～大人

休館日　6/1、6/2、6/9、6/16、6/23、6/25AM、6/30、7/7

６/５（水） 15:45～16:45

フラワーフェスティボー!!
みんなのコミュニティセンターを､今年もきれいなお花でいっぱいにしよう! 一人一つずつプランターに植える
よ♪ 花植え名人の皆さんがやさしく教えてくれます。植えたお花はコミュニティセンター前に置いておくの
で､お水をあげたりしてかわいがってあげてね♪　【対象】どなたでもどうぞ

６/２６（水） 10:00～11:30

夢のおひさまけんきゅ～じょ　★星★に願いを♪
ステキな七夕飾りを作って夜空に彩りを添えましょう♪願いを込めた短冊はお土産のミニ笹(本物の笹!)に
つけてくださいね｡もちろん､こども館の大きな笹(こちらも本物!!)でもOK👌 こども館に飾られた笹は､後日七
夕送りをしてみんなの願いを天に届けます｡　【対象】未就園児と家族　【持ち物】飲み物など各自必要な物
の他､ある方は､はさみ・のり・クレヨンなど

休館日　6/2、6/9、6/16、6/23、6/25AM、6/30、7/7

６/１２（水） 15:30～16:30
花壇作り
北山地区子ども会育成会主催。毎年恒例の花壇づくりを今年もおこないます。みんなできれいな花壇を作
りましょう！　【持ち物】軍手、シャベル。汚れてもいい服装で来てください。

６/２０（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。

６/２６（水） 15:30～16:30
コミュニティセンター避難訓練
コミュニティセンターと合同で避難訓練を行います。星空館に居る時に、もし火事や地震が起きてしまった
ら、どうやって避難したらいいかを学んでおきましょう。　【持ち物】ハンカチ

７/３（水） 15:40～16:20
七夕まつり
星空館こども運営委員会「♪ポップスターズ☆」企画行事。内容はお楽しみに！

休館日　6/2、6/9、6/16、6/23、6/25AM、6/30、7/7

６/１８（火） 10:00～11:00

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

６/２０（木） 10:00～11:30
ころころ広場「七夕」おはなし会と短冊作りを楽しもう
今月のころころ広場は一足早く「七夕」です。みんなでおはなし会を楽しんだり、七夕の短冊を作って飾りま
しょう。　【対象】未就園児親子

休館日　6/1、6/2、6/9、6/15、6/16、6/23、6/25AM、6/29、6/30、7/6、7/7

☎ ０２６６-８２-２６２５（専用）
茅野市玉川3666-1

玉
川

☎ ０２６６-７９-２７３１（専用）
茅野市泉野2647

泉
野

☎ ０２６６-７２-８０３３ (専用)
茅野市中大塩8-15

☎ ０２６６-７１-５００９ (呼出)
茅野市北山4340-1

☎ ０２６６-８２-２６４１ (専用)
茅野市金沢1152

金
沢

☎ ０２６６-７１-５００８ (呼出)
茅野市湖東4978-1

湖
東

北
山

中
大
塩

３



★保育園・幼稚園で行われている子育て支援６月＆７月１０日までの行事予定

保育園 月日 曜日 時 間 名　称 　内　　　　容 連絡先

ちの 随時 月～金 9：00～10：00 園庭開放 園庭で遊びましょう　育児相談 72-3076

6/26 水 9：00～11：00
つぼみ
さくらんぼ

コンサートを楽しみましょう　
砂遊びなどを楽しみましょう

随時 月～金 9：00～10：00 園庭開放 園庭で遊びましょう　育児相談　絵本の貸出し

宮川第二 ※Ｈ31.12末までリノベーション（改修工事）を行う為、宮川保育園にて合同保育を行います 72-2589

6/13 木 9：30～11：00 おいでおいで わらべうたを親子で楽しみましょう

7/10 水 9：30～11：00 おいでおいで リトミックを親子で楽しみましょう

毎週 水 9：00～10：00 園庭開放 園庭で遊びましょう　育児相談（育児相談随時）

6/14 金 9：00～11：00 おたまじゃくしの会 リトミックを楽しみましょう　園児と遊びましょう

7/10 水 9：00～11：00 おたまじゃくしの会 夏の遊びを楽しみましょう

随時 月～金 9：00～10：00 園庭開放 園庭で遊びましょう　育児相談　絵本の貸出し

6/12 水 9：00～11：00 うりんぼの会 さつま芋を一緒に植えましょう

7/5 金 9：00～11：00 うりんぼの会
七夕まつりを一緒に楽しみましょう
野菜の様子をみてください

随時 月～金 9：00～10：30 園庭開放 園庭で遊びましょう　育児相談　絵本の貸出し

6/18 火 9：00～11：00 たけのこ 園庭での遊びを楽しみましょう

随時 月～金 9：00～10：00 園庭開放 園庭で遊びましょう　育児相談

6/20 木 9：00～11：00 ポッポの会 お散歩に一緒に行きましょう

随時 月～金 9：00～10：30 園庭開放 園庭で遊びましょう　育児相談　絵本の貸出し

6/12 水 9：00～11：00 なかよし 散歩に行きましょう

6/20 木 9：00～11：00 なかよし リトミックを楽しみましょう

随時 月～金 9：00～10：30 園庭開放 園庭で遊びましょう　育児相談

6/18 火 9：00～11：00
どろんこ・
あひるの会

フィットネスを楽しみましょう

毎週 木 9：00～11：00 園庭開放
園庭で遊びましょう　絵本の貸出し（育児相談随
時）

6/18 火 9：00～11：00 さくらんぼの会 保育園のお友だちと遊びましょう

随時 月～金 9：00～10：00 園庭開放 園庭で遊びましょう　育児相談　絵本の貸出し

6/19 水 9：00～11：00 ミニとまとの会 誕生会を楽しみましょう（くりたけ鑑賞）

7/10 水 9：00～11：00 ミニとまとの会 夏の遊びを楽しみましょう

随時 月～金 9：00～11：00 園庭開放 園庭で遊びましょう　育児相談

6/13 木 9：00～11：00 おひさま わらべうたを親子で楽しみましょう

毎週 水 9：00～10：00 園庭開放 園庭で遊びましょう　育児相談（随時）

6/25 火 9：00～11：00 こうさぎ リトミックを楽しみましょう

随時 月～金 9：00～11：00 園庭開放 園庭で遊びましょう　育児相談

中大塩 ※Ｈ31.12末までリノベーション（改修工事）を行う為、米沢保育園にて合同保育を行います 72-3126

6/11 火 9：30～11：30
おいでよ
みんなの日②

体を動かして遊ぶ　（触れ合い遊び　絵本）

7/10 水 9：30～11：30 園公開① 在園児との触れあい保育活動に参加体験

わかば 6/26 水
9:30～受付
11時～解散

おいでよ
わかばの日②

親子で触れ合い遊びをしたり、リズムに合わせて
体を動かしたりしようと思います

72-7016

7/3 水 9：30～11：00 SMILEの会

園庭で遊びます　園庭の芝生の上で、水遊びをし
ましょう　（天候によっては活動を変更して遊びま
す）　保護者会より夏祭りのチケット申込受付があ
ります

毎週 木 9：30～10：30 園庭開放 園庭で遊びましょう　育児相談（随時）

北山

よこうち認定
こども園

75-1120

米沢 72-6249

金沢 72-2419

泉野 79-3639

玉川どんぐり 82-5588

みどりヶ丘 72-0333

宮川 72-2601

　市内の保育園・幼稚園では、未就園の親子を対象に園を開放しながら、遊びの提供、在園児・高齢者との交流、さまざまな体験活動、
育児相談や講演会を行っています。お住いの地区以外の保育園や幼稚園へも参加できます。詳しい内容や持ち物などは、各園に直接
お問い合わせください。

小泉 72-7401

玉川 72-3265

湖東 78-2637

笹原 76-2512

豊平 72-2925

中央 72-2602

78-2330

４



クラス名 内　　　　　容

おやこルーム
1歳半から3歳（未就園）までの親子が対象です。教材を使って、親子で幼稚
園の楽しさを体験してみませんか。1回10組まで。要予約　無料

ベビーコース
生後4ヶ月位から１歳位までのお子さんが対象です。ベビーマッサージ・ベ
ビー体操・育児相談など。赤ちゃんと楽しい時間を過ごしましょう。要予約　
無料

あそびの広場
親子で幼稚園に遊びに来ませんか。園庭を開放しますので自由に遊べま
す。6月は七夕飾り作りをする予定です。

２歳児クラス
お家の方から離れて集団生活を楽しみます。要登録　有料
詳細はお問い合わせください。

子育て相談
子育てに迷った時には、いつでもどなたでもご相談ください。
要予約　無料

★家庭教育センターの子育て支援６月＆７月１０日までの行事予定　　
月日（曜日） 時 間

６/４（火）
７/２（火）

10:30～11:00

６/１２（水）
６/２６（水）

10:30～11:00

６/２０（木）
10:00～11:00
（受付9:30～）

７/１０（水）

８/２８（水）

９/２５（水）

１０/３０（水）

１１/１３（水）

絵本で子育て　
こどもの笑顔や言葉の獲得、コミュニケーション力、そして感性を育てるうえで、こどもに絵本を
読んであげることが見直されています。絵本のひみつ探しや親子で絵本を一緒に楽しみ、子育
てに絵本を使う喜びを味わいませんか。今月の絵本は「しろくまちゃんのホットケーキ」です。お
楽しみに！【対象】未就園児と保護者　【参加費】無料　【申込み】不要

からだであそぼう　①～⑤の連続講座
からだを使った遊びの体験を通して、お子さんの年齢にあった身体発達を図り、自立心、協調性など豊かな人間性が養えるよ
う、「からだであそぼう」の講座を開催します。広い場所で、親子でのびのびとからだを使った遊びをし、親同士の交流をしなが
ら、からだを動かすことの楽しさを体験しましょう。　【対象】平成28年4月2日～平成29年4月1日生まれの子と保護者（祖父母
可）　【会場】総合体育館・サブ、青少年自然の森、家庭教育センター　【参加費】無料　【申込み】受付中　【定員】30組定員にな
り次第締め切ります

10:00～11:30
（受付9:30～）

①元気にからだを動かそう

②暑さに負けず元気に遊ぼう

③自然の中で遊ぼう

④みんなでやってみよう

⑤寒さに負けず元気に遊ぼう

遊びの広場「やりたいほうだい」
親子で楽しく遊び、のびのびとした子育てや親子の仲間づくりができるようにと願い、就園前の
子どもと保護者を対象に開催します。子育て中のお母さん、お子さんと一緒に参加してみません
か。子育てに関わっている方も大歓迎です。保育士のスタッフや家庭教育センター相談員に子
育てについての相談もできます。　【対象】未就園児と保護者　【会場】家庭教育センター　【持ち
物】上履き靴（親子）、水分、着替え　【参加費】無料　【申込み】不要

☆茅野聖母幼稚園 子育て支援センターバンビーニ　　　　　問合せ:茅野聖母幼稚園 0266-72-3512

　育児やしつけ、遊び場、友達、健康のことなど不安な育児をしているお母さんを応援するために、茅野聖母幼稚園内に設置し
ています。相談し合い、学び合うことで、子育てに安心と自信が持てるようになりますように。

6月6日(木)
1歳半～2歳　　9:30～10:15
2歳グループ　10:30～11:15
3歳グループ　13:30～14：15

6月13日(木)
9:30～10:30
10:45～11:45

6月27日（木）
9:30～11:00

火・水・金曜日

月～金

月　日　（曜）

内　　　　容　　　　　　　　　　家庭教育センター　０２６６-７３-０８８８

おはなし会 「えほんとなかよし」　
こころとことばを育てる読書活動の中で、親子が絵本と出会い、絵本の世界を楽しむ機会とし
て、「ブックメイトぐりとぐら」のスタッフが遊びや歌を交えながら絵本の読み聞かせや紹介を行い
ます。絵本や家庭での読み聞かせについての相談もできます。　【対象】未就園児と保護者　
【参加費】無料　【申込み】不要

５



★茅野市図書館６月＆７月１０日までの行事予定　　問合せ：図書館　０２６６-７２-９０８５

月日（曜日） 時 間 内　　　　容

６/１（土）
６/１５（土）
６/２２（土）

10:30～10:50
0.1.2おはなし会　
０～２歳のお子さん向けです。親子遊びやファーストブックの読み聞かせをします。　【場所】茅野市図書館２階お
はなしのへや

６/１（土）
６/１５（土）
６/２２（土）

11:00～11:20
おはなしわ～るど　
３歳～大人の方向けです。語りや絵本の読み聞かせをします。【場所】茅野市図書館２階おはなしのへや

６/８（土） 10:30～11:15
紙芝居だいすき！　
どなたでも参加していただけます。絵本とはひとあじ違う、ドキドキ・ワクワクの楽しくて愉快な紙芝居の世界をお楽
しみください。　【場所】茅野市図書館２階おはなしのへや

６/１２（水）
７/１０（水）

10:45～11:15
どんぐりちいさなおはなし会　親子遊びやわらべうた、絵本の読み聞かせなど図書館職員によるおはなし会で
す。　【場所】茅野市図書館どんぐり図書室

６/１５(土)  13:30～ 13:50
おなかの赤ちゃんおはなし会　
これからあかちゃんを迎えられる家族のみなさんへのおはなし会です。絵本のミニ講座もあります。　【場所】茅野
市図書館２階おはなしのへや

６/１８(火) 10:45～11:15
パネルシアターであそぼう　
パネルシアターを見たり、触ったりしてみんなで一緒に遊ぼう！小さいお子さんから参加していただけるおはなし
会です。　【場所】茅野市図書館１階どんぐり図書室

６/１３（木） 10:30～11:30
図書館でティータイムを
ボランティアグループ「レモングラス」の皆さんによるハーブティーのサービスです。　【持ち物】コップ　【場所】
茅野市図書館前庭

６/２９（土） 10:30～12:00

おはなし＆ハンドメイド～世界にひとつだけの自分のノートをつくってみよう～
本の紹介や、絵本の読み聞かせをしたあと、布や紙を使って世界にひとつだけの自分のノートを作って
みましょう。 【場所】茅野市図書館２階 おはなしの部屋 【持ち物】はさみ 【参加費】２００円 【対象】
小学生以上、どなたでも参加できます　【定員】１０名　【申込み】6/8（土）10:00～

７/６（土） 10:30～11:30

七夕おはなし会
地域の読書ボランティアの方と図書館職員による大型絵本の読み聞かせやパネルシアターなど楽しい
おはなしをたくさん用意しています。どなたでも参加いただけますので、ご家族みなさんでご参加くださ
い。図書館フロアには七夕飾りもあります。みなさんのお願いを短冊に書いてみませんか。　【場所】茅
野市図書館２階　おはなしの部屋

休館日 6/3、6/10、6/17、6/24、6/28、7/1、7/8

茅野市の子育て情報はこちら！
茅野市公式ホームページ　「茅野市子育て・ 子育ち応援サイト」

https://www.city.chino.lg.jp/site/kids/
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月日（曜日） 時 間 内　　　　容

毎週土・日曜
10:30～11:15
13:30～14:15

モバイルプラネタリウム一般投影
直径５メートルのエアドームの中で星空や宇宙を体験してみませんか。６月のテーマは「水星をみよう」。　
【定員】各回20名　当日開館時より整理券配布（先着順）　【料金】入館料　【その他】未就学のお子様は
必ず保護者同伴でご入場ください。
投影日　6/1、6/2、6/8、6/9、6/15、6/16AM、6/22、6/23、6/30
※6/16（日）午後、29（土）午前・午後 は博物館投影ありません。

６/８（土） 19:30～21:00

星空観望会　
季節の星座を探したり、天体望遠鏡で見ごろの惑星や星雲・星団を観察します。　【場所】北部中学校天
体ドーム　【定員】２０名　要申込み（5月21日受付開始）　【参加費】無料　【その他】子どもだけの参加は
できません。保護者同伴でお願いします。　雨天曇天中止

６/１６（日） 10:00～11:30
ワクワク科学工作「空飛ぶ○○を作ろう」
いろいろな実験工作を行い、科学の楽しさを体験してみましょう。　【参加資格】小学生以上　【定員】16
名　要申込み（5/21受付開始）　【参加費】300円

６/１６（日） 13:00～15:00
毎月お楽しみ会苔玉をつくろう
お部屋にかざれる自分だけの苔玉をつくりませんか。　【講師】上原泰子さん　【定員】10名　【参加費】
1000円（材料費）　【申込み】6/1（土）10:00～受付開始

６/２３（日）
①13:30～
②15:30～

アンコールイベント　豆腐作り体験
ふだん何げなく食べている豆腐の作り方を体験してみませんか。　【講師】小林哲郎さん、千年さん　【定
員】各回12名　【参加費】500円　【持ち物】エプロン、三角巾（手ぬぐい）、皿かお椀と箸(はし)　【申込み】
6/4（火）10:00～受付開始

７/６（土） 19:30～21:00

星空観望会　
季節の星座を探したり、天体望遠鏡で見ごろの惑星や星雲・星団を観察します。　【場所】北部中学校天
体ドーム　【定員】２０名　要申込み（6月20日受付開始）　【参加費】無料　【その他】子どもだけの参加は
できません。保護者同伴でお願いします。　雨天曇天中止

休館日

月日（曜日） 時 間 内　　　　容

休館日

★サークル６月の行事予定
未就園児を対象としたサークルの行事予定です。

月日（曜日）・場所 時 間 　内　　　　容

６/３（月）
６/１０（月）
６/１７（月）
６/２４（月）

10:30～11:30

歩ける未就園児とその保護者を対象に、元気な先生と楽しい運動をしています。体を動かすだけではな
く、子どもの行動を理解し、より良い関わり方・言葉かけは何なのかを見つけていきます。集団が苦手な
お子さんも無理なくご参加ください！見学もOK！子どもと真剣に向き合える素敵な時間です。　【場所】
家庭教育センター２階　【参加費】一組３００円（一回）、初回のみ育児テキスト代+３００円　【持ち物】ぞう
きん（一人一枚）、水分、上靴　
※初めての参加・見学を希望される方は、事前にmama_dakko123@yahoo.co.jpまでご連絡ください。ま
た、メールの受信設定等をされている方は、こちらのアドレスからお送りするメールが受信できるよう設
定をお願いします。

☆親子うんどう「ママだっこ」　【問合せ】 藤森　メール：mama_dakko123@yahoo.co.jp

★尖石縄文考古館６月＆７月１０日までの行事予定　　問合せ：尖石縄文考古館　０２６６-７６-２２７０

6/3、6/10、6/17、6/24、7/1、7/8

★八ヶ岳総合博物館６月＆７月１０日までの行事予定　問合せ：八ヶ岳総合博物館　０２６６-７３-０３００

6/3、6/10、6/17、6/24、7/1、7/8
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対象年齢：おおむね生後３か月から１２歳までの児童
お子さんの送迎やお預かりに関わるサービスを行っています。ご利用には会員登録が必要です。
月曜日～金曜日（祝日除く）8:30～17:15　
市役所こども課こども・家庭支援係☎０２６６-７２-２１０１内線６１１

電　　話　　番　　号　　・　　内　　容

★知っていますか、相談窓口。相談してみませんか、気になること。

相 談 窓 口

ファミリー・サポート・センター

☎０２６６-７２-２１０１　内線６１５・６１６・６１７・６１８・６１９　子育てや家庭に関する相談、いじめ、不登校
などの教育に関する相談や発達に関する相談までお気軽にご相談ください。秘密は守られます。
月曜日～金曜日（祝日除く）8:30～17:15

☎０２６６-７１-１６６１　館長や保育士のスタッフ等が子どものことならなんでも相談をお受けします。

☎０２６６-７３-４１５１　家庭教育相談員、教育相談員等がさまざまな相談をお受けします。
月曜日～金曜日（祝日除く）9:00～17:00

東部（豊平、玉川、泉野）☎０２６６-８２-００２６、西部（宮川、金沢）☎０２６６-８２-００７３
中部（ちの、米沢、中大塩）☎０２６６-８２-０１０７、北部（湖東、北山）☎０２６６-７７-３０００
健康管理センター（市全域）☎０２６６-８２-０１０５
保健福祉についての相談を幅広くお受けしています。

育児相談のほかに、未就園児交流や世代間交流も行っています。

こども・家庭総合支援拠点
育ちあいちの （こども課）

保健福祉サービス
センター（４か所）
健康管理センター

こども館０１２３広場

家庭教育センター

市内保育園・幼稚園

のコーナー

６月２月（日）に行われるこどもまつりの中でＣＨＵＫＯらんどチノチノの利用

者の子どもたちによるジャグリング体験ブースがあります。内容はみなさんご

存知のけん玉、お手玉、上級者向けの皿回し、ディアボロなどがあり、中学生、

高校生のお兄さん、お姉さんが優しく教えてくれます。

1度もジャグリングを経験したことのない方も、この機会にジャグリングを覚

えて、友達に自慢してみてはどうでしょうか。

またこどもまつりの日以外にもCHUKOらんどチノチノでは、月に2回、講師の

先生を招いてジャグリング体験講座を行っています。興味のある中学生、高

校生はぜひCHUKOらんどチノチノに立ち寄ってみてください。

一緒にジャグリングやってみよう！

５月９日、１０日に茅野市民館イベントスペースにて新入生歓迎ラ

イブを行いました。当日は中学生、高校生から大人の方まで多くの

人に参加していただきました。

出演者の高校２年生の子がライブのなかでこんなことを言ってい

ました。 「去年の新歓ライブをみて先輩たちに憧れて私もいつかこ

のステージにたちたいと思い、それが実現しました。今見に来てく

れてる新入生のみなさんも来年ここに立ってもらいたい。」

先輩たちが作ってくれた伝統を大切にしながら、自分たちも新しい

伝統を作り続けていってほしいです。我々スタッフも利用者の気持

ちを大切にしながらこれからも見守っていきたいと思います。

憧れのステージで
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