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どんぐりプラン推進のつどい
子どもの健やかな成長を願う第３次茅野市こども・家庭応援計画（どんぐりプラン）を推進するため、子育てに関わるみなさんと一緒に
何が出来るのかを考えます。今回は、公立諏訪東京理科大学の市川教授から子ども達の現状についてのお話をお聞きし、その後、参
加者全員で子どもについてのワークショップを行います。
日時：２月１４日（金）１９時～２０時３０分 場所：茅野市役所８階大ホール
その他：入場無料 申込不要 どなたでも参加できます 託児希望（6か月～小学生）は2月4日までにお申し込みください
問い合せ先 どんぐりネットワーク茅野事務局 茅野市こども課こども係 0266-72-2101（内線612、613）

子育てサークル通信 掲載情報募集
どんぐり通信では、年に1回、４月に市内で活動しているサークルをまとめた「サークル通信」を発行しています。活動しているサークル
等で、掲載を希望する場合は、事務局までご連絡ください。（すでに掲載されているサークルへは直接連絡します。）掲載は無料で、０１
２３広場や地区こども館、図書館、茅野市ＨＰ等で広く周知します。
掲載内容 サークルの名称、活動内容、連絡先等
しめきり ２月２８日（金）
問合せ先 どんぐりネットワーク茅野事務局 茅野市こども課こども係
ＴＥＬ72-2101（内線613）、 ＦＡＸ73-9843、 Ｅメール ｋｏｄｏｍｏｋａ＠ｃｉｔｙ.chino.ｌｇ.ｊｐ

★茅野市こども館０１２３広場の２月＆３月１０日までの行事予定
月日（曜日）

時間

２/３（月）

11:15～
12:00

内

容

節分豆まき会 こども館で豆まきをします。福が舞い込んできますように。春が来るのが楽しみですね。
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。

２/１０（月）
２/２５（火）
３/９（月）

10:30～
12:00

２/１１（火・祝）
３/１０（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。

２/１２（水）

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乗
ります。

２/１５（土）

11:15～
12:00

運動遊び講座「運動遊びを楽しもう」（運動保育士 長崎将利先生）
発達に合った遊びを教えてもらい、楽しく体を動かして遊びます。お父さんも一緒に楽しみましょう。

２/２５（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。

２/２６（水）

11:15～
12:00

３さいおめでとう！ミニ運動会 （おひさまの会主催）
もうすぐ入園するお子さんが対象のイベントです。「ミニ運動会」を通して、お友達と出会ったり、大きくなっ
たお祝いをして楽しみます。

３/３（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！」
親子で一緒に、音楽に合わせて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。

３/４（水）

11:15～
12:00

食育講座 －親子で楽しむ食育（食育推進ボランテア）
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。今回は地元の
食材『寒天』を使った『天寄せ』を、こども向けにかわいらしくアレンジしたメニューです。

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いていま
す。

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。（2/6、2/13、2/20、2/27、3/5）
※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（2/3、2/17、3/2）

１

※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２月＆３月１０日までの行事予定
場所

月日（曜日）
２/１３（木）

時間

内

休館日：日曜・祝日
容

おりがみ教室
14:30～16:30 季節に合った物や作って遊べる作品など、様々なおりがみをみんなで一緒に楽しく作ります。 【対象】小さ
なお子さんから大人の方まで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

ち
の ☎ ０２６６-７３-０８８１（専用） 休館日 2/2、2/9、2/5ＡＭ、2/9、2/11、2/16、2/23、2/24、3/1、3/8
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）
☎ ０２６６-７２-９９７０（専用） 休館日 2/2、2/5ＡＭ、2/9、2/11、2/16、2/22、2/23、2/24、3/1、3/8

宮
川 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）

米
沢

２/３(月)

小さな子どものすてきな時間 関連企画
市民館スタッフと市民サポーターの皆さんによる、楽しいワークショップを開催します。今回は節分に因ん
10:00～12:00
で「鬼になっちゃおう！」だって・・・いったい何が起こるのかな？さぁ、みんな‘のびっこ広場’に集ま
れー！！【対象】未就園児とその保護者 【申込み】不要 【持ち物】材料はこちらで用意します

２/２６（水）

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。
10:00～12:00
日程が合えば、米沢保育園のお兄さんお姉さんの参加もあるかもしれません。赤ちゃんからおじいちゃん
育児相談
おばあちゃんまでどなたでもご参加頂けますので、気の合う仲間と出会いに是非お出掛けください。 【対
9:30～11:00
象】主に未就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。

☎ ０２６６-７２-５２１１（専用） 休館日 2/2、2/5ＡＭ、2/9、2/11、2/15、2/16、2/22～2/24、3/1、3/8
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）

豊
平

２/１０（月）

おりがみ教室
10:00～11:00 簡単にできて、飾ったり遊べたりする折り紙を楽しく作りましょう。 【対象】どなたでもお気軽にご参加くださ
い 【その他】材料はこども館で用意します

２/２８（金）

おはなし会
10:00～10:30 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います。
【対象】未就園児親子

☎ ０２６６-７１-１６０４（呼出） 休館日 2/2、2/5ＡＭ、2/8、2/9、2/11、2/16、2/19、2/22～2/24、3/1、3/8
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）

２/１（土）

玉
川

おはなし会つくってあそぼう「ペットボトル水族館」
10:30～12:00 自分で作ったお魚をペットボトルのすいそうで泳がせよう。おはなし会の内容はお楽しみに！ 【対象】どな
たでもご参加いただけます

☎ ０２６６-８２-２６２５（専用） 休館日 2/2、2/5ＡＭ、2/9、2/11、2/16、2/22～2/24、2/26～3/1、3/8
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）

うがい と 手洗いで風邪予防！
風邪やインフルエンザが流行る季節です。外出先から帰ってきたら、手洗いとうがいをしましょう。

２

場所

泉
野

月日（曜日）

時間

内

容

２/１（土）

いずみのほとりまつり
毎年恒例となりました。今年もやりますよ～‼ニュースポーツで体を動かしたあとは、皆でおもちつきをしま
10:00～13:00 しょう。あたたかいとん汁も用意します。体も心もぽっかぽかになって、寒い冬をのりきりましょう。インフル
エンザ等の影響でやむを得ず中止になる場合があります。 【対象】泉野地区の皆さん 【持ち物】上はき
（必要な人は飲み物）

２/１３（木）
２/２７（木）

未就園児親子おはなし交流会“きいろいさくらんぼ”
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。

２/１０（月）

おはなし会・つくってあそぼう
15:30～16:15 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

☎ ０２６６-７９-２７３１（専用） 休館日 2/2、2/5ＡＭ、2/9、2/11、2/16、2/21ＰＭ、2/23、2/24、2/26、3/1、3/8
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）

金
沢

２/４（火）

9:15～9:45

２/２９（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。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) 休館日 2/2、2/5ＡＭ、2/9、2/11、2/15、2/16、2/22～2/24、3/1、3/2、3/8
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）

２/１８（火）

湖
東

夢のおひさまけんきゅ～じょ かがやけ!! 未来のアーティスト♪
日本童画大賞最優秀賞(2011)､小学館おひさま大賞入賞(2013)に輝いたむらた ゆりさん(湖東在住)をお
招きしてかわいいアート作品を作りましょう♪ むらた先生描き下ろしのイラストを使用する予定で､先生の
10:00～11:30
筆遣いも見られるかも!! おしゃべりしながら楽しい時間を過ごしましょう❤ 【対象】未就園児さんとご家族
【持ち物】飲み物など各自必要な物の他､汚れても良い服装､ある方はのり、クレヨン、ハサミ、作品に添付
したい写真等をお持ちください

☎ ０２６６-７１-５００８ (呼出) 休館日 2/2、2/5ＡＭ、2/9、2/11、2/15、2/16、2/22～2/24、3/1、3/8
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）

２/２６（水）

手作りを楽しむ会
星空館こども運営委員会「♪ポップスターズ☆」企画行事。委員や地域の方に教えていただきながら、楽
15:20～16:20 しく自分だけのオリジナル作品を作りましょう！詳しい内容は、ポスターや配布するチラシで確認してくださ
いね。 【対象】北山小学校児童 【参加費】なし 【申込み】配布チラシの申込書に希望講座を記入して、２
月１７日（月）までに、小学校の担任または、北山地区こども館へ提出してください。

２/２７（木）

9:30～11:00

北
山

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 2/2、2/5ＡＭ、2/9、2/11、2/15、2/16、2/22～2/24、3/1、3/8
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）
おはなし会
ボランティアさんによるおはなし会。内容はおたのしみに！ 【対象】保育園児、未就園児親子

２/１３（木）

9:30～10:00

２/１８（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是非おいで下さい。 【対象】どな
たでもお寄りください

中
大
塩
２/１９（水）

10:00～11:30

ころころ広場「今日は楽しいひな祭り♪」
今回は「ひなまつり」です。バームクーヘンをつかって簡単なおひなさまを作って、みんなで食べましょう。
ぜひ、ご参加ください。お待ちしています。※バームクーヘンはアレルギー対応していません 【対象】未就
園児親子 【持ち物】飲み物 【申込み】要 予約で先着20名です。2月10日（月）までに中大塩地区こども
館に申し込みして下さい。

☎ ０２６６-７２-８０３３ (専用) 休館日 2/1、2/2、2/5ＡＭ、2/9、2/11、2/15、2/16、2/22、2/23、2/24、2/29、3/1、3/7、3/8
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２月＆３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

2/13

木

9：00～11：00

なかよし

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

2/20

木

9：00～11：00

つぼみ

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

2/20

木

9：00～11：00

さくらんぼ

また遊ぼうねの会 冬のごっこ遊びを楽しみましょう
みんなと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 絵本の貸出し

2/14

金

9：30～11：00

おいでおいで

毎週

水

9：00～10：00

園庭開放

2/14

金

9：00～12：00

随時

月～金

9：00～10：00

園庭開放

2/13

木

9：00～11：00

うりんぼの会

ありがとうの会にきてください

2/19

水

9：00～11：00

一日入園
うりんぼの会

一日入園においでください（来年度 入所予定のお友達のみ
なさん）

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

2/14

金

9：00～11：00

たけのこ

大きくなったねの会

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

2/14

金

9：00～11：00

ポッポの会

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

2/14

金

9：00～11：00

なかよし

冬のごっこ遊びを楽しみましょう 大きくなったねの会

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

2/13

木

9：00～11：00

どろんこの会

毎週

木

9：00～11：00

園庭開放

2/19

水

9：00～11：00

さくらんぼの会

随時

月～金

9：00～10：00

園庭開放

2/6

木

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

2/14

金

9：00～11：00

おひさま

また遊びに来てね！ 「大きくなったね」の会を一緒に楽しみ
ましょう

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

2/6

木

9：00～11：00

こうさぎ

冬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

2/7

金

9：00～11：00

あひるの会

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）

2/15

土

9：30～11：30

来入児
一日入園

園生活の体験 保育園環境施設理解

0266
82-5588

2/5

水

9：30～11：00

SMILEの会

毎週

木

9：30～10：30

園庭開放

「大きくなったねの会」をします 在園児と一緒に遊びのコー
ナーで遊びましょう
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
75-1120

ちの

宮川

宮川第二

また遊ぼうねの会 冬のごっこ遊びを楽しみましょう
みんなと一緒に遊びましょう

「また遊びに来てね」の会を楽しみましょう

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 一日入園に来てください 「またあそぼうね」の会

湖東

笹原

園庭で遊びましょう 育児相談 絵本の貸出し

豊平

ごっこ遊びを楽しみましょう 「またあそぼうねの会」

北山

中央

ごっこあそびを楽しみましょう 大きくなったねの会

米沢
園庭で遊びましょう 絵本の貸出し（育児相談随時）
また遊ぼうねの会

金沢
園庭で遊びましょう 育児相談 絵本の貸出し
またきてねの会

泉野

小泉

みどりヶ丘

「またきてねの会」に来てください

中大塩

玉川どんぐり
よこうち認定
こども園

連絡先

園児と一緒に遊びましょう
親子でフィットネスを楽しみましょう

４

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

0266
79-3639

0266
72-7401

0266
72-0333

0266
72-3126

☆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

２/６(木)
9:30～10:30
10:45～11:45

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。3月はお休みです。

２/６(木)
13:30～14:30

マタニティーコース

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。3月はお休みです。

２/１０（月）
13:00～14:30
（開場12:45）

子育て講演会 福音館書店の小林竜哉先生をお招きして、「絵本で伸ばす！子どもの力」と題しまして講演をして頂きま
「絵本で伸ばす!子 す。子育て中の方や、幼稚園の教育に興味のある方、どなたでも参加できます。申し込み不要ですの
で、当日幼稚園へお越し下さい。
どもの力」

２/２０(木)

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。3月はお休みです。
1歳半～2歳 9:30～10:15 2・3歳グループ 10:30～11:15

２/２７(木)
13:30～14:30

子育てサロン

子育てについて気軽になんでも話しませんか！予約は不要です。マイカップ持参でお越し下さい。今回
のテーマは『子どものほめ方、しかり方』です。

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２月＆３月１０日までの行事予定
家庭教育センター ０２６６-７３-０８８８
月日（曜日）

時間

内

容

２/４（火）
３/３（火）

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 【費用】無料 【申込み】不
要

２/１２（水）
２/２６（水）

10:30～11:00

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。 【対象】未就園児と保護者 【費用】無料 【申込み】不要

10:00～11:00
受付9:30～

遊びの広場 「みんなで遊ぼう」
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 【費用】無料 【申込み】不要

10:00～11:15

レッツ、ベビーダンス 講師：山本美枝さん
ベビーダンスとは赤ちゃんを抱っこしながら、リズムに合わせて踊るエクササイズです。親子が一体と
なってリズムに合わせて踊ることにより、スキンシップを通じて親子の絆を深めることができます。気軽
に踏めるステップは、夜泣きをした時やぐずった時にも活用でき、産後のダイエット、心と体のリフレッ
シュになります。 【対象】首がすわった頃から１歳半くらいの赤ちゃんと親 【費用】無料 【申込み】1月
22日(水）10：00～受付中 定員30組になり次第締切ります 【持ち物】後日通知 【その他】上のお子さ
ん託児あり（要申込）
持ち物：後日通知

２/１３（木）

３/２（月）

５

★八ヶ岳総合博物館２月＆３月１０日までの行事予定
問合せ：八ヶ岳総合博物館 ０２６６-７３-０３００
月日（曜日）

時間

内

容

毎週土・日曜
祝日

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。今月のテーマは「メシエ天体」 【定
10:30～11:15
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
13:30～14:15
保護者同伴でご入場ください。
投影日 2/1、2/2、2/8、2/11、2/15、2/16、2/22、2/23、2/24

２/９（日）
３/８（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。【ところ】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】１月２１日受付開始 【参加費】無料 【その他】雨天曇天中止

２/１６（日）

ワクワク科学工作「静電気ベル」
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（１月２１日受付開始） 【参加費】３００円

２/２９（土）

19:00～20:30

休館日

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 【参加費】無料 【申込み】１月２１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。雨天曇天中止。

2/3、2/10、2/12、2/17、2/25、3/2、3/9

★サークル２月の行事予定
地区こども館や家庭教育センタ―などで行っている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）

２/３（月）
２/１０（月）
２/１７（月）

【問合せ】 小池 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
10:30～11:30
（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

★茅野市図書館２月＆３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

２/１（土）
２/１５（土）
２/２２（土）
３/７（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

２/１（土）
２/１５（土）
２/２２（土）
３/７（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

２/８（土）

10:30～11:00

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

11:00頃～

茅野市図書館 図書館を飾ろう！
「紙芝居だいすき！」に参加したあと、２階おはなしのへや前壁面の飾りつけを一緒にしよう。作れる
方は、冬の飾り、雪の結晶、てぶくろなどを作って持ってきて下さい。（20ｃｍ×20ｃｍくらいのもの）
【場所】茅野市図書館2階 おはなしの部屋前 【参加費】無料 【対象】「紙芝居だいすき！」に参加し
た方

２/８（土）

内

容

２/１５(土)

おなかの赤ちゃんおはなし会
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

２/１８(火)

10:45～11:15

２/２９（土）

ひなまつりおはなし会
10:30～11:30 地域の読書ボランティアさんと図書館職員による、ひなまつりのおはなし会です。【場所】茅野市図書
館２階おはなしのへや

休館日

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

2/3、2/10、2/12、2/17、2/25、2/28、3/2、3/9

★尖石縄文考古館２月＆３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

内

ロビー展 「史跡公園・竜神池周辺の野鳥たち」 考古館・史跡公園・竜神池周辺にやってくる野鳥を
中心とした写真の展示を行います。 【場所】尖石縄文考古館ロビー 【その他】ロビー展のみをご観
覧の場合は無料です。

２/２４（月）～３/２９（日）

３/１（日）

休館日

容

9:00～11:30

探鳥会 「史跡公園にやってくる野鳥を観察しよう」 野鳥についてのお話と、史跡公園周辺を回りな
がら野鳥を観察します。 【場所】尖石縄文考古館ロビー（集合）、史跡公園・青少年自然の森 【対
象】小学校5年生以上（4年生以下の方は大人と参加してください） 【持ち物】寒くない服装（お持ちの
方は双眼鏡・野鳥図鑑） 【その他】申込み不要、参加料無料

2/3、2/10、2/12、2/17、2/25、3/2、3/9

毎月開催！ 子育て・子育ち つどいの広場

どんぐりサロン

子どもを育てる中で感じること。子どもをみて思うこと。子どもの未来を信じながら、話したい、聞きたいという人をつなげる
場を創設するためのおしゃべり処「どんぐりサロン」を開催しています。肩の力をぬいて、子育て・子育ちについて気軽にお
しゃべりしましょう！
日時 ２月２７日（木）１９時～２０時３０分
場所 かふぇ天香 （茅野市ちの3053 電話55-6088）
対象 子どもに関わることに関心のある方
今後の開催予定 ３月２６日（木）
その他 参加費無料、申込み不要、時間内の入退場ＯＫ、子連れＯＫ！
主催・問合せ どんぐりネットワーク茅野 子育てに関する市民応援部会
どんぐりネットワーク茅野事務局 茅野市役所こども課こども係 0266-72-2101（内線612、613）

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。
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
点

育ちあいちの （こども 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
課）
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＆すわっチャオ合同ライブが開催されます！
2月22日(土)茅野市民館のアトリエホールにて、すわっチャオとＣＨＵＫＯら
んどチノチノ合同ライブが行われます。
例年この時期には、チノチノでバレンタインライブを行っていますが、今回子
ども運営委員会からの提案で、「自分たちの活動を多くの方にも知ってもらい
たい、見てもらい」という話が出ました。その他にも2019年に新しくすわっチャ
オという施設ができ、「自分たちには発表する場があるけれど、すわっチャオ
を利用している人たちからは、発表する機会が少ない」と聞き、「自分たちと
一緒になって何か出来ないかな」という話があげられました。
今回のライブを実行するにあたり、事前にＣＨＵＫＯらんどチノチノをサポー
トして下さっている大人サポート委員会の皆さんやすわっチャオの方々にも集
まっていただき、話し合いが行われました。
何度か会議や打ち合わせをし、たくさんの意見が出た中、どうやったら‶実
現できるか″を自分たちでも考えながら、大人サポート委員会を始め、たくさん
の方々に協力していただき、今回合同ライブの実施が決定しました！！

日程：2月22日(土)
場所：茅野市民館アトリエホール
時間：12：30入場 13:00開演
入場無料
８

