
　　その他　入場無料、申込不要

日 時 間 　内　　　　容

７/５（金）
11:15～
12:00

たなばたおはなし会
ブラックパネルシアターや絵本などを使った夢いっぱいのお話のせかいを楽しみましょう！

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てくださいます。

７/９（火）
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。）

７/１６（火）
８/６（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。

７/１７（水）
８/７（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。

７/２３（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。

　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。（７/４、７/１１、７/１８、７/２５、８/１、８/８）
　　※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。
　　※こども家庭教育相談日（７/１、７/１６、８/５）　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。

★茅野市こども館０１２３広場の７月＆８月１０日までの行事予定

７/８（月）
７/２２（月）
８/５（月）

10:30～
　　12:00

茅野市・原村青少年健全育成推進大会

　茅野市の明るい未来の担い手は、創造性豊かな、柔軟で活力に満ちた青少年です。家庭・地域・学校・職場が一体となり、相
互の連携と協調をはかりつつ、未来を拓く、たくましく、やさしい、希望に満ちた心豊かな青少年を育てるため、下記のとおり大会
を開催します。今年度は、“社会を明るくする運動”作文コンテスト等で受賞された作品の発表と、大阪市立大学名誉教授の森田
洋司先生からご講演をいただきます。

　　と　き　７月１０日（水） 午後6時30分～午後8時30分（開場午後6時00分～）

　　ところ　茅野市民館マルチホール

　　講　演　【講師】大阪市立大学名誉教授　森田洋司　先生

　　　　　　　【演題】自分を大切にする心を育むために

　　問合せ　茅野市教育委員会こども部こども課こども係　電話0266-72-2101（内線613、612）

　　主　催　茅野市・茅野市教育委員会、原村・原村教育委員会、中諏校長会、中諏生徒指導連絡協議会

発行
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場所 月日（曜日） 時 間 　内　　　　容

7/２（火） 14:30～16:30

おりがみ教室「七夕に願いをこめて」
「七夕飾り」を作って、笹に飾りましょう。笹を１人１本プレゼントします。短冊にお願いごとを書いて、お家
に飾りませんか(*^-^*)　【会場】ちの地区コミュニティーセンター和室　【対象】小さいお子さんから、大人
の方までどなたでもどうぞ　【その他】材料はこども館で用意します

７/９（火） 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

７/２５（木） 9:30～11:30

おもちゃのメンテナンス
毎日使っているおもちゃやボードゲームなど感謝を込めて運営委員さんたちと、お掃除したり、
修理をします。皆さんも、一緒にきれいにしませんか。お待ちしております。　【対象】どなたでも
参加できます　【持ち物】なし

８/７（水）
①10:00～10:30
②11:00～11:30

モバイルプラネタリウム「動物園に行こう！」
空気でふくらむエアドームの中に繰り広がる星空が、動物園のよう・・・。星空にも、動物たちがたくさん散
りばめられています。ぜひ、小さなお子さんから大人の方まで、ご参加をお待ちしております。　【定員】各
回２０名　【持ち物】水筒　【申込み】事前に申込みをお願いします。（℡７３－０８８１）

休館日　7/7、7/14、7/15、7/21、7/28、8/3、8/4

宮
川

休館日　7/7、7/13、7/14、7/15、7/20、7/21、7/28、8/3、8/4、8/10

７/２４（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”《プール遊び》
今月は、恒例のプール遊びです。お水で思いっきり遊んじゃおう！雨天の場合は室内にプールを用意し
て、お水の代わりにおもちゃで遊びましょう！いつも通り保健師さんや栄養士さんによる育児相談会も行
われます。　【対象】未就園児とその保護者　【持ち物】プール遊びのできる支度(水着・プール用おむつ・
日焼け止め・帽子など）と、飲み物をご持参ください。育児相談を利用される方は母子手帳とどんぐり手帳
をお持ちください。

７/１７（水）
７/３１（水）
８/７（水）

10:00～12:00

プール遊び（のびっこ交流会）
暑い暑い夏の間、楽しいプール遊びをします！お家でプールの準備は大変ですが、米沢地区コミュニティ
センターに水曜日遊びに来れば、お友達と楽しくプール遊びが出来ますよ！みんなで暑い夏を乗り切りま
しょう！日影がありませんので、熱中症や日焼け対策をお願いいたします。監視員もいませんので、子ど
もさんから目を離さないようにお願いいたします。雨天や、気温が低い場合はプール遊びは中止します
が、こども館には沢山玩具があり自由に遊べますので、是非お友達をお誘い合わせの上お越しください。
【対象】どなたでも参加ＯＫです。　【持ち物】水着、飲み物、プール用おむつ、日焼け止め、帽子など

７/２９（月）
７/３０（火）
８/８（木）

８/２０（火）

9:00～11:00

夏休み！米沢寺子屋教室
夏休み中の小・中学生の為に、地区の教職経験者のボランティアさん達が寺子屋を開いてくださいます。
夏休み帳や自分の勉強したいものを一式持ってきてください。時間があったら囲碁や将棋をしたり、本を
読んだりして過ごしましょう。都合のつく時に、気軽に参加してください。　【参加対象】小学生・中学生・高
校生　【持ち物】夏休み帳や自分の勉強したいもの一式(お茶はこちらで用意します）

休館日　7/6、7/7、7/13、7/14、7/15、7/20、7/21、7/28、8/3、8/4

７/８（月） 10:00～11:00
おりがみ教室
遊べたり飾ったりできるおりがみを一緒に楽しみましょう。今月は夏の食べ物です。材料はこちらで用意し
ます。　【対象】どなたでも

７/２７（土） 10:00～13:00

豊平地区・とよひらこども夏まつり
毎年恒例「とよひらこども夏まつり」流しそうめんやゲームなど夏まつりをたのしみましょう！今年は水鉄
砲大会からさらにバージョンアップ！お楽しみに！７月２４日（水）までに事前申し込みをお願いします。詳
細問合せは豊平地区コミュニティセンターまで。　【対象】豊平地区にお住まいの方　【持ち物】流しそうめ
ん用マイはし、マイお椀、タオル、着替え、飲み物　【その他】チケット制のため７月２４日（水）までに要申
込み

８/５（月） 13:00～17:00

夏休み木工教室
プロの大工さんに教わりながら木工作をやってみよう！　【対象】豊平地区の小学校高学年（低学年も参
加可能ですが保護者と一緒にお願いします）　【参加費】５００円　【持ち物】金槌、のこぎり、ものさし、き
り、軍手、飲み物　【申込み】先着順１０名、７月１６日～７月３１日までに豊平地区コミュニティセンターに
申込みください。

休館日　7/7、7/13、7/14、7/15、7/21、7/27、7/28、8/3、8/4、8/10

７/６（土） 10:30～12:00
おはなし会・つくってあそぼう「たなばたモビール」
風にゆらゆら、すずしげにゆれるモビールを作ろう。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

休館日　7/7、7/13、7/14、7/15、7/20、7/21、7/27、7/28、8/4、8/10

※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７月＆８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

☎ ０２６６-８２-２６２５（専用）
茅野市玉川3666-1

玉
川

☎ ０２６６-７２-５２１１（専用）
茅野市米沢4181

米
沢

２



場所 月日（曜日） 時 間 　内　　　　容

７/１１（木）
７/２５（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。

７/２２（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

７/２５（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

休館日　7/7、7/13、7/14、7/15、7/21、7/28、8/4

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

７/２０（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　7/7、7/13、7/14、7/15、7/21、7/27、7/28、8/3、8/4、8/10

７/１７（水） 10:00～11:30

夢のおひさまけんきゅ～じょ拡大版!!～みんなで 救命～
水の事故が多くなる季節です｡救急救命について学びませんか!? 小さいお子さん連れでも気兼ねなく参加
できる数少ない機会で､車座になって消防署の方からお話しを伺います｡普段疑問に思っている事なども聞
いてみてくださいね｡今回は保育園保護者のみなさんもご参加いただけます(おじいちゃん･おばあちゃんも
ぜひどうぞ!!)。お子さんには参加賞とサプライズを計画中! お楽しみに♪　【対象】未就園児さんとご家族･保
育園児さんのご家族　【持ち物】飲み物や帽子など各自で必要な物(大人の方も)

７/１８（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。

休館日　7/7、7/13、7/14、7/15、7/20、7/21、7/27、7/28、8/3、8/4、8/10

７/３（水） 15:45～16:20

星空館七夕まつり
星空館こども運営委員会「♪ポップスターズ☆」企画行事。冷たいおやつを食べたあと、ブラックパネルシア
ターを観て楽しんだり、短冊にお願いごとを書いて、笹に飾りましょう！　【対象】北山小学校児童（午後４時
～北山保育園園児親子も参加できます。）

７/２２（月） 10:00～11:30

未就園児の集い“キラキラ星”「温泉プールでちゃぷちゃぷ遊ぼう！」
手遊び、読み聞かせ、リズム体操のあと、温泉プールに入りながら、持ってきたおもちゃでたくさん遊びま
しょう！（天気が悪い時は室内で遊びます。）　【対象】未就園児さんとご家族　【持ち物】水遊び用おもちゃ、
水遊びのできる支度、飲み物、タオル、帽子　【申込み】７/１８(木）までに北山地区こども館へご連絡くださ
い。

７/２５（木）
７/２６（金）

15:00～16:30
寺子屋教室
北山地区コミュニティ運営協議会主催。元先生が勉強の相談にのってくれます。友達と一緒に宿題や勉強
を頑張って、元気に夏休みを楽しんでね！

未定（８月） 15:00～17:00

夏休み工作教室
北山地区子ども会育成会主催。みんなで光るランタンを作ってみよう！（講師：田邉造先生）大学生のお兄
さん・お姉さんと一緒に、夏休みの思い出作りをしませんか？　【対象】小学生（低学年の参加者は、保護者
が付き添ってください）　【申込み】8月2日（金）までに北山地区コミュニティセンターまで。　【参加費】無料

休館日　7/7、7/13、7/14、7/15、7/21、7/28、8/3、8/4、8/10

７/１６（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。
「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

７/３０（火） 10:00～11:30

ころころ広場「水遊び」を楽しもう！
今回のころころ広場はプールで「水あそび」を行います。お気に入りのオモチャを持参してお友達と関わりな
がら遊びませんか？※オムツが取れていないお子さんは、プール用オムツをお持ち下さい。　【対象】0歳か
ら未就園児の親子　【持ち物】水着・タオル・プール用おもちゃ（全てに記名）水分補給、プール用オムツ、ビ
ニール袋

休館日　7/6、7/7、7/13、7/14、7/15、7/20、7/21、7/28、8/3、8/4、8/10

北
山

☎ 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

中
大
塩

☎ ０２６６-７９-２７３１（専用）
茅野市泉野2647

☎ ０２６６-８２-２６４１ (専用)
茅野市金沢1152

金
沢

泉
野

☎ ０２６６-７１-５００８ (呼出)
茅野市湖東4978-1

湖
東

３



★保育園・幼稚園で行われている子育て支援７月＆８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

7/23 火 9：00～11：00 なかよし 人形劇を観ましょう

8/6 火 9：00～11：00 なかよし 水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

7/23 火 9：00～11：00
つぼみ

さくらんぼ
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

宮川第二 ※R1.12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
0266
72-2589

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

8/1 木 9：30～11：00 おいでおいで 水遊びなど夏の遊びを楽しみましょう

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）

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

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

8/2 金 9：00～11：00 うりんぼの会 夏の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

7/17 水 9：00～11：00 たけのこ 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

7/11 木 9：00～11：00 ポッポの会 夏の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

7/11 木 9：00～11：00 なかよし 夏の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

7/18 木 9：00～11：00
どろんこ・

あひるの会
水遊びを楽しみましょう

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）

7/24 水 9：00～11：00 さくらんぼの会 夏の遊びを楽しみましょう　　リトミックを楽しみましょう

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

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

7/19 金 17：00～20：00 ミニとまとの会 夏祭りを一緒に楽しみましょう

7/23 火 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

7/11 木 9：00～11：00 おひさま リトミックを親子で楽しみましょう

8/1 木 9：00～11：00 おひさま 夏の遊びを楽しみましょう

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）

7/31 水 9：00～11：00 こうさぎ 夏のごっこ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

中大塩 ※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
0266
72-3126

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

7/25 木 9：30～11：30
おいでよ

みんなの日③
ビニールプールや噴水を使って水で遊ぶ

わかば 7/17 水
9:30～受付
11時～解散

園公開日①
ビニールプールやタライを出して思いきり水遊びを楽しみま
す。水着など遊べる服装、タオル、着替えなどをお持ちくだ
さい。

0266
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
7/19の夏祭りのチケット申込受付があります

7/19 金 17：30～19：00
SMILEの会

夏祭り

保護者会主催の夏祭りです。希望される方はご参加くださ
い。希望される方は7/3のSMILEの会で保護者会へ申し込
んでください。

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）

　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。

宮川
0266

72-2601

0266
78-2330

玉川
0266

72-3265

湖東
0266

78-2637

ちの
0266

72-3076

笹原
0266

76-2512

豊平
0266

72-2925

よこうち認定
こども園

0266
75-1120

泉野
0266

79-3639

小泉
0266

72-7401

みどりヶ丘
0266

72-0333

金沢
0266

72-2419

玉川どんぐり
0266

82-5588

北山

中央
0266

72-2602

米沢
0266

72-6249

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
この日は午後のクラスはありません。

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

マタニティコース
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

夏のお楽しみ会

未就園児が対象です。
幼稚園の夏のお楽しみ会に来ませんか？食べ物の販売や、いろんなゲームを楽し
むことができます。在園児と一緒に楽しく過ごしましょう！！！予約は不要です。ご自
由にお越し下さい。　 【持ち物】水筒・上靴・食べ物を購入する人はお金（数に限りが
あります。ご了承ください。）

子育てサロン
園長花岡が『「こころのせかい」を覗いてみませんか？』というテーマでお話します。
予約は不要です。マイカップ持参でお越し下さい。

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７月＆８月１０日までの行事予定　　
月日（曜日） 時 間

７/２（火）
８/６（火）

10:30～11:00

７/１７（水）
７/２４（水）

10:30～11:00

７/１８（木）
10:00～11:00
（受付9:30～）

７/１０（水）

８/２８（水）

９/２５（水）

１０/３０（水）

１１/１３（水）

７/１１(木)
13:00～14:00

７/１３（土）
11:00～13:00

７/１８(木)
13:30～14:30

月・火・水・金曜日

月～金

☆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。

絵本で子育て　絵本のひみつ探しと読み聞かせの基本
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む喜びを味わいませんか。例え
ば、「日本で一番読まれている赤ちゃん絵本は？」などいろいろなひみつを探します。【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「水遊びを楽しもう」
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】総合体育館前広場（雨天の場合は体育館で室内遊び）　【持ち
物】水遊び用の支度（濡れてもよい靴など）、着替え、体を拭くタオル、水分、帽子、雨天の場合は上履き靴
【参加費】無料　【申込み】不要

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

７/４(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

７/１１(木)
9:30～10:30
10:45～11:45

５



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。７月のテーマは「おりひめ星とひこ
星の距離」　【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　7/6、7/7、7/13、7/14、7/15、7/20、7/21、7/27、7/28

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

７/２１（日） 10:00～11:30
ワクワク科学工作「登り人形」
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（6/20受付開始）　【参加費】300円

７/２７（土） 19:30～21:00
博物館で星空観察会
季節の星座を探したり、大型天体望遠鏡で見ごろの惑星や星雲・星団を観察します。※雨天曇天の場合、
室内で星や宇宙の楽しいお話をします。　【ところ】総合博物館　【申込み】不要　【参加費】無料

７/１３（土）
～９/１（日）

随時

「ミュージアム王国　信州とあそぼ！」ミュージアム・スタンプラリー
県内の博物館・美術館をめぐるスタンプラリーに参加しています。期間中、中学生以下の入館料は無料で
す。3館分のスタンプを集めると達成賞オリジナル缶バッチ、ミュージアムクイズ正解者（中学生以下対象）
にはオリジナルシールのプレゼントがあります。詳細は、サイト「信州とあそぼ！」https://www.shinshu-to-
asobo.net をご覧ください。

８/９（金） 19:00～20:30

探検！よるの博物館～ミステリーツアー～
夜の博物館を探検気分でめぐってみませんか。昼はできない夜限定のミッションにチャレンジ。怪談話もあ
ります。親子揃ってご参加ください。　【対象】小学生以上　【持ち物】懐中電灯　【参加費】無料　【申込み】不
要

７/２７（土）

①10:00～
11:30

②13:00～
14:30

はたおりで花びん敷をつくろう
夏休みの博物館で普段できない体験をしよう。古い布を横糸にして織る「さきおり」で、花瓶敷をつくりましょ
う。　【対象】小学校高学年以上（踏み木に足が届く身長の方）　【定員】各回5名　【参加費】300円　【申込
み】要申込（7月9日受付開始）

７/２８（日） 10:00～正午

親子で草木染
夏休みの博物館で普段できない体験をしよう。藍の葉のたたき染めで、自分だけのハンカチを作りましょう。
【持ち物】かなづち（お持ちの方のみ）　【対象】小学生以上　【定員】12組　【参加費】1枚300円（ハンカチを
染めます　【申込み】要申込（7月9日受付開始）

７/３０（火） 9:30～11:00
ネイチャークラフト
夏休みの博物館で普段できない体験をしよう。木の実や枝を使って作品作りをしましょう。　【対象】小学生
以上　【定員】16名　【参加費】300円　【申込み】要申込（7月9日受付開始）

７/３１（水） 9:30～11:00
紙玉鉄砲づくり
夏休みの博物館で普段できない体験をしよう。細い竹の筒に紙をつめて飛ばす、紙玉鉄砲を作ってとばし
ましょう。　【対象】小学生以上　【定員】16名　【参加費】無料　【申込み】要申込（7月9日受付開始）

８/１（木） 9:30～正午
寒天デザートを作ろう
夏休みの博物館で普段できない体験をしよう。特産品の寒天を使って、冷たいデザートを２品作ります。
【対象】小学生以上　【定員】16名　【参加費】300円　【申込み】要申込（7月17日受付開始）

８/２（金） 9:30～11:00
バードコールとテレスコープ作り
夏休みの博物館で普段できない体験をしよう。鳥と話して友達になれるかな。　【対象】小学生以上　【定
員】16名　【参加費】300円　【申込み】要申込（7月17日受付開始）

８/３（土） 9:30～11:00
ロケットヘリコプター作り
夏休みの博物館で普段できない体験をしよう。ロケットヘリコプターを作って飛ばしてみよう。　【対象】小学
生以上　【定員】16名　【参加費】300円　【申込み】要申込（7月17日受付開始）

★八ヶ岳総合博物館７月＆８月１０日までの行事予定　問合せ：八ヶ岳総合博物館　０２６６-７３-０３００

　　　夏休み子ども教室

６



　八ヶ岳総合博物館７月＆８月１０日までの行事予定　つづき

月日（曜日） 時 間 内　　　　容

８/４（日） 9:30～11:00
紙モーターカーを作ろう
夏休みの博物館で普段できない体験をしよう。モーターカーを作って、競争しよう。　【対象】小学生以上　【定員】
16名　【参加費】300円　【申込み】要申込（7月17日受付開始）

８/６（火） 9:30～11:00
日時計を作ろう
夏休みの博物館で普段できない体験をしよう。水平コマ型日時計作りに挑戦しよう。　【対象】小学生以上　【定員】
16名　【参加費】無料　【申込み】要申込（7月17日受付開始）

休館日

★茅野市図書館７月＆８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

７/１３（土）
８/１０（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

７/２０（土）
７/２７（土）
８/３（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

７/２０（土）
７/２７（土）
８/３（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

７/６（土） 10:30～11:30

七夕おはなし会
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。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

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

７/１５(月) 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

７/１１（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

７/２０(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

７/２５（木） 16:30～17:00

茅野高校図書委員さんと楽しむわくわくおはなし会
茅野高校図書委員さんによるおはなし会です。どなたでも参加いただけます。高校生のお兄さん、お姉さんといっ
しょにおはなしを楽しみましょう！　【場所】茅野市図書館どんぐり図書室

７/３１（水）
①10:15～11:30
②13:15～14:30

夏休みクラフト講座～夏休みの思い出を作ろう！～
どんぐりや、まつぼっくりなどいろいろな木の実を使って自分の好きな作品を作ります。
自分だけの素敵な夏の思い出を作ってみませんか。 【場所】茅野市図書館２階 おはなしの部屋 【参
加費】300円 【対象】市内在住の小学生（小学校３年生以下は保護者同伴） 【定員】１５名 【申込み】
要申込み7/2（火）10:00～

休館日 7/1、7/8、7/16、7/22、7/29、8/5

7/1、7/8、7/16、7/22、7/29、8/5、8/13

７



① ８/２０（火）

② ８/２７（火）

③ ９/３（火）

④ ９/１０（火）

⑤ ９/１７（火）

⑥ ９/２４（火）

★尖石縄文考古館７月＆８月１０日までの行事予定　　問合せ：尖石縄文考古館　０２６６-７６-２２７０

月日（曜日） 時 間

７/１５
（月・祝）

終日

休館日

★サークル７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

７/１（月）
７/８（月）

７/２２（月）
７/２９（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。

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/

★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

開館記念日　無料開館のお知らせ
尖石縄文考古館開館記念日につき、無料開館

7/1、7/8

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

　内　　　　容

～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】７月２４日（水）から受付開始
【申込・問合せ】ＮＰＯ法人 ＣＬＩＰ in すわ　☎本間0266-72-7296  中村0266-72-2837

日　程

10:00～12:00

10:00～12:00

10:00～12:00

会　場

家庭教育センター

家庭教育センター

家庭教育センター

家庭教育センター

内　　　　容

10:00～12:00

10:00～12:00

10:00～12:00

家庭教育センター

家庭教育センター

８



★子ども達の安全を見守るために、いっしょにふらっとながら見守りを進めましょう！

９



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

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

のコーナー

今年もCHUKOらんどチノチノの一大イベントの一つであるSummer

Chinock(略してサマチノ)が開催決定しました。

新一年生が学校に慣れてきて部活で音楽活動やダンスを始めるように

なり、チノチノのスタジオやダンスルームを予約し練習をする利用者が増

えてきています。普段からライブハウスや文化祭など自分たちの活動を

発表する場が少ない中高生たちですが、その少ない機会一つ一つを大

切にし、ライブを見に来てくださった方々に楽しんでもらいたいと、日頃か

ら練習をしています。

この日は、ちのどんばんとの同日開催となっており会場は茅野市民館二

階コンサートホールです。是非お越しください。

Summer Chinock 2019開催 8月３日（土）

入場無料!

チノチノでは利用者からぽろっと溢れたこれをやってみたいの言葉から様々なこと

に挑戦しています。すぐに実行に移せる例として料理やお菓子作りがあります。家

だと普段料理をする機会がなく、学校を卒業したら一人暮らしをはじめるから練習

をしたいという言葉がありました。

今は指定された食材と一緒に炒めるだけという○○の素が多く売られていますが

今回は○○の素を使わず、一から作ってみることにしました。作っている途中、これ

で美味しく出来なかったらどうしよう、などの不安の声も上がりましたが、出来上

がって食べてみたらとても美味しく出来ました。

この事で料理に対する自信がついたのか、次はなにに挑戦してみようかなぁと食

べながら次のことを考えていました。

利用者の小さなことでもやってみたいを応援できる、環境でありたいと思います。
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