
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     こげらっち 

なかまちテラスだより 

 

★ジュニア講座「なかまちテラスであこがれのスイーツ教室」 

〔日時〕１０月２９日（土）、１１月５日（土）、１２日（土）、   

１０：００～１２：００ 全３回 

〔費用〕３００円〔対象〕市内の小学３年生～中学３年生 

★家庭教育講座「子育てパパ応援講座」 

〔日時〕１１月２日（水）、１３日（日）、１６日（水）、２６日（土）、 

１２月３日（土）、１９：００～２１：００ほか、全５回 

〔費用〕１，０００円 〔対象〕市内在住・在学・在勤の方 

 

お申込みは１０月１８日（火）２１時までに仲町公民館へ。 

講座の詳細は９月２０日号の市報・チラシ・ポスターをご覧ください。 

〔お問い合わせ先〕仲町公民館 ０４２－３４１－０８６２ 

ブックリサイクル開催！！ 

図書館で不要になった資料や保存期限の過ぎた雑誌を 

無料で配布します。 

〔日時〕１０月２２日（土）１０：００～１７：００ 

〔場所〕なかまちテラス ２階 講座室 

〔配布資料〕一般書、児童書（雑誌は１月の配布です） 

〔備考〕お一人様１０冊までお持ち帰りいただけます。 

ご来館の際は、手提げ袋などをご用意ください。 

夏のＬｉＮＫＳ講座は無事終了できました！！ 

★『夏の思い出を絵手紙に』＜８月２６日（金）＞ 29名 

★『上手に食べてハツラツ元気！』＜８月３１日（水）＞ 27 名 

大盛況のうちに終了しました。来春の LiNKS 講座も楽しみに！ 

 なかまちテラス第 3駐車場の草刈り・清掃を実施！ 

7 月 19日（火）に行われた一中クリーンキャンペーンでは 

一中の生徒や教職員となかまちテラス職員で協力して、 

小平第一中学校西側の 

「なかまちテラス第３駐車場」 

の草刈り･清掃を行いました。 

中学生や地域の方々と実施でき、 

とても有意義な一時でした。 

ご協力ありがとうございました。 

★飾り付け準備 ～ぜひ、ご協力ください～ 

（日時）１１月３日（木・祝）１０：００～１２：００（小学生対象） 

（場所）地下 ホール    １３：００～１７：００（どなたでも） 

★点灯式 ～点灯の瞬間を楽しみましょう～ 

（日時）１１月５日（土）１７：００ 

（場所）正面玄関前 

 

今年もなかまちテラスをイルミネーションが彩ります!! 

 



月 火 水 木 金 土 日
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10体育の日 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20休館日 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

◆運動会
（２小・１４小・学園東小）
◆えほんのひろば
（テラス）
11：00～11：30

　１０月　Ｏｃｔｏｂｅｒ

◆運動会（学園幼稚園）
◆おはなし会（テラス）
11：00～11：30

◆運動会予備日
（学園幼稚園）

◆園庭開放
（ゆたか保育園）
10：30〜12：00
◆ふれあい広場
「お庭で遊ぼう」
（仲町保育園）
9：30〜11：30

◆子育て広場
「みどりのまきば」
（小平学園幼稚園）
10：00〜13：00
◆手作りおもちゃとおしゃべり
タイム（0〜1歳児対象）
（テラス）10：00～11：00
◆児童文学紀行講座
『絵本で旅するスペイン』
（テラス）10：00～12：00

◆入園願書配布開始
（学園幼稚園）
◆学校説明会
（小平高校）
◆おはなし会
（テラス）
11：00～11：30

◆運動会予備日
（２小・学園東小）
◆園庭開放
（ゆたか保育園）
10：30〜12：00

◆園庭開放
（小平学園幼稚園）
10：00〜11：30

◆えほんのへや
（テラス）
11：00～11：30

◆運動会予備日
（１４小・学園東小）

仲町保育園：小平市立仲町保育園　/　ゆたか保育園：私立ゆたか保育園　/　小平学園幼稚園：私立小平学園幼稚園　/　１中：小平市立小平第一中学校　/
２小：小平市立小平第二小学校　/　１４小：小平市立小平第十四小学校　/　学園東小：小平市立学園東小学校　/　小平高校：東京都立小平高等学校　/　テラス：なかまちテラス

◆学校公開週間
（～２７日まで）
道徳授業地区公開講座
（学園東小）

◆学校公開週間
（～２９日まで）
（２小）
◆園庭開放
（ゆたか保育園）
10：30〜12：00

◆ふれあい広場・講座
「わらべうたで遊ぼう」
（仲町保育園）
9：30〜11：30
◆園庭開放
（小平学園幼稚園）
10：00〜11：30

◆ゆたか広場
「乳幼児の食事について」
（ゆたか保育園）
10：00〜12：00
◆合唱コンクール
（ルネこだいら）（一中）

◆ジュニア講座（テラス）
10：00～12：00
◆だいらコン
（小平商工会主催）
〔問合せ〕
042－344－2311

◆園庭開放
（ゆたか保育園）
10：30〜12：00
◆ふれあい広場
「2歳児と遊ぼう」
（仲町保育園）
9：30〜11：30

◆園庭開放
（小平学園幼稚園）
10：00〜11：30
◆児童文学紀行講座
『絵本で旅するスペイン』
（テラス）10：00～12：00

◆学校公開週間
（～２８日まで）
（14小・1中）
◆オータムコンサート（１中）
◆道徳授業地区公開講座
（１４小）
◆かみしばいの会（テラス）
11：00～11：30

◆青少対伝承遊び
（14小）

みんなで一緒に、正しい呼吸法で健康体操、大きな声で歌を唄って、カフェで食事を楽しみましょう♪
　LiNKS講座　おしゃべりさろん“ひばり”開催のお知らせ
　　（日時）１１月１０日（木）１０：３０～１３：００　（場所）なかまちテラス　地下　ホール／１階　カフェ
　　（対象）おおむね６０歳以上の市民　（定員）２０名／先着順　（費用）５００円
　　（申込み）仲町公民館カウンターへ、もしくは電話でお申込みください。



月 火 水 木 金 土 日
1 2 3文化の日 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17休館日 18 19 20

21 22 23勤労感謝の日 24 25 26 27

28 29 30

◆家庭教育講座
（テラス）
19：00～21：00

◆園庭開放
（小平学園幼稚園）
10：00〜11：30
◆ふれあい広場
「1，2歳児と遊ぼう」
（仲町保育園）
9：30〜11：30
◆家庭教育講座（テラス）
19：00～21：00

◆学芸会（保護者鑑賞日）
（学園東小）
◆おはなし会（テラス）
11：00～11：30

１１月　Ｎｏｖｅｍｂｅｒ　

◆学校公開
（学園東小）

◆おはなし会（テラス）
11：00～11：30
◆ジュニア講座（テラス）
10：00～12：00

◆家庭教育講座
（テラス）
10：00～12：00

◆仲町図書館見学
（2年生/14小）
◆子育て広場
「みどりのまきば」
（小平学園幼稚園）
10：00〜13：00

◆入園願書受付・面接
（学園幼稚園）
◆園庭開放（ゆたか保育園）
10：30〜12：00
◆ふれあい広場・講座
「絵本にふれよう」
（仲町保育園）
9：30〜11：30見廻りとうろう

◆えほんのへや
（テラス）
11：00～11：30
◆イルミネーション
飾り付け準備（テラス）
10：00～12：00
（小学生対象）
13：00～17：00
（どなたでも）

◆土曜授業公開日
（1中）
◆えほんのひろば
（テラス）
11：00～11：30
◆イルミネーション点灯式
（テラス）17：00
◆ジュニア講座（テラス）
10：00～12：00

◆園庭開放（ゆたか保育園）
10：30〜12：00
◆ふれあい広場
「お庭で遊ぼう」
（仲町保育園）
9：30〜11：30

◆おしゃべりさろん
”ひばり”（テラ
ス）
10：30〜13：00

仲町保育園：小平市立仲町保育園　/　ゆたか保育園：私立ゆたか保育園　/　小平学園幼稚園：私立小平学園幼稚園　/　１中：小平市立小平第一中学校
２小：小平市立小平第二小学校　/　１４小：小平市立小平第十四小学校　/　学園東小：小平市立学園東小学校　/　小平高校：東京都立小平高等学校　/　テラス：なかまちテラス

◆園庭開放
（ゆたか保育園）
10：30〜12：00
◆利用懇サークル体験デー
（テラス）
10：00〜17：00

◆園庭開放
（小平学園幼稚園）
10：00〜11：30
◆利用懇サークル体験デー
（テラス）
10：00〜17：00

◆防災訓練（14小）

◆園庭開放
（ゆたか保育園）
10：30〜12：00

◆学校公開日・14小
まつり（14小）

◆ゆたか広場
「冬の感染症」
（ゆたか保育園）
10：00〜12：00

◆土曜授業参観（2小）
◆かみしばいの会（テラス）
11：00～11：30
◆家庭教育講座（テラス）
14：00～16：00

◆学校公開
（学園東小）

　仲町公民館利用サークルを実際に体験してみませんか？
　仲町公民館には多くのサークルがあります。活動に興味がある方のために、
　サークルの紹介・体験の場をご用意しました。是非遊びに来てください！
　　（日時）１１月２９日（火）・３０日（水）　各日１０：００～１７：００
　　（場所）なかまちテラス　地下　ホール／和室／学習室１
　　（申込み）不要。当日、直接会場にお越しください。

◆園庭開放
（ゆたか保育園）
10：30〜12：00

◆学芸会（児童鑑賞日）
（学園東小）



月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15休館日 16 17 18

19 20 21 22 23天皇誕生日 24 25

26 27 28休館日 29休館日 30休館日 31休館日 お問い合わせ
小平市立仲町公民館・
仲町図書館
(公民館)042-341-0862
(図書館)042-344-7151
小平市仲町１４５番地
発行・編集：なかまちテラス
LiNKS

　１２月　Ｄｅｃｅｍｂｅｒ

◆なかまちテラス
LINKS全体会
（10：00）
◆えほんのへや（テラス）
11：00～11：30

◆ふれあい広場
「クリスマスの飾りを
作ろう」
（仲町保育園）
9：30〜11：30

◆生活展
（ゆたか保育園）
9：30〜13：00
◆えほんのひろば
（テラス）
11：00～11：30
◆家庭教育講座
（テラス）
10：00～12：00

◆園庭開放
（ゆたか保育園）
10：30〜12：00

◆園庭開放
（小平学園幼稚園）
10：00〜11：30

◆学校説明会
（小平高校）
◆おはなし会
（テラス）
11：00～11：30

◆おはなし会
（テラス）
11：00～11：30

今年もお楽しみ会を開催します！！
クリスマスシーズン恒例のスペシャルおはなし会です。
ご家族そろってご参加ください。
（日時）１２月２１日（水）１５：３０～１６：００
（場所）なかまちテラス　地下　ホール
（対象）４歳児～中学生と保護者
（申込み）不要。当日直接会場にお越しください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★テラスッち

◆園行事
「10・11・12月
生まれの誕生会＆
発育測定」
（仲町保育園）

仲町保育園：小平市立仲町保育園　/　ゆたか保育園：私立ゆたか保育園　/　小平学園幼稚園：私立小平学園幼稚園　/　１中：小平市立小平第一中学校
２小：小平市立小平第二小学校　/　１４小：小平市立小平第十四小学校　/　学園東小：小平市立学園東小学校　/　小平高校：東京都立小平高等学校　/　テラス：なかまちテラス

◆園庭開放
（ゆたか保育園）
10：30〜12：00
◆ふれあい広場
「お庭で遊ぼう」
（仲町保育園）
9：30〜11：30

◆おたのしみ会
（テラス）

◆終業式
（小学校・１中）

◆かみしばいの会
（テラス）
11：00～11：30
◆冬休み子ども映画会
（テラス）
10：00～11：00

◆ゆたか広場
「ミニクリスマス会」
（ゆたか保育園）
10：00〜12：00
（要予約）

◆子育て広場
「みどりのまきば」
（小平学園幼稚園）
10：00〜13：00

◆園庭開放
（ゆたか保育園）
10：30〜12：00
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