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イベント情報がたくさん
集まりました！

あそびにおいで！ こどもまつり
子どもの健やかな成長を願い、様々な体験や遊びの場を提供し子どもの主体性や夢、目的を見つける機会とするために今年もこどもまつり
を開催します。お友達やご家族一緒に、お出かけください。

◎日時 ６月２日（日）10時～14時（開会式９時30分～）
◎場所 ちの地区コミュニティセンター、家庭教育センター、体育練成館、永明小学校体育館
◎持ち物 上履きと下履きを入れる袋、豚汁用のお椀、お箸、麦茶用コップ、各コーナーで作った物を入れる袋
◎かえっこバザール（おもちゃの交換会）を楽しむために、もう使わないおもちゃを持ってきてください。
（カードゲーム、ゲーム機、新品、高価なもの、ジュースのおまけ等は交換できません。）
いろんなコーナーがあるよ！
◎入場、体験料等はすべて無料です。
お楽しみに！
◎駐車場に限りがあります。係員の誘導に従ってください。

主催 茅野市こどもまつり実行委員会 （事務局 茅野市こども課こども係 0266-72-2101 内線613）

第１３回茅野市ファミリー演劇鑑賞 劇団ポプラ「オズの魔法使い」
心豊かな子どもの成長を願い、親子で舞台芸術を楽しみましょう。
◎日 時 ７月７日（日） １３：００開場、１３：３０開演（上演時間９０分・休憩あり）
◎会 場 茅野市民館マルチホール（大ホール）
◎入場料 全席指定 大人1200円、高校生以下600円、ファミリー割引券（大人１人+高校生以下1人）1500円
◎プレイガイド 茅野市教育委員会生涯学習課（土・日・祝日休み）、茅野市民館（火曜休み）、シマダヤ楽器店（月曜休み）
※５月１５日（水）から５月３１日（金）まで、茅野市の保育園、認定こども園、幼稚園、小中学校、高校に通うみなさんと
そのご家族にチケットの先行発売を行います！
出演者募集
劇団の俳優と一緒にオープニング、エンディングに出演できます。一緒にステージを盛り上げましょう！
◎募集人数 ３０人程度（申込み多数の場合は抽選。茅野市在住在学者優先）
◎募集期間 ～５月７日（火）必着
◎レッスン日程 レッスン6/23（日）11：00～17：00、前日リハーサル7/6（土）15：00～17：00、当日7/7（日）11：30～17：00（予定）
◎場所 レッスン、前日リハーサル：茅野市家庭教育センター、当日：茅野市民館
◎応募資格 小学３年生以上、レッスン・前日リハーサル・当日に参加できる人、衣装を用意できる人、本番まで自宅練習できる人
◎参加費 ６００円程度（チケット購入不要）
◎その他 衣装（麦わら帽子（ある人）、デニム、チェックのシャツ、キャラクターでないスニーカーなど）、メディアに写真・動画が掲載
されることがあります。
◎申し込み方法 住所、氏名、性別、連絡先、学校名（学年）をメール、ＦＡＸ、ハガキ（郵送）または茅野市教育委員会生涯学習課
窓口へ直接お申し込みください。電話での受付は行いませんのでご注意ください。
詳しい内容、抽選結果は５月１４日（火）までにお知らせします。
主催 茅野市ファミリー演劇鑑賞実行委員会 （事務局 茅野市教育委員会生涯学習課文化芸術係 0266-72-2101 内線632）

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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多留姫文学自然の里 「田植まつり」
多留姫文学自然の里「神田」で手植えによる田植体験をしてみませんか。今年度より、「神田」でのもち米作り体験に
参加していただいたお子様にスタンプカードを配布します。作業ごとにオリジナルスタンプをついていき、全て集めた
方にはプレゼントを差し上げます。
◎日時 ５月１８日（土）午前１０時～（雨天中止）
◎場所 多留姫文学自然の里「神田」（茅野市玉川）
◎持ち物等 長靴やタオルなど、田植のできる服装でお越しください。
◎参加費 無料
◎申込み 不要
◎中止の場合は、多留姫文学自然の里「神田」にイベント中止の案内板を設置します。
主催

茅野市教育委員会生涯学習課

0266-72-2101

内線634

多留姫文学自然の里

「稲虫まつり・里まつり」

多留姫文学自然の里創造委員会では、大泉山の麓にある「多留姫の滝」周辺を整備し、
様々なイベントを開催しています。６月は、稲につく虫の絵を描いて豊作をお願いする
「稲虫まつり」と、多留姫神社横で行うイベント「里まつり」を開催します。
里まつりは、太鼓の演奏、昔話の語り、詩吟の朗詠、オリジナル缶バッジのプレゼントを
予定しています。
◎日時
◎場所

６月１日（土）「稲虫まつり」午前９時３０分～、「里まつり」午前１１時～正午
稲虫まつり 中沢公民館→多留姫文学自然の里「神田」
里まつり 多留姫神社境内
◎持ち物等 汚れてもいい服装
◎参加費 無料
◎申込み 不要
◎中止の場合は、多留姫文学自然の里「神田」にイベント中止の案内板を設置します。
主催

茅野市教育委員会生涯学習課

0266-72-2101

内線634

第１８回 小泉山体験の森 山開き
小泉山体験の森創造委員会と茅野市教育委員会がパートナーシップで整備した「小泉山体験の森」で、山開きを開催し
ます。この森は、身近な自然体験の場、そして親子や地域の皆さんのふれあいの場です。オカリナ演奏や小中学校の児
童・生徒による歌や演奏、大学生の楽しいイベントなどを企画しています。どなたでも参加できますのでおでかけくだ
さい。
◎日時 ５月２５日（土）午前１０時～（雨天中止）
◎場所 小泉山山頂
◎持ち物等 動きやすい服装、水筒等
◎参加費 無料
◎申込み 不要
◎雨天による中止の場合は、登り口に案内看板を設置します。
主催

茅野市教育委員会生涯学習課

0266-72-2101

内線634
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★茅野市こども館０１２３広場の５月＆６月１０日までの行事予定
時間

月日（曜日）

内

容

おはなし０１２３「ブックメイトぐりとぐら」
11:15～11:30 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、手遊びがきっと心温まる
ひと時を作ってくれるでしょう。

５/７（火）

５/１３（月）
５/２７（月）
６/１０（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。

５/１１（土）

パパママ講座
13:00～15:30 心身ともに健やかに妊娠期を過ごし出産を迎えられるよう妊婦体操やパパの妊娠体験等を行います。
３回連続講座の２回目です。参加希望者は、健康づくり推進課（0266-82-0105）にご予約ください。

５/１４（火）

11:15～12:00

リズム遊び講座『親子でリズム遊びを楽しもう！」（多田みさき先生）
親子で向き合える時間。楽しく体を動かして遊びましょう。みなさんのご参加をお待ちしています。

５/２１（火）

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。

５/２８（火）

10:20～

５/２９（水）

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

６/５（水）

11:15～12:00

食育講座
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。

こども服リユースの会（おひさまの会主催）
小さくなってしまった子ども服や靴などを提供していただき、広場の利用者みんなで譲り合います。
収集期間４月２２日(月）～５月２６日（日）

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。（5/2、5/9、5/16、5/23、5/30、6/6）
※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（５/７、５/２０、６/３） 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。

★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】５月２３日（木）から受付開始
【申込・問合せ】ＮＰＯ法人 ＣＬＩＰ in すわ ☎本間0266-72-7296 長田0266-79-4555
日 程

会場

①７/４（木）

10:00～12:00

家庭教育センター

②７/１１（木）

10:00～12:00

家庭教育センター

③７/１６（火）

10:00～12:00

家庭教育センター

④７/２３（火）

10:00～12:00

家庭教育センター

⑤７/３０（火）

10:00～12:00

家庭教育センター

⑥８/６（火）

10:00～12:00

家庭教育センター

３

※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５月＆６月１０日までの行事予定
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月日（曜日）

時間

５/１４（火）

14:30～16:30

休館日：日曜・祝日
内

おりがみ教室
何を折るのかお楽しみに。 【対象】親子さんや大人の方もぜひご参加下さい。お待ちしております。 【その
他】材料はこども館で用意します

☎ ０２６６-７３-０８８１（専用）
茅野市塚原1-9-16

休館日 4/28～5/6、5/12、5/19、5/26、6/2、6/9

☎ ０２６６-７２-９９７０（専用）
茅野市宮川4552-2

休館日 4/27～5/6、5/12、5/19、5/26、6/2、6/9

５/２２（水）
※育児相談は
9:30～11:00

10:00～12:00

容

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ます、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、ほっこり笑顔の花咲く和やかなひ
と時を是非ご一緒しませんか？皆さんお誘い合わせの上お出掛けください、お待ちしています！【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。

☎ ０２６６-７２-５２１１（専用）
茅野市米沢4181

休館日 4/27～5/6、5/12、5/19、5/26、6/2、6/9

５/２０（月）

10:00～11:00

おりがみ教室
季節のおりがみ、遊べるおりがみを作って楽しみましょう。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。

５/２５（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。たくさんの方の参加をお待ちしておりま
す。お気軽にご参加ください。 【対象】未就園児親子

☎ ０２６６-７１-１６０４（呼出）
茅野市豊平2321-1

休館日 4/27～5/6、5/12、5/19、5/26、6/1、6/2、6/9

５/１８（土）

ペットボトルロケット
ペットボトルでよく飛ぶロケットを作りましょう！かっこいいロケットができたら、玉川小学校の校庭で飛ばし
ます。 【対象】どなたでもご参加いただけます。小学4年生までの参加は保護者同伴でお願いします。保険
加入のため申し込みが必要です。 【持ち物】三ツ矢サイダー1.5ℓのペットボトル3本(用意できない方はご相
談下さい。)飲み物、タオル、帽子 【費用】材料費１台につき500円 【申込み】5月10日(金)まで

13:00～16:00

☎ ０２６６-８２-２６２５（専用）
茅野市玉川3666-1

休館日 4/27～5/6、5/12、5/19、5/26、6/2、6/9

５/９（木）
５/２３（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。 【対象】未
就園児親子

５/２０（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

５/２３（木）

10:40～11:15

育児相談会
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

☎ ０２６６-７９-２７３１（専用）
茅野市泉野2647

休館日 4/27～5/6、5/12、5/18、5/19、5/26、6/2、6/9

４
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月日（曜日）

時間

５/１４（火）

9:15～9:45

５/２５（土）

10:30～10:45

内

容

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
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

☎ ０２６６-８２-２６４１ (専用)
茅野市金沢1152

休館日 4/27～5/6、5/12、5/19、5/26、6/2、6/9

５/１６（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。

10:00～11:30

夢のおひさまけんきゅ～じょ ～気分は♪パティシエ～
毎年大好評の簡単おやつ作りです｡女性講師の方が優しくていねいに教えてくださいます｡お子さんと一緒
に楽しみながら作りましょう☺ 【対象】未就園児と家族 【持ち物】エプロンなど汚れても良い服装･試食用
のお皿､フォーク等､飲み物(保護者の方も) 【費用】1家庭¥100の負担金が必要です｡当日の徴収にご協力
ください｡ 【申込み】準備の都合上､湖東夢のこども館までお申込みください(先着２０組) 【その他】アレル
ギー等をお持ちのお子様は､保護者の方の責任の下でご参加ください｡使用する材料等については､当日
掲示される表を各自必ずご確認ください｡

５/２１（火）

☎ ０２６６-７１-５００８ (呼出)
茅野市湖東4978-1

休館日 4/27～5/6、5/12、5/19、5/26、6/2、6/9

５/３１（金）

未就園児の集い“キラキラ星”「仲良くなろう！の会」
手遊び、読み聞かせ、リズム体操。大空を泳いでいたこいのぼりが、今年も星空館に下りてきました！こい
のぼりくぐりを楽しんだり、おもちゃで遊んで、お友達と仲良しになりましょう！ 【対象】未就園児とそのご家
族 【持ち物】各自の飲み物、お手拭きタオル、その他お子さんに必要な物

10:00～11:30

☎ ０２６６-７１-５００９ (呼出)
茅野市北山4340-1

休館日 4/27～5/6、5/12、5/19、5/26、6/2、6/9

５/２１（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

５/２３（木）

10:00～11:30

ころころ広場 「消火器体験をしよう」
今回のころころ広場は「避難訓練」を行います。実際に消火器を使って火を消す体験をしたり、楽しみながら
一緒に「もしも」について備えましょう。 【対象】０歳～未就園児親子

☎ ０２６６-７２-８０３３ (専用)
茅野市中大塩8-15

休館日 4/27～5/6、5/12、5/18、5/19、5/26、6/1、6/2、6/9

★サークル５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。
☆親子うんどう「ママだっこ」 【問合せ】 藤森 メール：mama_dakko123@yahoo.co.jp
月日（曜日）・場所

５/１３（月）
５/２０（月）
５/２７（月）

時間

10:30～11:30

内

容

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。

５

★保育園・幼稚園で行われている子育て支援５月＆６月１０日までの行事予定
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。
保育園

月日

曜日

時間

名 称

内

容

5/21

火

9：00～11：00

なかよし

はじめましての会 絵本を楽しみましょう

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

5/22

水

9：00～11：00

つぼみ
さくらんぼ

はじめましての会
お友だちになりましょう

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

ちの

宮川

宮川第二
玉川

湖東

笹原

※R１.12末までリノベーション工事の為、宮川保育園にて合同保育を行っています
はじめましての会・お友だちになりましょう
カードを作りましょう

5/16

木

9：30～11：00

おいでおいで

毎週

水

9：00～10：00

園庭開放

5/21

火

9：00～11：00

随時

月～金

9：00～10：00

園庭開放

5/28

火

9：00～11：00

うりんぼの会

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

5/24

金

9：00～11：00

たけのこ

はじめまして一緒に遊びましょう

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

5/28

火

9：00～11：00

ポッポの会

「はじめましての会」
ふれあい遊びを楽しみましょう

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 絵本の貸出し

5/10

金

9：00～11：00

なかよし

はじめましての会

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

5/17

金

9：00～11：00

どろんこ・
あひるの会

毎週

木

9：00～11：00

園庭開放

5/24

金

9：00～11：00

随時

月～金

9：00～10：00

園庭開放

5/21

火

9：00～11：00

ミニとまとの会

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

5/13

月

9：00～11：00

おひさま

はじめましての会 カードを作りましょう

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）

5/17

金

9：00～11：00

こうさぎ

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（育児相談随時）

おたまじゃくしの 「はじめましての会」一緒に遊びましょう
会
わらべうた遊びを楽しみましょう
園庭で遊びましょう 育児相談 絵本の貸出し
はじめましての会 太鼓にふれてみましょう
一緒にあそびましょう

豊平

北山

中央

米沢

金沢

はじめましての会
在園児と一緒に遊びましょう
園庭で遊びましょう 絵本の貸出し（育児相談随時）

自己紹介をしましょう 保育園のお友だちと遊びま
さくらんぼの会 しょう
リトミックをしましょう

はじめましての会

小泉
おともだちになりましょう

みどりヶ丘

5/15

水

9：30～11：30

わかば

5/28

火

9:30～受付
11時～解散

おいでよ
みんなの日①
おいでよ
わかばの日①

5/23

木

9：30～11：00

SMILEの会

毎週

木

9：30～10：30

園庭開放

よこうち認定
こども園

園庭で遊びましょう 育児相談

※R1.12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

玉川どんぐり

0266
72-3076
0266
72-2601
0266
72-2589
0266
72-3265
0266
78-2637
0266
76-2512
0266
72-2925
0266
78-2330
0266
72-2602

0266
72-6249

0266
72-2419

園庭で遊びましょう 育児相談 絵本の貸出し

泉野

中大塩

連絡先

保育園を知ろう
遊具・砂場で遊ぼう
広い保育園の中をみんなで探検してみましょう
お友だちや先生と楽しく関わって遊びましょう。
「はじめましての会」をします
みんなで仲良く遊んで、お友達になりましょう
園庭で遊びましょう 育児相談（随時）

６

0266
79-3639
0266
72-7401

0266
72-0333
0266
72-3126
0266
82-5588
0266
72-7016
0266
75-1120

★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）

クラス名

内

容

5月13日(月)
9:30～10:30
10:45～11:45

ベビーコース

5月13日(月)
13:30～14:30

マタニティコース

月・火・水・金曜日

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。

月～金

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

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
妊娠中のママが安心して出産の日を迎えることができるようサポート致します。ママのリラク
ゼーションや胎教など。素敵なマタニティライフを送りましょう。 要予約 無料

★家庭教育センターの子育て支援５月＆６月までの行事予定
月日（曜日）
５/７（火）
６/４（火）

５/８（水）
５/２２（水）

５/１６（木）

時間

内

容

家庭教育センター ０２６６-７３-０８８８

10:30～11:00

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

10:30～11:00

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「だるまさん（の・と・が）」シリーズです。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

10:00～11:00
（受付9:30～）

遊びの広場 みんなであそぼう
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

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】予約受付中 【定員】30名（定員になり次第締め切ります）
①５/１７（金）

10:00～11:30

子どもの発達と「わらべうた・絵本」

②５/２５（土）

10:00～12:00

０歳からの性のしつけ

③５/３１（金）

10:00～11:30

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）

10:00～11:30

子育てのはなし

⑤６/１４（金）

10:00～11:30

乳幼児の健康基礎知識

⑥６/２１（金）

10:00～11:30

乳幼児の救急

⑦６/２８（金）

10:00～12:00

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）

からだであそぼう ５回連続講座
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（サブ体育館）、青少年自然の
森、家庭教育センター 【費用】無料 【申込み】5月30日（水）午前10時から受付 【定員】30組（定員になり次第締め切ります）
①７/１０（水）
②８/２８（水）
③９/２５（水）
④１０/３０（水）
⑤１１/１３（水）

元気にからだを動かそう （会場 総合体育館・サブ）
暑さに負けず元気に遊ぼう （会場 青少年自然の森研修棟）
10:00～11:30
自然の中であそぼう （会場 青少年自然の森）
（受付9:30～）
みんなでやってみよう （会場 家庭教育センター）
寒さに負けず元気に遊ぼう （会場 総合体育館・サブ）

７

★八ヶ岳総合博物館５月＆６月１０日までの行事予定
月日（曜日）

時間

内

問合せ：八ヶ岳総合博物館 ０２６６-７３-０３００
容

モバイルプラネタリウム一般投影
毎週土・日曜、 10:30～11:15 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。５月のテーマは「宇宙ののぞき穴」
祝日
13:30～14:15 【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。

４/２９～５/３
５/６

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！」
10:30～11:05 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
13:30～14:05 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。

４/２７（土）～
５/６（月）

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。
9:00～16:30
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

５/３（金・祝）

春の探鳥会
早朝のすがすがしさの中、渡ってきた夏鳥たちや留鳥のさえずりを聞き、きれいな姿を観察します。 【集合
5: 30～8:30
場所】尖石縄文考古館東側駐車場 【講師】両角英晴さん（日本野鳥の会諏訪） 【定員】20名（要申し込み）
【参加費】無料 【申込み】4月20日（土）から受付

５/３（金・祝）

いろりばたおはなし会
11:00～12:00 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 日替わり体験③わたあめをつくろう
13:00～15:00 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）

日替わり体験④かぶとを折ろう
10:00～15:00 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）

夜の博物館へ行こう！星空観察会
19:30～21:00 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）

子ども工作「オイルワンドスコープ」
10:00～11:30 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

５/１１（土）
５/１２（日）

さきおりでランチョンマット
昔ながらの高機を使ってランチョンマットを織ってみましょう！博物館はたおりボランティア「ねじばな」の指導
10:00～11:30
のもと、楽しく体験できます。初心者の方もお気軽にご参加ください。 【定員】各回5名（要申込み） 【参加
13:00～14:30
費】400円 【対象】小学校高学年以上（踏み木に足が届く身長の方が対象になります）原則、お申し込み1回
につき、記名1名とさせていただきます。 【申込み】4月20日（土）から受付

５/１１（土）

19:30～21:00

５/１９（日）

ワクワク科学工作
やさしい科学工作を通じて、科学の不思議さやおもしろさを体験してもらいます。5月は「自分だけの万華
10:00～11:30
鏡」。 【講師】赤坂行男さん（子どもの科学遊びクラブ代表） 【定員】各回16名（要申し込み） 【参加費】300
円 【参加資格】小学生以上 【申込み】4月20日（土）から受付

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（4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

８

４/２８、５/５、
５/１２、５/１９、
５/２６、６/２

６/８（土）

休館日

6:00～8:00

鳥見スポット尖石史跡公園・青少年自然の森で６週連続探鳥会
シーズン到来のベストスポットで鳥見を体験しませんか。6週連続で行います。申し込みは不要です。お気
軽にご参加ください。 【集合場所】 青少年自然の森 管理棟前 集合広場 【講師】両角英晴さん（日本
野鳥の会諏訪） 【参加費】無料（申し込み不要） 【その他】雨天中止(小雨実施)。車でお越しの場合、青
少年自然の森管理棟裏駐車スペースをご利用ください。

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（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

5/7、5/13、5/20、5/27、6/3、6/10

★尖石縄文考古館５＆６月１０日までの行事予定
月日（曜日）

時間

５/１８（土）

終日

休館日

問合せ：尖石縄文考古館 ０２６６-７６-２２７０
内

容

無料開館 国際博物館の日を記念して無料開館を行います。

5/7、5/13、5/20、5/27、6/3、6/10

★茅野市図書館５月＆６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

５/４（土）
５/１８（土）
５/２５（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

５/４（土）
５/１８（土）
５/２５（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

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

５/９（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」の方々による、ハーブティーのサービスで
す。図書館の庭で採れたハーブも使った季節香るお茶をどうぞお楽しみください。 【場所】茅野市図書館
前庭 【持ち物】マイカップ

５/１１（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

５/１８（土）

13:30～

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

５/２１（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

休館日

内

5/7、5/13、5/20、5/24、5/27

９

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

電

話

番

号

・

内

容

こども・家庭総合支援拠 ☎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
点
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。
育ちあいちの （こども課） 月曜日～金曜日（祝日除く）8:30～17:15
こども館０１２３広場

☎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。

家庭教育センター

☎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

保健福祉サービス
センター（４ヶ所）
健康管理センター

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。

市内保育園・幼稚園

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。

のコーナー
昨年の９月から入りました。高山桃香です。
チノチノに来て、沢山のことを子どもたちに
教えてもらっています。気軽に話ができる、
安心できる、そんな居場所づくりをこれから
も続けていきたいです。

CHUKOらんどチノチノスタッフ紹介
初めまして、こども館館長の千野美和子です。
中高生の皆さんがチノチノに来ることが楽しいと思
えたり、ホッとできたり、また自分自身が夢中にな
れることを見つけて過ごしてもらえたらと思います。
子ども達の気持ちを大切にしながら関わっていき
たいと思いますのでよろしくお願いします。

スタッフの丸茂政邦です。最近はこどもたちと
一緒に料理したりしています。こどもたちと関わ
ることは毎日が勉強で驚くことがたくさんありま
す。小さなことから大きなことまで子どもたちの
「やってみたい」を実現できるように、こども達
の長所を引き出せるように関わっていきたいと
思います。

スタッフの丸茂直樹です。チノチノは中高生
が「中高生の自治」を大切にして運営していま
す。私も8年前は利用者としてチノチノを使って
いました。今度はスタッフとして、チノチノの中
高生による運営をサポートし、中高生が気軽
に来れる「居場所」を作れるよう頑張ります。

地域の中で活躍できる場

昨年の12月から入りました。伊東留美です。
一番新米のスタッフですが、子ども達と一緒に
楽しく過ごせるようにしていきたいと思ってい
ますので、よろしくお願いいたします。
チノチノを利用している中高生は施設内での活動はもちろん、地域の中で行わ
れている活動にも積極的に参加してくれています。保育園でのダンス発表、両久
保こどもカフェでの演奏、子どもの権利条約フォーラムのオープニングなど、いろ
いろな場面で声をかけてもらっています。
参加したメンバーからは「今まで同世代の人にしか見てもらえなかったので多世
代の人に見てもらえて嬉しかった」地域の大人からは「中高生がこんなに一生懸
命な姿をみれてとても刺激になった」と嬉しい感想をいただきました。
地域にチノチノという中高生の居場所があることで、子どもたちと地域がつな
がっていけるよう、今後も活動していきたいと思います。
地域の中で発表できる機会があればぜひお声かけください。
（茅野市こども館ＣＨＵＫＯらんどチノチノ ＴＥＬ：0266-75-1199）

一緒に楽しもう！

チノチノ新入生歓迎ライブ
CHUKOらんどチノチノ利用者によるダンスとライブのイベントです。
当日は子どもから大人までどなたでもご覧いただけます。ぜひご来館ください。
日時：５月９日（木）、１０日（金）18：00～20：00
会場：市民館イベントスペース 入場料金等：無料
問い合わせ：茅野市こども館CHUKOらんどチノチノ 0266-75-1199（担当：丸茂）
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