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★第44回茅野どんばん
わくわく集まる祭りの広場！めた盛り上がれや 茅野どんばん‼
と き ８月３日（土）正午スタート
ところ 茅野駅東口～茅野市役所前周辺
内容 パレード、子どもお仕事体験ジョブタウン、ウォーターパーク、ちびっこ広場、踊り連 その他
問合せ 茅野どんばん祭典委員会事務局 電話0266-82-2648

★ざわツク活動リレー ゆいわーくに”ニーズ発信基地”をつくろう！参加者募集
様々な情報の収集と発信を行うための基地として「ニーズ発信基地」の立体構造物を造作します。
本職の大工さんと一緒に”つくる”体験をしてみませんか。
と き 8月1日（木）、8月8日（木）、8月21日（水） 13時30分～16時30分
ところ 茅野市ひとまちプラザ １階市民活動センター「ゆいわーく茅野」
参加費 無料
対 象 小学５年生以上
持ち物 作業しやすい服装、軍手、飲み物など
申込み・問合せ 茅野市市民活動センター「ゆいわーく茅野」
電話 0266-75-0633

★茅野市こども館０１２３広場の８月＆９月１０日までの行事予定
月日（曜日）

８/５（月）
８/２６（月）

時間

10:30～
12:00

内

容

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いただきます。

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。

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。

８/２７（火）

11:15～
12:00

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。（８/１、８/８、８/１５、８/２２、８/２９）
※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（８/５、８/１９） 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/
１

★地区こども館・分室８月＆９月１０日までの行事予定
場所

月日（曜日）

８/７（水）

ち
の

宮
川

内

容

モバイルプラネタリウム「動物園へ行こう」
①10:00～10:30 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
②11:00～11:30 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 【持ち
物】水筒 【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。

８/１０（土）

10:00～15:00

プレイパーク
みんなで川遊びやターザンロープで川を渡ったり、自分たちで火おこしをして好きな物を焼いて食べたり、
６月に植えた野菜を収穫してピザも焼いてみようと思っています。一緒にたのしくあそびましょう。当日、こ
ちらで用意した用紙に、お名前と連絡先を記入していただきます。※未就学児のお子さんは、保護者同
伴でお願いします。 【対象】小さなお子さんから大人の方まで、ご参加下さい。 【持ち物】水筒、お弁当
（必要な人）、たき火で焼きたいもの（マシュマロ・ウインナー・野菜など） 【その他】汚れてもいい服で来
て下さい

８/２９（木）

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】お子さんだけでなく、地域の方々のご参加お待ちしています。
【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
☎ ０２６６-７２-９９７０（専用）
茅野市宮川4552-2
８/２８（水）
※育児相談は
9:30～11:00

米
沢

時間

休館日：日曜・祝日

８/７（水）
８/２１（水）

８/８（木）
８/２０（火）

休館日 8/3、8/4、8/10～8/18、8/25、8/26ＡＭ、9/1、9/8

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ていま
す。お天気が良ければ、今回は米沢保育園のお兄さんお姉さん達の参加も予定しています。お子さんも
お家の方も、気の合うお友達と出会いにぜひお出掛けください。 【対象】主に未就園児・保育園児とその
保護者の方ですが、どなたでもご参加頂けます。 【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。

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、子供
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

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。 【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）

☎ ０２６６-７２-５２１１（専用）
茅野市米沢4181

８/５（月）

休館日 8/3、8/4、8/11、8/12、8/14～8/16、8/18、8/25、8/26ＡＭ、9/1、9/8

休館日 8/3、8/4、8/10～8/18、8/25、8/26ＡＭ、9/1、9/8

木工教室
プロの大工さんに教わりながら木工工作をやってみよう。 【対象】豊平地区の小学校高学年
13:00～17:00 （低学年も参加可能ですが保護者と一緒にお願いします） 【申込み】事前申し込みが必要で
す。先着順10名 7/16～7/31までに豊平地区こども館 【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

８/１９（月）

10:00～11:00

おりがみ教室 忍者と手裏剣を作ってみよう！
【対象】どなたでもお気軽にご参加ください 【持ち物】材料はこちらで用意いたします。

８/２４（土）

8:00～
（雨天中止）

草取り大作成！
豊平小学校の校庭の草取りをしよう！みんなで校庭をきれいにした後はカレーを食べよう。 【対象】草取
りができる方ならどなたでも大歓迎！ 【持ち物】草取り道具（鎌、手袋）、タオル、帽子、飲み物、カレー用
のごはん、スプーン、皿

豊
平

おりがみ教室

９/９（月）

10:00～11:00 今月はおたのしみです！なにを教えてもらえるかな？ 【対象】どなたでもお気軽にご参加ください。 【持
ち物】材料はこちらで用意いたします。

☎ ０２６６-７１-１６０４（呼出）
茅野市豊平2321-1

休館日 8/3、8/4、8/9～8/18、8/24、8/25、8/26ＡＭ、9/1、9/8

２

場所

玉
川

月日（曜日）

８/３（土）

時間

容

おはなし会・つくってあそぼう「飛び出す花火」
牛乳パックで飛び出す花火を作ろう。パチンと打ち上がる華やかな花火です。「ぴょんぴょんカエル」折り紙
10:30～12:00 で作るカエルの後ろをおさえると、いきおいよくとびはねるよ！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

☎ ０２６６-８２-２６２５（専用）
茅野市玉川3666-1

泉
野

内

休館日 8/4、8/10～8/18、8/25、8/26ＡＭ、9/1、9/8
未就園児親子おはなし交流会“きいろいさくらんぼ”

８/８（木）
８/２２（木）

10:00～12:00 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

８/２６（月）

15:30～16:30 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

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。
おはなし会・つくってあそぼう
お楽しみに。 【対象】どなたでも参加できます

☎ ０２６６-７９-２７３１（専用）
茅野市泉野2647
８/２０（火）
金
沢

８/２４（土）

9:15～9:45

８/８（木）

おはなし会

８/７（水）

休館日 8/3、8/4、8/10～8/18、8/25、8/26ＡＭ、9/1、9/8

未就園児の集い こひがし ぷちリゾ～トハワイアンズ
あっつぅ～い夏です☀ 今年も涼をもとめて水遊びをします♪ 夏休み中のお兄さん･お姉さんも｢ぷちメイトさ
ん｣になって一緒に遊びましょう｡ 【対象】未就園児さんとご家族、ぷちメイト希望の小中学生 【持ち物】濡
10:00～11:30 れても良い準備をお願いします｡オムツの外れていないお子様は､対応の着衣をお願いします｡熱中症等予
防の為､飲み物･帽子を必ずご持参ください!!(大人の方も､小中学生も!!)｡ 【その他】会場が車道に隣接して
います｡特にお子様から目を離されませんようお願いします｡

☎ ０２６６-７１-５００８ (呼出)
茅野市湖東4978-1

北
山

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

10:30～10:45 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

湖
東

休館日 8/4、8/10～8/16、8/18、8/25、8/26ＡＭ、9/1、9/8

休館日 8/3～8/6、8/10～8/15、8/17、8/18、8/25、8/26ＡＭ、9/1、9/8

夏休み工作教室
北山地区子ども会育成会主催。みんなで七色に光るスモールランタンを作ってみよう！（講師：田邉造先
15:00～17:00 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） 【参加申込み】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 【持ち物】はさみ、のり

☎ ０２６６-７１-５００９ (呼出)
茅野市北山4340-1

休館日 8/2、8/3、8/4、8/10～8/16、8/18、8/25、8/26ＡＭ、9/1、9/8

８/２０（火）

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。
10:00～11:00 「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

８/３１（土）

こども運営委員会主催「プレイパーク」
コミュニセンターの駐車場・遊具を利用して ①木工 ②昔あそび ③たき火・火おこし ④ロープ張り体験を
行います。自由に参加できますので来れる時間においで下さい。 ※遊具を利用して「ロープ張り」を行いま
10:00～13:00 す、参加したい方は 9時30分に集合して下さい。 ◎雨天の場合③④は中止 ◎駐車場がありませんので
徒歩でおいで下さい。 【対象】どなたでも。未就学児のお子さんは、保護者同伴で。（たき火に参加される
場合、低学年の子は保護者の方も同伴でお願いします） 【参加費】無料 【持ち物】①たき火であぶって食
べたいものを各自持参下さい ②軍手 ③水分 ④帽子 【参加費】なし

中
大
塩

☎ ０２６６-７２-８０３３ (専用)
茅野市中大塩8-15

休館日 8/3、8/4、8/10～8/18、8/25、8/26ＡＭ、8/31、9/1、9/7、9/8

３

★保育園・幼稚園で行われている子育て支援８月＆９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

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

8/21

水

9：00～11：00

つぼみ
さくらんぼ

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

ちの

宮川

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
水遊びなど夏の遊びを楽しみましょう

連絡先
0266
72-3076

0266
72-2601
0266
72-2589

8/1

木

9：30～11：00

おいでおいで

毎週

水

9：00～10：00

園庭開放

9/7

土

9：00～12：00

随時

月～金

9：00～10：00

園庭開放

8/2

金

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

豊平

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

0266
72-2925

北山

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

0266
78-2330

8/22

木

10：00～11：00

なかよし

「ごんじいさん」を一緒に観ましょう

9/7

土

8：30～12：00

なかよし

運動会に来てください

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

米沢

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）

0266
72-6249

金沢

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

0266
72-2419

泉野

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

0266
79-3639

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

9：30～11：00

園庭開放

園庭で遊びましょう 育児相談（随時）

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

0266
72-0333

※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

玉川
園庭で遊びましょう 育児相談（育児相談随時）

おたまじゃくしの会 運動会に来てください

湖東
園庭で遊びましょう 育児相談 絵本の貸出し
夏の遊びを楽しみましょう

笹原

中央

小泉

みどりヶ丘
中大塩

わかば

9/4

水

9:30～受付
11時～解散

おいでよ
わかばの日③

よこうち認定
こども園

毎週

木

9：30～10：30

園庭開放

0266
78-2637

0266
76-2512

0266
72-2602

0266
72-7401

ごっこあそびをしよう！おみせやさんごっこをして、
0266
一緒に遊びましょう！どんなごっこ遊びになるかお
72-7016
楽しみに☆
園庭で遊びましょう（最初に事務所での受付をお
願いします）
育児相談（随時）

４

0266
72-3265

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

８/２９(木)
9:30～10:30
10:45～11:45

ベビーコース

８/２９(木)
13:30～14:30

内

容

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
マタニティコース 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

９/５(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

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
園舎前駐車場は運動会の練習をしています。外部駐車場をご利用下さい。
不明な点は幼稚園へお問い合わせください。

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

★家庭教育センターの子育て支援８月＆９月１０日までの行事予定
月日（曜日） 時 間

内

容

家庭教育センター ０２６６-７３-０８８８

８/６（火）
９/３（火）

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
10:30～11:00 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

８/２１（水）

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
10:30～11:00 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。今月の絵本は「おおきなかぶ①」です。こどもたちが喜ぶわけは何かな？
【対象】未就園児と保護者 【参加費】無料 【申込み】不要

８/２２（木）

遊びの広場「夏まつり」
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
10:00～11:00 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
（受付9:30～） 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

子育て講座「体と心をぎゅーだっこ」 ①～⑧の連続講座
親子でしっかり向き合い、楽しみながら一緒に体を動かすなかで、子どもの心と行動を受け止める言葉がけや関わり方を見つ
けます。
【日程】①9/13（金）、②9月20日（金）、③9月27日（金）、④10月4日（金）、⑤10月11日（金）、⑥10月18日（金）、⑦10月25日
（金）、⑧11月1日（金）
【対象】平成29年4月2日～平成30年4月1日生まれの子どもと親 【会場】家庭教育センター 【参加費】無料 【持ち物】上履き
（親子とも）・飲物・汗ふきタオル・ぞうきん2枚 【定員】３０組（定員になり次第締め切ります） 【申込み】8月1日（木）午前10時
から受付 【その他】この講座には託児がありません。兄弟がいるご家庭はどなたかに見て頂きご参加下さい。

５

★茅野市図書館８月＆９月１０日までの行事予定
月日（曜日）
８/３（土）
８/１７（土）
８/２４（土）
９/７（土）
８/３（土）
８/１７（土）
８/２４（土）
９/７（土）

時間

問合せ：図書館 ０２６６-７２-９０８５
内

容

0.1.2おはなし会
10:30～10:50 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

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

紙芝居だいすき！
８/１０（土）

10:30～11:15 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

８/１７(土)

13:30～ 13:50 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

８/２０(火)

10:45～11:15 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

おなかの赤ちゃんおはなし会

パネルシアターであそぼう

図書館の怪談

８/２２（木）

開場18:45～
夏の終わりに背筋がひんやりするような、ちょっぴり怖いおはなし会です。夜の図書館に、ご家族みな
開演19:00～

さんで涼みにきてください。 【場所】茅野市図書館２階 閲覧室

８/３１（土）

休館日

10:00～

折り紙講座～折り紙ではらぺこあおむしを折ろう～
絵本で人気の「はらぺこあおむし」を折り紙で制作します。絵本と違った魅力を楽しんでもらい、また親
子の会話に繋げます。 【場所】茅野市図書館２階会議室 【対象】子どもから大人の方 【定員】10組
20名 【申込み】8月１日（木）10:00～ 【申込先】茅野市図書館

8/5、8/13、8/19、8/23、8/26、9/2、9/9

★尖石縄文考古館８月＆９月１０日までの行事予定

問合せ：尖石縄文考古館 ０２６６-７６-２２７０
内
容

月日（曜日）

時間

８/５（月）
８/１３（火）

終日

夏休み期間中のため臨時開館します。皆様のご来館をお待ちしております。

８/２３（金）

終日

８月２３日は「仮面の女神」誕生日（出土日）につき無料開館いたします。皆様のご来館をお待ちしております。

９/８（日）

終日

９月８日は「縄文のビーナス」誕生日（出土日）・八ヶ岳縄文の里マラソン大会につき無料開館いたします。皆様の
ご来館をお待ちしております。

休館日

8/19、8/26、9/2、9/9

★サークル８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」
月日（曜日）・場所

８/５（月）
８/１９（月）
８/２６（月）

【問合せ】 藤森 メール：mama_dakko123@yahoo.co.jp

時間

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
10:30～11:30
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。

６

★八ヶ岳総合博物館８月＆９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
祝日

８/２（金）
８/６（火）

10:30～11:15
13:30～14:15

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。８月のテーマは「ほうき星と流星
群」。 【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 8/3、8/4、8/10、8/11、8/12、8/17、8/18、8/24、8/25、8/31、9/1、9/7、9/8

夏休み限定プラネタリウム「チャレンジ！アストロＱ」
①11:30～12:10
なぞなぞが得意なおともだち集まれ！夏の星座を探しながら、星や宇宙にちなんだクイズに挑戦しよう。
②13:30～14:10
【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

星空観望会
８/３（土）
９/７（土）

19:30～21:00

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（前月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

８/９（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 【その他】参加無料、
申込み不要

８/１４（水）

10:00～16:00

博物館おもしろ縁日
ヨーヨー釣りや輪投げなどの昔遊び、わたあめマシーンも登場。 【料金】入館料

７/１（月）
～９月３０日
（月）

随時

長野県は宇宙県スタンプラリー
平均標高が日本一の長野県内には、多くの天文施設・プラネタリウムなどがあります。博物館を見学し
たり、イベントに参加してスタンプを集めるとオリジナルグッズがもらえます。 【料金】入館料

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。

７/１３（土）
～９/１（日）

休館日

8/5、8/13、8/19、8/26、9/2、9/9

７

★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。
電

相談窓口

話

番

号

・

内

容

☎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
こども・家庭総合支援拠点
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。
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か所）
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。

ファミリー・サポート・
センター

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

相談先に迷ったら
『茅野市育ちあいちの』で
ｗｅｂ検索！

のコーナー
バンド、ダンスの世代交代
高校の学祭が終わると、チノチノに新たな利用者が増えてきます。音楽関係
やダンスの部活が世代交代をするからです。新入生だった一年生も学校生活に
慣れ先輩方に教えてもらったことやこれからの自分たちの活動に力を入れてい
きます。先輩方に遠慮して今までチノチノのスタジオやダンスルームを使ってこ
なかったグループがチノチノに来始めるようになり、各個技術を磨いていきます。
しかしながら行き詰まり、このパートがうまくできないなどの問題が出てきます。
そんなときチノチノに迎え待ちや勉強に来ていた先輩に、話しを聞くことがチノチ
ノではできます。学校で聞く機会が減ってしまってもここで聞くことができる、受
験や就活が始まる先輩たちもいい息抜きになり、お互いが支えあっていい環境
が出来上がっています。そんな環境がいつまでも続くいい居場所であってほし
いとスタッフ一同願っています。

夏休みに入るとチノチノ学習室の利用者が増えてきます。学校の課題
や自分の目指す進路に向かって勉強をしています。
部活を引退し勉学に専念する子、家だと集中できないからチノチノでお
勉強する子等々、様々な利用者が訪れます。そんななか、部活が忙しく
チノチノに来れなかった子が「あるのは知っていたけどなかなか来る機会
がなくて来られなかった。勉強に集中できる空間と、息抜きができる空間
があっていい。」、「わからないことがあっても、同学年の子に聞いたりで
きる。」「グループで来ている時も多目的とかでみんなと話しながら課題
が出来る。」等、様々な利用方法が上がっていました。
苦手なところを利用者同士で教え合い、助け合いながらそれぞれの夢
に向かって進んでほしいと思っています。

８

