
 

はさにかみぃ はなっち 

パティプリ ぷりぷり♡プリンちゃん ふらわーなっしー 

  ブルーベリーキッズ   ブルーくん プリプリンさっちゃん 



　１月
月 火 水 木 金 土 日

1　元旦 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11成人の日 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

◆なかまちテラス休
館日

◆始業式（小学校・1中）◆開校記念

日（２小）◆小平市中学生意見発表
会（ルネ）◆14小百人一首大会14：

00〜（テラス）◆愛の一声運動（学
園東小）◆家庭教育講座10：00〜

12：00「絵本から広がるわくわく子育

て」（テラス）

◆園行事「お正月会」（仲町
保育園）

◆特別支援学級合
同作品展10：00～
16：30（ルネ展示
室）

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　/ルネ：ルネこだいら
テラス：なかまちテラス（仲町公民館・仲町図書館）

◆愛の一声運動（学園東
小）
◆一日動物村11：00〜
12：00（ゆたか保育園）予
約不要

◆お庭で遊ぼう（仲町保
育園）

◆よさこいスクールダン
スフェスティバル（ルネ大
ホール、13：30開演）（14
小・学園東小）
◆おはなし会（テラス）
11：00～11：30

◆なかまちテラス休館日 ◆なかまちテラス休館日 ◆なかまちテラス休
館日

◆学校公開・席書会（午
前）（１中）
◆おはなし会（テラス）
11：00～11：30

◆仲町公民館利用
者懇談会・新年交
流会（福祉会館）

あけましておめでとうございます。なかまちテラスには
新しい出会いがいっぱい！

◆小学校児童作品
展

◆小学校児童作品展
◆憲法カフェ＠なかまち
テラス（13：30〜16：00）

◆愛の一声運動（学
園東小）

◆おもちつき10：30〜11：
30（ゆたか保育園）予約
不要

◆特別支援学級合同作品展
（ルネ展示室）

◆おにのお面と豆箱を作ろう
（仲町保育園）

◆なかまちテラス休館日
◆特別支援学級合同作品展（ルネ

展示室）◆ゆたか広場10：00〜12：
00（乳幼児のおやつについて）要

事前予約（ゆたか保育園）◆なか
まちテラスと周辺自治会交流会

13：30～（テラス）

◆特別支援学級合同作品展
（ルネ展示室）
◆振替休業日（学園東小）

◆特別支援学級合同作
品展（ルネ展示室）
◆学校公開・学校報告会
（学園東小）
◆紙芝居の会（テラス）
11：00～11：30

◆愛の一声運動（学
園東小）

◆園庭開放（ゆたか保育
園）10：30〜12：00（予約
不要、雨天中止）

◆小学校児童作品展　◆お
庭で遊ぼう（仲町保育園）◆

園庭開放9：30～10：45（小平
学園幼稚園）◆絵本のへや

（テラス）11：00～11：20

◆小学校児童作品展 ◆小学校児童作品展
◆研究発表会（14小）

 

  

けやきっち 



　２月
月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7
◆えほんのひろば
（テラス）11：00～11：30

8 9 10 11建国記念日 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

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/ルネ：ルネこだいら　/テラス：なかまちテラス（仲町公民館・仲町図書館）

◆園庭開放（ゆたか保育
園）10：30〜12：00（予約
不要、雨天中止）

◆振替休業日（学園東
小）

◆園庭開放（ゆたか保育
園）10：30〜12：00（予約
不要、雨天中止）

◆なかまちテラス休館
日

◆園行事「豆まき会」（仲
町保育園）

◆展覧会（学園東小）
◆振替休業日（14小）

◆ゆたか広場10：00〜
12：00（嘔吐処理の仕方）
要事前予約（ゆたか保育
園）

身のひきしまる寒さ。手洗い、うがいで病の鬼を吹き飛ばそう！
梅の香とともに春はすぐそこまできています。

◆お庭で遊ぼう（仲町保
育園）

◆学校公開日・大繩ギネ
ス大会（14小）

◆新入生保護者説明会（１
中）
◆園庭開放（ゆたか保育
園）10：30〜12：00（予約不
要、雨天中止）

◆授業参観日（午前中）・道
徳地区公開講座（２小）
◆展覧会・学校公開日（学園
東小）
◆おはなし会（テラス）
11：00～11：30

◆中学校体験入学（１中）２

小・１４小・学園東小６年生対

象
◆1歳児と遊ぼう（仲町保育

園）
◆園庭開放9：30～10：45（小

平学園幼稚園）

◆新１年生保護者会（１４
小・学園東小）

◆おはなし会（テラス）
11：00～11：30

◆なかまちテラスＬｉＮＫＳ全
体会（テラス）

◆憲法カフェ＠なかまちテラ
ス（13：30〜16：00）
◆紙芝居の会（テラス）
11：00～11：30

◆園庭開放（ゆたか保育
園）10：30〜12：00（予約
不要、雨天中止）

◆園庭開放9：30～10：45
（小平学園幼稚園）
◆絵本のへや（テラス）
11：00～11：20

 

 

  

しやくっちょ 



　３月
月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6
◆えほんのひろば
（テラス）11：00～11：30

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20春分の日

21振替休日 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

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　/ルネ：ルネこだいら/テラス：なかまちテラス（仲町公民館・仲町図書館）

◆なかまちテラス開館1
周年記念ワークショップ
13：30～15：30（テラス）

◆園庭開放9：30～10：45
（小平学園幼稚園）

◆園行事「お誕生日会」
（仲町保育園）

◆卒業式（１中）

◆憲法カフェ＠なかまち
テラス（13：30〜16：00）
◆紙芝居の会（テラス）
11：00～11：30
◆春休みＬｉＮＫＳ講座
（予定）～3/30

◆おはなし会（テラス）
11：00～11：30

◆やんぐステージ（小平
高校）

◆なかまちテラス休館日 ◆おはなし会（テラス）
11：00～11：30

◆卒業式（小学校）
◆修了式（1中）

◆春休み子ども映画会
10：00～11：00（テラス）

◆絵本のへや（テラス）
11：00～11：20

◆修了式（小学校）

日に日に陽射しに暖かさが増すころ。春
を探しに出かけましょう。

 

たこかっき 
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