
これまで茅野市社会福祉協議会に委託し実施してきましたが、４月から市役所こども課に窓口が変わります。

ファミリー・サポート・センターって？
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。

援助活動の内容
・保育所、認定こども園、幼稚園、学校、学童クラブ等（以下「保育施設等」という。）の開始前または終了後の子どもの預かり。
・保育施設等が休みの際の子どもの預かり。
・保護者が病気や急用の際の子どもの預かり。
・冠婚葬祭、学校行事、買い物等保護者が外出する際の子ども預かり。
・保育施設等への子どもの送迎。

依頼会員、援助会員募集中！
依頼会員、援助会員ともに会員を募集しています。詳しくは、こども課こども・家庭支援係までお問い合わせください。

　茅野市ファミリー・サポート・センター　ご利用ください＆ご協力ください

問合せ・申込み　茅野市役所こども課こども・家庭支援係　0266-72-2101　内線611

　　　　　サークル通信ができました！　みんなで子育てを楽しみましょう
　市内を中心とした子育てや仲間作りのサークルを紹介しています。どんぐり通信に挟み込まれていますので、
抜き取ってご覧ください。詳細は、各サークルへお問い合わせください。

 茅野市のホームページが４月１日からリニューアルされました。子どもに関わる様々な情報をまとめたサブサイト「茅野市子育て・ 子育ち応
援サイト」が出来ましたのでご利用ください！

https://www.city.chino.lg.jp/site/kids/

茅野市子育て・子育ち応援サイト　ご利用ください
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月日（曜日）

４/９（火）

４/２３（火）

会場

①５/２１（火） 家庭教育センター

②５/２８（火） 家庭教育センター

③６/４（火） 家庭教育センター

④６/１４（金） ちの地区コミュニティセンター

⑤６/１８（火） 家庭教育センター

⑥６/２５（火） 家庭教育センター

　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。（４/４、４/１１、４/１８、４/２５、５/２、５/９）
　　※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（４/８、４/２２、５/７）　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。

11:15～11:40
０１２３広場「こども読書の日」
ブックメイト「ぐりとぐら」さんによる絵本の読み聞かせ、紙芝居、わらべうたなど楽しい企画が
いっぱいです。

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。

おしらせ
こども服リユースの会を５月２８日（火）に予定しています。小さくなった子ども服（１２０㎝ま
で）や靴などを、４月２２日（月）から集めますのでご協力お願いします。詳しくはこども館まで
お問い合わせください。

★茅野市こども館０１２３広場の４月＆５月１０日までの行事予定

時 間 　内　　　　容

４/８（月）
４/２２（月）

10:30～
　　12:00

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。

10:00～12:00

★楽しく子育て力ＵＰ講座　親支援プログラム　＊ＮＰプログラム＊　参加者募集
～週一回６週連続して行う講座です～
　NPプログラムは親のための学習サポートプログラムです。子育ての悩みや関心のあることを話し合いながら自分に合った
子育ての仕方を見つけていきます。
【対象】０歳から就学前の子どもを子育て中の親　【参加費】無料※茶菓子代として３００円（６回分）初回に集めます。
【託児】生後８ヶ月以上（要予約）※託児費用負担なし　【定員】１０名（先着順・市内在住者優先）
【申込受付】４月２４日（水）から受付開始
【申込・問合せ】ＮＰＯ法人 ＣＬＩＰ in すわ　☎中村0266-72-2837　長田0266-79-4555

日　程

10:00～12:00

10:00～12:00

10:00～12:00

10:00～12:00

10:00～12:00

２



場所 月日（曜日） 時 間 　内　　　　容     

４/１６（火） 14:30～16:30
おりがみ教室
何を折るのかお楽しみに。　【対象】どなたでもどうぞ　【その他】材料はこども館で用意します

休館日　4/7、4/14、4/21、4/28～5/6

４/２４（水） 15:30～16:30
子ども読書の日「きてみてどん　おはなし会」
絵本の読み聞かせや紙芝居など、みんなで楽しみましょう。　【対象】どなたでもご参加いただけます

休館日　4/6、4/7、4/14、4/20、4/21、4/27～5/6

４/２３（火）
※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”　子ども読書の日おはなし会【ほんとなかよし！】
今月は‛子ども読書の日’に因んだおはなし会を、米沢保育園のお兄さんお姉さん達と一緒に楽しみましょ
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ます。おはなし会の後はお待ち兼ねの‛遊びの
広場’!大型遊具でお友達といっぱい遊んじゃおう‼　【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。

４/２３（火） 14:00～14:45
子ども読書の日のおはなし会【本は友だち！】
子ども読書の日に因んだおはなし会を、米沢小学校低学年と学童クラブの皆さんと一緒に楽しみましょう。
【対象】どなたでもご参加頂けます

休館日　4/4、4/6、4/7、4/14、4/20、4/21、4/27～5/6

４/１５（月） 10:00～11:00
おりがみ教室
簡単にできて飾ったり遊べたりするおりがみを楽しく教わります。今月は端午の節句「かぶと」です。お気軽
にご参加ください。　【対象】お子さんから大人までどなたでも

４/２３（火） 10:00～10:30
おはなし会（やんちゃりか主催）
こども読書の日にちなんだちょっとスペシャルなお話会。どんな内容かはお楽しみに。　【対象】未就園児親
子

休館日　4/7、4/14、4/21、4/27～5/6

４/２４（水） 15:00～16:00頃
子ども読書の日「のびのび春のおはなし会」
内容はお楽しみに！　【対象】どなたでもご参加いただけます。

休館日　4/7、4/14、4/21、4/27～5/6

４/１１（木）
４/２５（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。
２５日はこども読書の日プチおはなし会をします。どんなおはなしが飛び出すかお楽しみに。　【対象】未就
園児親子

４/２２（月） 15:30～16:30

こども読書の日ちょっとすぺしゃるなおはなし会
こども読書の日にあわせていつもよりちょっとすぺしゃるなおはなし会です。読み聞かせのあとは、おり紙の
工作をたのしみます。どんなものを作るかは当日のお楽しみ。ぜひ遊びに来てください。　【対象】どなたで
も

休館日　4/4（1:30～14:30）、4/6、4/7、4/14、4/21、4/27～5/6
☎ ０２６６-７９-２７３１（専用）

茅野市泉野2647

※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４月＆５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

☎ ０２６６-８２-２６２５（専用）
茅野市玉川3666-1

玉
川

☎ ０２６６-７２-９９７０（専用）
茅野市宮川4552-2

☎ ０２６６-７２-５２１１（専用）
茅野市米沢4181

豊
平

☎ ０２６６-７１-１６０４（呼出）
茅野市豊平2321-1

ち
の

米
沢

泉
野

宮
川

３



場所 月日（曜日） 時 間 　内　　　　容

４/１３（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　4/6、4/7、4/14、4/20、4/21、4/27～5/6

10:00～11:30

夢のおひさまけんきゅ～じょ　～はじめまして!! こんにちは♪子ども読書の日｢春の夢｣～
あたらしい春です♪お友達を増やしにこども館をのぞいて(＠ω＠)みませんか!? ゆっくりおしゃべりしながら
楽しい時間を過ごしましょう☺ 子ども読書の日にちなんだちょっとスペシャルなおはなし会も予定していま
す｡　【対象】未就園児と家族　【持ち物】飲み物、各自必要な物

14:30～15:30頃

子ども読書の日｢春の夢｣
子ども読書の日にちなんだおはなし会です｡天体や宇宙の本の読み聞かせを楽しんだ後は…コミュニティ
センターの中にプラネタリウムがやって来ます!! みんなで楽しく星空観察をしましょう♪ 北部中学校の生徒
さんが職場体験で作成した映像もありますよ｡　【対象】どなたもご参加ください

休館日　4/6、4/7、4/14、4/20、4/21、4/27～5/6

４/１８（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。

４/２６（金）
①15:40～16:00

②16:05～16:25

子ども読書の日　特別企画　「星空のおはなし会」
読書ボランティア「いちばん星」と地域の方による、スペシャルなおはなし会です。内容はお楽しみに。ぜひ
お出かけください！

未定 午前中

北山小学校児童の星空館オリエンテーション
北山地区こども館「星空館」の利用の仕方を学ぶ恒例行事です。当日は、小学生が来館するため、こども
館・図書館分室利用の方には、ご不便をおかけする場合があります。ご理解・ご協力をよろしくお願いしま
す。

休館日　4/4（13:00～14:00）、4/7、4/14、4/21、4/27～5/6

４/２３（火） 10:00～11:30

ころころ広場　第１部「こども読書の日、特別企画」、第2部「はじめましての会」
今年度、初めてのころころ広場は、『こども読書の日、特別企画』と『はじめましての会』です。子ども読書の
日にちなんだ“特別バージョン”のおはなし会を楽しんだ後、初めてのお友だちと自己紹介をしたり、お話を
したりして仲良くなりましょう。　【対象】０歳～未就園児親子

４/１６（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。今
月から「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】０歳
～未就園児親子

休館日　4/6、4/7、4/13、4/14、4/20、4/21、4/27～5/6

★サークル４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

４/８（月）
４/１５（月）
４/２２（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

☎ 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

４/１９（金）

４



★保育園・幼稚園で行われている子育て支援４月＆５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

クラス名

★家庭教育センターの子育て支援４月＆５月１０日までの行事予定　　
月日（曜日）

４/２（火）
５/７（火）

４/１０（水）
４/２４（水）

４/１８（木）

①５/１７（金） 子どもの発達と「わらべうた・絵本」

②５/２５（土） ０歳からの性のしつけ

③５/３１（金） 乳幼児期のおやつ（ちょっと作って食べてみよう）・乳幼児期の食事について

④６/８（土） 子育てのはなし

⑤６/１４（金） 乳幼児の健康基礎知識

⑥６/２１（金） 乳幼児の救急

⑦６/２８（金） 子育てを語ろう・二胡演奏（二胡の音色に包まれて！楽しいひと時を）

10:00～11:00
（受付9:30～）

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

遊びの広場　　はじめの会 「一緒に遊ぼう」
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

10:00～11:30

10:00～11:30

10:00～12:00

子育てはじめの一歩　７回連続講座
就園前の子育てについて、これだけは知っておきたいエッセンスがいっぱいつまった講座です。子育ての知識や方法を楽しく学び、親同
士の情報交換や仲間作りができます。お誘い合わせてご参加ください。　【対象】就園前の子を持つ保護者・これから親になる方　【会場】
家庭教育センター　【費用】乳幼児のおやつ作りの材料費（実費）　【申込み】4月5日（金）午前10時～予約受付　【定員】30名（定員になり
次第締め切ります）

10:00～11:30

10:00～12:00

10:00～11:30

10:00～11:30

今月の行事予定はありません。

　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。

10:30～11:00

絵本で子育て
親の声で子どもに絵本を読んであげると子どもの心が育ちます。親子で絵本を一緒に楽しみ絵本の
魅力、面白さを体験しましょう。今月の絵本はみんなが喜ぶ「いない　いない　ばあ」です。　【対象】
未就園児と保護者　【参加費】無料　【申込み】不要

時 間

10:30～11:00

★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。

月　日　（曜） 内　　　　　容

※保育園のリノベーション（改修工事）を行う為、Ｈ31.4より「宮川第二保育園」は「宮川保育園」、「中大塩保育園」は「米沢保育園」にて、
合同保育を行います。

今月の行事予定はありません。
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月日（曜日） 時 間 内　　　　容

毎週土・日曜、
祝日

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。４月のテーマは「世界の星空～南の
島～」。　【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　4/6、4/7、4/13、4/14、4/20、4/21、4/27、4/28

４/２（火）～
７（日）

10:00～17:00

子ども自然研究クラブ員募集
水生昆虫による水質調査、化石の採集、野鳥や植物の観察など継続的な活動を通して子どもたちの科学的
な見方・考え方の育成を目指します。　【応募資格】小学校４年生～６年生　【活動期間】１年間　【活動日時】
毎月第２土曜日9:30～11:00 ※月によって日時が変わる場合もあります。　【募集人数】各25名　【受講料】年
間3,000円　【申込方法】八ヶ岳総合博物館に電話でお申し込みください。　※定員に達し次第、受付終了。申
込み時間外は受け付けいたしかねます。

４/２（火）～
７（日）

10:00～17:00

子ども科学工作クラブ員募集
身近な素材を利用したおもしろい工作を通じ、子どもたちの科学的な見方・考え方の育成を目指します。
【応募資格】小学校４年生～６年生　【活動期間】１年間　【活動日時】毎月第３土曜日10:00～11:30 ※月に
よって日時が変わる場合もあります　【募集人数】各25名　【受講料】年間3,000円　【申込方法】八ヶ岳総合博
物館に電話でお申し込みください ※定員に達し次第、受付終了。　※申込み時間外は受け付けいたしかね
ます。

４/１３（土） 10:00～12:00

こども自然探検隊　入隊説明会・入隊受付
親子での自然体験活動を通じ、「生物との共生」と「生命の大切さ」を学ぶことを目的にしたこども育成活動
「こども自然探検隊」の隊員を募集します。　 【入会資格】小学生～中学生　 【ところ】八ヶ岳総合博物館
【入会費・年会費】１家族2,000円

４/１３（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（北部生涯学習センター）　【定員】２０名　要申込み（3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

４/６（土）～
２１（日）

9:00～16:30

博物館さくらweek
博物館の敷地には、多くの桜の木があり、かくれた名所になっています。いろいろな種類の桜があり、4月か
ら5月はじめにかけて楽しむことができます。この機会にご家族でお越しください。期間中、入館された方には
オリジナルさくら缶バッチをプレゼントします。　【料金】通常入館料

４/１３（土） 10:00～15:00
博物館さくらweekイベント①野点
抹茶のサービス。朝倉美芳さん（裏千家）によるお点前披露。　【その他】先着50名　【参加費】無料

４/１３（土） 10:00～10:30
博物館さくらweekイベント②桜の庭でおはなし会
読りーむinちのの皆さんによる楽しいおはなし会　参加無料、申込み不要

４/１４（日）、２０
（土）、２１（日）

9:00～15:00
博物館さくらweekイベント③桜茶のふるまい
ほんのり桜の香りがするお茶のサービス。博物館見学の合間にほっと一息。　【参加費】無料

４/１４（日）
①10:00～
②14:00～

博物館さくらweekイベント④さくらツアー
博物館自然観察路をめぐりいろいろな種類の桜を観察します。　【参加費】無料　【申込み】不要

４/２７（土）～
５/６（月）

9:00～16:30

博物館こどもまつり
ゴールデンウィークは博物館にでかけよう！気軽に参加できるイベントや工作が日替わりで登場します。
期間中、入館された方は自分でデザインしたりお気に入りのイラストでオリジナル缶バッチが作れます（お一
人1回限り）。　【料金】通常入館料

４/２８（日） 10:00～15:00
日替わり体験①糸電話をつくろう
作った糸電話は持ち帰ることができます。随時体験できます。　【申込み】不要　【料金】要入館料

４/２９（月・祝） 10:00～15:00

日替わり体験②はたおり体験コースターをつくろう
はたおり機を動かしたことがありますか？自分でコースターを織ってみましょう。こどもまつり企画としてお試
し無料体験ができます。随時体験できます。踏み木に足が届く身長の方が対象になります。【申込み】不要
【料金】要入館料

★八ヶ岳総合博物館４月＆５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



月日（曜日） 時 間 内　　　　容

５/３（金・祝） 11:00～12:00
いろりばたおはなし会
いろりばたで昔話を聞きましょう。参加者には、できたてポン菓子のプレゼントがあります。【申込み】不要
【料金】要入館料

５/３（金・祝）
10:00～12:00
13:00～15:00

日替わり体験③わたあめをつくろう
わたあめマシーン登場！自分で上手に作れるかな？（お一人1回限り）　【申込み】不要　【料金】要入館料

５/４（土・祝） 10:00～15:00
日替わり体験④かぶとを折ろう
新聞紙や折り紙でかぶとを作って記念撮影。先着５０名のお子さまに折り紙のミニこいのぼりプレゼント。
随時体験できます。　【申込み】不要　【料金】要入館料

５/４（土・祝） 19:30～21:00
夜の博物館へ行こう！星空観察会
春の星座観察をしたり、望遠鏡を使った天体観察を行います。※雨天の場合、室内で星・宇宙のお話をし
ます。　【申込み】不要　【料金】無料

５/５（日・祝） 10:00～11:30
子ども工作「オイルワンドスコープ」
きれいな万華鏡をつくる人気の工作が、こどもの日限定、無料で体験できます。【申込み】要事前申込
【定員】先着20名　【料金】参加無料

５/６（月・祝） 10:00～15:00
日替わり体験⑤日時計をつくろう
作った日時計は持ち帰ることができます。随時体験できます。【申込み】不要　【料金】要入館料

４/２９～５/３
５/６

10:30～11:05
13:30～14:05

モバイルプラネタリウムこどもまつり特別投影「動物園に行こう！」
いつもは星空が広がるプラネタリウムがまるでどうぶつ園！エアドームに映し出される迫力満点の映像を
お楽しみください。星空の中の動物たちも探してみよう。　【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。

休館日

月日（曜日） 時 間 内　　　　容

休館日

★茅野市図書館４月＆５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

４/１０（水）
５/８（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

４/６（土）
５/４（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

４/６（土）
５/４（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

４/２７（土） 10:30～11:30

子ども読書の日おはなし会
市内在住ボランティアさん・図書館職員・こども読書活動応援センター職員にるおはなし会です。
パネルシアターや紙芝居、大型絵本の読み聞かせなどを予定しています。【場所】茅野市図書
館２階おはなしのへや

休館日

4/1、4/8、4/15、4/22

★尖石縄文考古館４＆５月１０日までの行事予定　　問合せ：尖石縄文考古館　０２６６-７６-２２７０

　　　４月の行事はありません。　　　

4/1、4/8、4/15、4/22

4/1、4/8、5/7
特別整理休館日4/12（金）～4/22（月）

７



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。

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

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ヶ所）
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

☎０２６６-７２-２１０１　内線６１５・６１６・６１７・６１８　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。

のコーナー

CHUKOらんどチノチノをご利用ください！

CHUKOらんどチノチノの一番の特徴は中高生自身によるこども運営委員会がチ

ノチノでのイベント企画や、利用規約づくり等自分たちの居場所を自分たちでつくっ

ている点です。現在４０名もの運営委員がチノチノの為に活躍してくれています。

３月末にはこの運営員会とチノチノを支援してくれている大人のサポート委員会と

の合同委員会が開催され、運営委員会からはチノチノにWi-Fiを導入したいとの

提案がされました。中高生の利用したい気持ちと、大人からのWi-Fiがあることに

よる心配な点、またそれに対する中高生の改善案等、チノチノにとって何が良い

のかを中高生と大人が本音で話し合いを行ないました。中高生にとっては残念な

がら今回の話し合いだけで導入というわけにはいきませんでしたが、また次回の合

同会議に向けて話し合いを重ねていくこととなりました。子どもたちの居場所を大

人がつくるのではなく、中高生自身がつくっていくことを周りがサポートしていく、これ

から社会に出て自分たちの居場所をつくっていく中高生にとって、こういった機会

が地域にあることを大切にしていきたいと思っています。

茅野市こども館CHUKOらんどチノチノは、中学

生・高校生および相当年齢の若者だけが利

用できる施設です。

茅野駅前ビルベルビア２Fにあり、平日13：00

～19：00、土日は10：00～19：00まで、事前

予約と保護者の承諾書があれば、学習室、ダ

ンスルーム、スタジオは21:00まで利用できま

す。

登録証、利用料は無料、市内市外関係なくだ

れでも利用ができます。

登録には学生証・生徒手帳・免許証などの身

分証明証が必要になるので持ってきてくださ

い。

壁の一面が鏡張

りとなっているの

で、自分の姿を

映しながらの練

習ができます。

ダンスルーム

ドラムセット・アンプが設

置されていてギターなど

を持ってくれば誰でも練

習ができます。

音楽スタジオ

キッチン
ＩＨコンロ・オーブンなどが

あるのでお菓子作りや料

理もできます。

名前の通り、ゴロゴ

ロしたり、遊んだり、

勉強したりとゆった

りと過ごせる場所

です。

多目的ひろば

中高生世代のみなさんへ！
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