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小泉山元旦登山
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、元旦登山を開催します。ご来光にあ
わせて拝礼と万歳、甘酒でお祝いします。新たな年のはじまりを、みんなでお祝いしましょう。山道が滑りやすい場合があります。足元に十
分注意して登ってください。防寒対策をして懐中電灯を持って登ってください。
※悪天候の場合は中止です。中止の場合は、小泉山の各登り口に中止をお知らせする案内板を設置します。
と き １月１日（水・祝） 午前6時50分集合

ところ 小泉山山頂

お問い合わせ 生涯学習課 72－2101（内線634）

博物館まつり
今回で１４回目を迎える『元旦博物館まつり』。 みなさまのご来場をお待ちしています。方言カルタ、書初め、凧あげなど、お正月ならではの
イベントが盛りだくさん！お正月の博物館をお楽しみください。（入館無料）
と き １月１日（水・祝） 9:30～正午
ところ 総合博物館
お問い合わせ 八ヶ岳総合博物館 73-0300
9:30～お楽しみ抽選会（抽選券は元旦登山で配布）、もち米販売、干支の折り紙を作ろう、絵手紙講座、おしるこ無料サービス（～11:30）、書
初め、10:00～凧揚げ、かるた取り大会（～11:30）、プラネタリウム投影（10時から45分おきに計３回投影、各回定員20名）

★茅野市こども館０１２３広場の１２月＆１月１０日までの行事予定
日

時間

１２/３（火）

10:30～
12:00

赤ちゃん講座
２ヵ月～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
同志の交流を楽しみませんか？【持ち物】バスタオル・ハンカチ 【申込み】こども館（７１－１６６１）へ電話でお
申込みください。

１２/４（水）

11:15～
12:00

食育講座 郷土の味を楽しもう（食育推進ボランティア）
親子を中心に多世代がふれ合い、昔ながらの味を伝える地産地消の食育イベントです。今回は「凍豆腐を
使った簡単メニュー」です。

１２/９（月）
１２/１６（月）

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。一緒に活動してみませんか？
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いています。

１２/１０（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。

１２/１７（火）

10:30～
12:00

０１２３広場「クリスマス会」（主催:おひさまの会）
ハッピースマイルさんによるコンサートなど、楽しい企画がいっぱいです。こども館でクリスマス会を楽しみま
しょう。 【持ち物】当日は下駄箱が使用できませんので、靴を入れる袋をご持参ください。

１２/２０（金）

10:00～
12:00

女性就業相談日
子育て中のママの就労に関する悩みを相談できます。専門の女性相談員が相談にのります。

１２/２４（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。絵本や手遊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 開館時間10時～１８時 ☎０２６６-７１-１６６１
※木曜日は休館日です。（12/5、12/12、12/19、12/26、1/2、1/9）
※年末年始休業12/29～1/3
※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（12/2、12/16、1/6）

１

１２/２８は、１７時
閉館となります。

※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１２月＆１月１０日までの行事予定
場所

月日（曜日）
１２/２（月）

休館日：日曜・祝日

時間

内
容
わくわくげきじょう「音あそびをたのしもう」
「わくわくげきじょう」３日目です。カスタネットやタンバリン、家庭にある身近なフライパンなどを使って、季節に合っ
14:00～16:00
た楽しい歌を、みんなで合わせて、音の世界を楽しみましょう🎶 【対象】どなたでもどうぞ 【その他】参加費はか
かりません

１２/３（火）

わくわくげきじょう「おりがみ教室inクリスマス」
14:00～16:00 「クリスマス」にちなんだ作品を、みんなで楽しみながら作りましょう 【対象】どなたでもどうぞ 【その他】材料はこ
ちらで用意します

１２/４（水）

わくわくげきじょう「かわいい🎶ボンボンづくり」
14:00～16:00 最終日。最後まで盛りだくさんです。毛糸でボンボンを作って動物にしたり、まっくろくろすけやヘアアクセサリーな
どオリジナル作品を作りましょう(*^-^*) 【対象】どなたでもどうぞ 【その他】材料はこちらで用意します

ち
の

☎ ０２６６-７３-０８８１（専用） 休館日 12/1、12/8、12/15、12/22、12/28～1/5
ちの地区こども館 永明わくわく館
【住所】茅野市塚原1-9-16 家庭教育センター内 【開館時間】9:00～17:00（12:00～13:15閉館）
１２/５（木）

未就園児親子のつどい モンタナさんと楽しむクリスマスコンサート
10:00～11:00 モンタナさんとクリスマスソングを楽しみましょう！ 【対象】どなたでも参加していただけます。 【場所】宮川地区コ
ミュニティセンター２階大広間 【その他】参加費・申込等不要です

宮
川 ☎ ０２６６-７２-９９７０（専用） 休館日 12/1、12/8、12/15、12/22、12/27～1/5

宮川地区こども館 きてみてどん
【住所】茅野市宮川4552-2 中央公民館内 【開館時間】9:30～17:00（12:00～13:00閉館）
10:00～12:00
＊育児相談
１２/２５（水）
は9:30～
11:00迄

未就園児の集い“天使のえくぼ”☆クリスマス会☆彡
ロールカステラにトッピングをしてオリジナルケーキを作っちゃおう！今年もサンタさん来てくれるかな？皆で楽しく
クリスマスをお祝いしましょう。参加の申し込みは必要ありません。保健師さんや栄養士さんによる育児相談も、い
つも通り行われますのでご利用ください。 【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
参加できます。 【持ち物】飲み物、お皿、フォーク ※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。

１２/２６（木） 13:00～17:00

のびっこ広場大掃除
この１年みんなの居場所だった“のびっこ広場”を、『ありがとう』の心をこめてみんなで大掃除しましょう！来年もま
た、ここで仲良く楽しく過ごせますように・・・ 【参加者】主に小中学生ですが、他にもご協力頂ける方がいらっしゃ
いましたら大歓迎です。

米
沢
１２/２７（金）
１/６（月）
１/７（火）

米沢“寺子屋教室”
地区の学習ボランティアの方々（ベテランの小・中・高元先生方）が、皆さんの冬休みの学習について、ちょっとし
9:30～11:30 たヒントや考え方等のアドバイスをしてくださいます。学習の合い間には息抜きのお楽しみもありますので、ぜひお
友達を誘って気軽に参加してください。参加申し込みは不要です。 【対象】小・中学生及び高校生 【持ち物】冬休
み帳や自分の勉強したい物一式

☎ ０２６６-７２-５２１１（専用） 休館日 12/1、12/8、12/15、12/22、12/27～1/7
米沢地区こども館 のびっこ広場
【住所】茅野市米沢4181 米沢地区コミュニティセンター内 【開館時間】9:00～17:00（12:00～13:00閉館）
おりがみ教室
１２/１６（月） 10:00～11:00 遊んだり飾ったりできるおりがみを作ってみませんか？今月はクリスマスがテーマです。 【対象】どなたでも参加
できます 【その他】材料はこちらで用意します

豊
平

おはなし会・クリスマス会
１２/２３（月） 10:00～11:00 クリスマス会でちょっとスペシャルなおはなし会です。工作やおやつ作りもしますよ！ 【対象】未就園児親子 【参
加費】材料費100円、事前申し込み12/18までにこども館まで
１/６（月）

書初め教室
13:00～15:00 小中学生の皆さん、冬休みの宿題「かきぞめ」を広い場所でやりませんか？先生もきてくれますよ！ 【対象】小中
学生 【持ち物】お習字道具一式（お手本、書初め用紙）

☎ ０２６６-７１-１６０４（呼出） 休館日 12/1、12/8、12/14、12/15、12/22、12/28～1/5
豊平地区こども館 縄文キッズワールド
【住所】茅野市豊平2321-1 豊平地区コミュニティセンター内 【開館時間】9:30～17:00（12:00～13:00閉館）

１２/７（土）

おはなし会・つくってあそぼう
「しめなわリースづくり②」11月に作った輪かざり（リース）に、リボンや松ぼっくりを使って飾り付けをします。お正月
13:00～15:00
まで飾れる素敵なリースを作りましょう！おはなし会もあります。内容はお楽しみに。 【対象】どなたでも参加でき
ます 【持ち物】作品を入れる袋、１１月に作った輪飾り

玉
川 ☎ ０２６６-８２-２６２５（専用） 休館日 12/1、12/8、12/14、12/15、12/21、12/22、12/28～1/5

玉川地区こども館 玉川のびのび館
【住所】茅野市玉川3666-1 玉川地区コミュニティセンター内 【開館時間】9:30～17:00（12:00～13:00閉館）

２

場所

月日（曜日）

時間

内

容

１２/１０（火）

こども運営委員会主催 くりすます会
学校終了後～ 今年もこども運営委員の子が計画を立てています。内容はお楽しみに。最後にはビンゴゲームをします。こども
館による時は、必ずおうちの人に言ってから来てね。 【対象】主に泉野小学校児童

１２/１２（木）

未就園児親子おはなし交流会“きいろいさくらんぼ クリスマスパーティー”
10:00～12:00 今年最後の交流会となります。音の出る楽器を使って皆で歌ったりおどったりしましょう。プチおはなし会あり。
子ども達の１年の成長を喜びましょう。サンタさん来るといいね💛 【対象】未就園児親子

泉 １２/１６（月）
野
１２/２７（金）

15:30頃～

おはなし会・つくってあそぼう
今年最後のおはなし会です。クリスマスバージョン？お正月バージョン？内容は当日までお楽しみに。 【対象】
どなたでも参加できます

寺子屋教室とプチおやつづくり
冬休み初日に今年も寺子屋教室を開催します。プチおやつを皆でつくったあとは、各自で持ってきた勉強をしま
10:00～12:00
す。わからない所は地域の先生がやさしく教えてくれますヨ。 【対象】主に小学校児童 【持ち物】自分の勉強
道具

☎ ０２６６-７９-２７３１（専用） 休館日 12/1、12/8、12/15、12/22、12/28～1/5
泉野地区こども館 いずみのほとり
【住所】茅野市泉野2647 泉野地区コミュニティセンター内 【開館時間】9:30～17:00（12:00～13:00閉館）
１/７（火）

金
沢

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

☎ ０２６６-８２-２６４１ (専用) 休館日 12/1、12/7、12/8、12/15、12/22、12/27ＰＭ、12/28～1/5
金沢地区こども館 金沢なかよし館きらきら
【住所】茅野市金沢1152 金沢地区コミュニティセンター内 【開館時間】9:00～17:00（12:00～13:00閉館）

湖
東

夢のおひさまけんきゅ～じょ ～サンタがおひさまけんきゅ～じょにやってくる!?～
絵本や手遊びを楽しんだ後は･･･今年もクリスマスパーティーで楽しみましょう♪ ケーキをデコレーションしてみ
んなで試食します♪ サンタのおじさんは来てくれるかな!? インフルエンザ等の影響により､内容変更･中止する
場合があります｡ご了承ください｡ 【対象】未就園児さんと家族 【その他】市販のケーキ台等を使用します｡食物
１２/１２（木） 10:00～11:30
アレルギーを持っている人は、提示する原材料表を必ずご確認ください｡ 【持ち物】試食時の皿、フォーク等、飲
み物（以上おうちの方も）･エプロン（必要な方）の他､各自必要な物をお持ちください｡ 【申込み】準備の都合上､
湖東夢のこども館へお申込みください（先着お子様20名） 【参加費】お子様お1人につき¥100の参加費が必要
です｡当日の徴収にご協力ください｡
くりすます☆ぱ～ち～
今年も小学生のみんなでクリスマスパーティーをしましょう♪ ケーキをデコって試食したり､ゲームをしたり…☺
今年最後のお楽しみ❤ みんなで来てね｡インフルエンザ等の影響により､内容変更･中止する場合があります｡
１２/１４（土） 10:00～11:30 ご了承ください｡ 【対象】湖東小学校児童のみなさん 【その他】市販のケーキ台等を使用します｡食物アレル
ギーを持っている人は、提示する原材料表を必ずご確認ください｡試食時の皿、フォーク等、飲み物、エプロン
(必要な方)の他､各自必要な物をお持ちください｡ 【申込み】準備の都合上､湖東夢のこども館へお申込みくださ
い(先着20名)｡
☎ ０２６６-７１-５００８ (呼出) 休館日 12/1、12/8、12/15、12/21、12/22、12/28～1/5
湖東地区こども館 湖東夢のこども館
【住所】茅野市湖東4978-1 湖東地区コミュニティセンター内 【開館時間】9:30～17:00（12:00～13:00閉館）

北
山

１２/１６（月）

未就園児の集い“キラキラ星” 「キラキラ星クリスマス会」
オイルパステルで「キラキラ宇宙を描こう！」 トントン♪ぐるぐるしながら、五感を使ってママと一緒に楽しくお絵
10:00～11:30 描きします。サンタさんにも会えるといいね。 【対象】未就園児さんとご家族 【持ち物】ウェットティッシュ、はさ
み、各自の飲み物 【参加費】お子さん１人につき100円 【申込み】材料準備の都合上、１２月６日（金）まで。先
着１５組。

１２/１９（木）

9:30～11:00

１２/２５（水）

星空館クリスマス会
15:35～16:20 星空館こども運営委員会「♪ポップスターズ☆」の企画によるクリスマス会です。おやつを食べたり、景品GETを
かけて○×クイズ大会にチャレンジして、みんなでクリスマス会を楽しみましょう！ 【対象】北山小学校児童

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。

☎ ０２６６-７１-５００９ (呼出) 休館日 12/1、12/8、12/15、12/22、12/28～1/5
北山地区こども館 星空館
【住所】茅野市北山4340-1 北山地区コミュニティセンター内 【開館時間】9:30～17:00（12:00～13:00閉館）

１２/１４（土）

9:15～11:30

中
大
塩 １２/１９（木）

こども運営委員会主催「クリスマス会」
こども運営委員主催の「クリスマス会」です。運営委員が考えた楽しいゲームやビンゴ大会を行います。こども
館に申込書がありますし、電話でも受け付けます。申込締切日11月29日（金） ※混乱を避けるために高学年
30名・低学年30名・園児未就園児30名の定員とさせていただきます。 【対象】未就園児親子、保育園児、小学
生 ※保育園児以下のお子さんは必ず保護者の方と一緒に参加して下さい。 【会費】会費500円（プレゼント交
換はしないので、会費のみです）

10:00～11:30

ころころ広場「クリスマス会」
今回はクリスマス会です。ハッピースマイルさんの生演奏を一緒に楽しみましょう。サンタさんからもすてきなプ
レゼントとお菓子がもらえます。お友達と一緒にお待ちしてます♡要予約で、先着35名です。11月29日（金）まで
に中大塩地区こども館に申込みして下さい。 【対象】未就園児親子 【会費】100円

☎ ０２６６-７２-８０３３ (専用) 休館日12/1、12/7、12/8、12/14、12/15、12/21、12/22、12/28～1/5
中大塩地区こども館 どんぐりころころ館
【住所】茅野市中大塩8-15 中大塩地区コミュニティセンター内 【開館時間】9:30～17:00（12:00～13:00閉館）

３

★保育園・幼稚園で行われている子育て支援１２月＆１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

12/18

水

9：00～11：00

なかよし

ミニ発表会を楽しみましょう

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

12/11

水

9：00～11：00

つぼみ
さくらんぼ

運動遊びを楽しみましょう

1/9

木

9：00～12：00

一日入園
つぼみ さくらんぼ

随時

月～金

9：00～10：00

園庭開放

ちの

宮川

宮川第二

一日入園 ・給食を食べましょう
・お友だちと遊びましょう

玉川

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）

湖東

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

12/17

火

9：00～12：00

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

12/18

水

9：00～11：00

たけのこ

ミニ発表会を楽しみましょう

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

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

中央

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

12/20

金

10：15～11：00

どろんこの会
あひるの会

バルーンアートを楽しみましょう

うりんぼの会
生活発表会の総練習を見に来てください
こまくさの会・地域交流 太鼓を教えてもらいましょう

豊平

米沢

園庭で遊びましょう 絵本の貸出し（育児相談随
時）

毎週

木

9：00～11：00

園庭開放

12/19

木

9：00～11：00

さくらんぼの会

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

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

小泉

随時

月～金

9：30～11：00

園庭開放

園庭で遊びましょう 絵本貸出し

12/17

火

9：00～11：00

こうさぎ

随時

月～金

9：00～11：00

園庭開放

ミニ発表会を楽しみましょう

金沢

ミニ発表会を楽しみましょう

みどりヶ丘

中大塩
玉川どんぐり

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
12/6

金

9：30～11：30

未就園児生活体験日

12/19

木

9：30～12：00

一日入園

木

9：30～10：30

在園児との交流

園生活の一部体験

一日入園に来てください。（入所申込者）
在園児と遊びましょう。園の給食を体験します。

よこうち認定
こども園
毎週

0266
72-3076

0266
72-2601

園庭で遊びましょう 育児相談 絵本の貸出し

※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

笹原

連絡先

園庭開放

４

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）

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
0266
79-3639
0266
72-7401
0266
72-0333
0266
72-3126
0266
82-5588

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）

12月12日（木）
9:30～11:30
12月19日(木)
9:30～10:30
10:45～11:45
12月19日(木)
13:30～14:30

クラス名

内

容

幼稚園のクリスマス会を見ることができます。聖劇などの劇の発表があります。幼稚
幼稚園のクリスマス 園の様子を覗いてみませんか？上靴をお持ちください。園舎前駐車場は在園児が

使用しますので、外部の駐車場をお使い下さい。
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

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
マタニティーコース 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

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１２月＆１月１０日までの行事予定
月日（曜日）

内

時間

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」
１２/３（火）
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
10:30～11:00
１/７（火）
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 【費用】無料 【申込み】不要

絵本で子育て「絵本のひみつ探しと読み聞かせの基本」
１２/１１（水）
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
10:30～11:00
１２/２５（水）
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。 【対象】未就園児と保護者 【費用】無料 【申込み】不要

遊びの広場 「クリスマス会」
10:00～11:00 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
１２/５（木）
（受付9:30 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 【費用】無料 【申込み】不要

遊びの広場 「北風ふっとばせ（からだ遊び）」
１/９（木）

10:00～11:00 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
（受付9:30 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 【費用】無料 【申込み】不要

「まゆ玉」作りの会
１/１０（金） 10:00～11:00

まゆ玉のお話しを聞いた後、まゆ玉を作って柳の枝に飾ります。飾った柳はお持ち帰りできます。おばあちゃんた
ちとお話ししながら、楽しく交流しましょう。 【対象】未就園児と保護者 【会場】ちの地区コミュニティセンター 【持
ち物】エプロン、手拭き 【費用】無料 【申込み】不要

５

★八ヶ岳総合博物館１２月＆１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公開
毎週土・日曜・
祝日

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。12月のテーマは「部分日食を見よう」。
10:30～11:15
【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
13:30～14:15
者同伴でご入場ください。
投影日 12/7、12/8、12/14ＡＭ、12/15ＡＭ、12/21、12/22、12/28

１２/８（日）

昼間の星を見る会
10:00～11:00 大型天体望遠鏡を使って、昼間の空の星を観察します。 【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（前月20日受付開始） 【参加費】無料 【その他】雨天曇天中止

１２/１５（日）

ワクワク科学工作「びっくりコースター」
10:00～11:30 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。 【対象】小学生以上 【定員】１６名、要申込（11
月20日受付開始） 【参加費】３００円

１２/１３（金）
１２/１４（土）
１２/１５（日）

①13:00～13:35
プラネタリウムメガスター特別投影「クリスマスの星空」
②14:00～14:35
高精細な星空を映し出すスーパープラネタリウム「メガスター」がクリスマスの星空をお届けします。 【定員】各回
③15:00～15:35
15名（先着順） 【料金】通常入館料 【その他】整理券は、当日11時より、お一人につき1枚お渡しします
④16:00～16:35

１２/２１（土）
１２/２２（日）

１２/２１（土）
１２/２２（日）

随時

毎月お楽しみ会「まつぼっくりツリーをつくろう」
まつぼっくりに色を塗ったり、飾りをつけたりして、自分だけのかわいいクリスマス飾りを作ろう。
※開館時間中、随時、体験できます。 【申込】不要 【料金】要入館料

プラネタリウム特別投影「サンタの国の星空」
サンタクロースの国の星空はどんな空。プラネタリウムでサンタの国にでかけよう。サンタさんからのプレゼントも
11:30～12:05
あるよ。
※大人も一緒に入場できます。 【定員】各回15名（要予約） 【料金】通常入館料

星空観望会
１２/２１（土）

19:00～20:30

１/１（水・祝）

9:30～正午

１/１（水・祝）

休館日

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 【参加費】無料 【申込み】要申込み（前月20日受付開始） 【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。 【その他】雨天曇天中止
元旦博物館まつり
方言カルタ、書初め、凧あげなど、お正月ならではのイベントが盛りだくさんです。お正月の博物館をお楽しみくだ
さい。
【場所】総合博物館 【その他】入館無料

①10:00～10:30 モバイルプラネタリウムお正月特別投影
②10:45～11:15 今年はどんな星空模様？当たりが出たら、お誕生日の日の星空が見られます。 【定員】各回２０名 当日、開館
③11:30～正午 時より先着順で整理券配布 【その他】入館無料
12/2、12/9、12/16、12/23、12/29～12/31、1/2、1/3、1/6、1/7

★尖石縄文考古館１２月＆１月１０日までの行事予定
月日（曜日）

１/１９（日）

休館日

時間

内

問合せ：尖石縄文考古館 ０２６６-７６-２２７０
容

第3回茅野市縄文かるた大会
『茅野市縄文かるた』を使ったかるた大会を行います。上位入賞者には賞状や賞品を授与いたします。子どもから
大人の方までご参加ください。
個人戦
【受付】8：30～9：00（個人・団体） 12：20～12：40（団体） 【開会式・ルール説明】9：00～9：30 【場所】茅野市役所
9:30～12:00
8階大ホール 【部門・定員】個人戦 ①保育園・幼稚園児（未就園児を含む）32名 ②小学校低学年64名 ③小学
校高学年16名 ④一般（中学生以上）12名 団体戦 年齢、構成問わず16組 ※1チーム3人で構成してください。
団体戦
【参加費】無料 【その他】要申込み 受付期間12月5日（木）～12月22日（日）先着順 ※参加賞としてオリジナルク
12:45～15:30
リアファイルと缶バッジを差し上げます。
※取り札の集計・札の並べかえ等、大会の運営にご協力いただけるボランティアスタッフを募集します。お気軽に
お問い合わせください。
12/2、12/9、12/16、12/23、12/29～1/3、1/6

６

★茅野市図書館１２月＆１月１０日までの行事予定
月日（曜日）

時間

１２/７（土）

10:30～10:50

１２/７（土）

11:00～11:20

１２/１１(水)

10:45～11:15

１２/１４（土）

10:30～11:15

１２/１７(火)

10:45～11:15

問合せ：図書館 ０２６６-７２-９０８５
内

容

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

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

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

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

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

メリークリスマスおはなし会
１２/２１（土）

休館日

10:30～11:30

ブラックパネルシアターや、大型絵本の読み聞かせなど楽しいおはなしがいっぱいです。どなたでも参加
いただけるので、ご家族みなさんでお越しください。おはなし会に参加いただいたみなさんには、サンタさ
んからちょこっとプレゼントがあります。なお、おはなし会終了後、本を借りていただいた小学生以下の方
にクリスマスプレゼントをさしあげます。プレゼントはなくなり次第終了です。 【場所】茅野市図書館２階
おはなしの部屋

12/2、12/9、12/16、12/23、12/28～1/4

★サークル１２月の行事予定
☆親子うんどう「ママだっこ」
月日（曜日）・場所

１２/２（月）
１２/９（月）
１２/２３（月）

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

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。

☆茅野アレルギーサークルパプリカ
月日（曜日）・場所

時間

内

容

メンバー募集中！
茅野市近郊にお住いのアレルギーをお持ちのお子さん、アレっ子育児ご家族の皆さん、一緒に情報交換
したりおしゃべりしませんか。

１２/２０（金）

9:00～12:00

おはなし会
様々な情報交換を行いながらメンバーの交流を深めたいと思います。 【対象】アレルギーのある子やそ
のご家族、アレルギーに興味のある方 【場所】市民活動センター（ゆいわーく茅野） 【参加費】無料
【持ち物】飲み物 ※飲み物はアレルギーの心配があるため麦茶やジュースを控え、水をご用意くださ
い。どうしてもおやつが必要な場合は２７大アレルゲン不使用のものをお願いします。（２７大アレルゲン
以外のアレルギーをお持ちの方はご連絡ください） 【申込み】chinoallergy-paprika@yahoo.co.jp（代表：近
藤） 【問合せ・メッセージ】ホームページchinoallergy.jimdosite.com インスタグラム＠chinoallergy Ｆａｃｅ
ｂｏｏｋアレルギーサークルパプリカ
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★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

☎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
こども・家庭総合支援拠点
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。
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。

相談先に迷ったら
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

『茅野市育ちあいち
の』で検索！
ＱＲコードはこちら

のコーナー
チノチノ文化祭が開催されました！!
10月20日(日)に中高生が主体の文化祭が行われました。
普段は中高生世代以外は利用することができないチノチノですが、イベント時には誰でも入ることができます。この日は120人を
超えるたくさんの方々に来ていただくことができました。
こういった地域の方に来ていただける機会をつくることで、チノチノを様々な世代の方に知っていただき、地域とさらに繋がってい
くきっかけとなった文化祭となりました。
《 参加者より 》
普段は同年代との関わりが多いけれど、今回初めてチノチノ文化祭に参加して、幅広い方たちと交流が出来て楽しかった。
小さな子たちとも一緒になって遊んだり、話すことができて嬉しかった。また来年もたくさんの方たちに来ていただけるように、試行
錯誤をしてまたたくさんの方たちに楽しんでもらいたい。
< 屋台 >

< ボーリング >

< 輪投げ >

< 広告プール >

１０月１５日から新しく入りました三浦 翔太です。
チノチノはみんなが安心してのびのび交流できる素敵な場所だと思います。
子どもたちにとって、お兄ちゃんのようなそんな存在になれるよう良い関係を築いていきたいと思います。
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