
なかまちテラスでイルミネーションが点灯中☆ 
今年もなかまちテラスでイルミネーションが点灯しています。 

期間限定ですのでお見逃しのないように！ 

〔点灯期間〕２月末までの毎日午後５時～１０時 

（なかまちテラス休館日を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館のイベント掲示板 

第１７回 ブックリサイクル 

不要となった図書館資料、保存期限の過ぎた雑誌を無料で配布します。 

〔日時〕 １月２０日（土）午前１０時～午後５時（雑誌） 

     ２月１７日（土）午前１０時～午後５時（一般書・児童書） 

〔場所〕 なかまちテラス ２階 講座室 

〔備考〕 お一人様１０冊までです。袋をご用意ください。 

なかまちテラス来館者５０万人記念イベントウィーク 

を２月２１日（水）～２８日（水）に行います 
 

詳細は後日配布するチラシでお知らせします 

ひとりでできる「春のヘアアレンジ＆ヘアアクセサリーでおしゃれに」 

〔日時〕 ３月２７日（火） 午前１０時～正午 

〔場所〕 なかまちテラス 地下 ホール 

〔対象〕 小学３年生以上の子どもと保護者 

〔定員〕 １０組２０人（先着順）  〔費用〕 無料 

 

３Ｄ表札を作ろう♪ 

〔日時〕 ３月２８日（水） 午前１０時～正午 

〔場所〕 なかまちテラス 地下 ホール 

〔対象〕 小学１年生～３年生  〔定員〕 ２０人（先着順） 

〔費用〕 １００円（材料費）  〔持ち物〕 筆記用具 

なっつみー 

春のＬｉＮＫＳ講座を開催します 

 

あけましておめでとうございます 

今年もなかまちテラスを 

よろしくお願いします 

申込みについてはチラシ・ポスターを 

ご覧ください 

仲町公民館講座情報 

パン屋さんから学ぶ つくって食べよう おいしいパン （地域連携講座） 

  〔日時〕 ２月１０日（土）、２４日（土） 午後２時～４時 

  〔場所〕 なかまちテラス １階 学習室３ 

  〔対象〕 市内在住・在学・在勤で高校生以上の方 

  〔定員〕 １２人  〔費用〕 １５００円（材料費、全２回分） 

  〔申込み〕 １月３１日（水）までに仲町公民館へ 

  申込多数の場合は抽選し、２月１日（木）以降全員に連絡します。 



月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5 6 7

8成人の日 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18休館日 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

（略称一覧）仲保：小平市立仲町保育園　/　ゆたか：私立ゆたか保育園
ゆり：私立ゆりのこ保育園　/　学幼：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　/　学小：小平市立学園東小学校
高校：東京都立小平高等学校　/　テラス：なかまちテラス

◆愛の一声運動（学小） ◆一日動物村（ゆたか）
11：00～12：00

◆小学校児童作品展
（2小）～21日
◆タコを飛ばそう（仲保）
9：30～11：30

◆学校公開日（学小）
◆おはなし会（テラス）
11：00～11：30
◆ブックリサイクル
（テラス）
10：00～17：00

◆愛の一声運動（学小）
◆おもちつき（ゆたか）
11：00～12：00

◆園庭で遊ぼう（仲保）
9：30～11：30

◆特別支援学級合同作品展
（ルネこだいら展示室）
～29日

◆学校公開日（14小）
◆かみしばいの会
（テラス）
11：00～11：30

　１月　Ｊａｎｕａｒｙ

◆ゆりのこ会（ゆり）
※要予約
10：00～11：00

◆始業式（1中、小学校）
◆中学生意見発表会
（ルネこだいら）（1中）
◆愛の一声運動（学小）

◆愛の一声運動（学小）

◆えほんのひろば
（テラス）
11：00～11：30

◆土曜授業公開日・席書会
（1中）8：50～12：40
◆おはなし会（テラス）
11：00～11：30

◆えほんのへや（テラス）
11：00～11：20
◆お正月会（仲保）
9：30～11：30
◆みどりのまきば（学幼）
10：00～13：00

ＣＡＺＥ　ＣＡＦＥ　なかまち　からのお知らせ

鷹の台作業所染め織り展を行いますのでぜひお越しください
〔日時〕　１月３０日（火）、３１日（水）、３月１３日（火）　１１：００～１７：００

年末年始のテラス休館期間
（図書館、カフェは５日（金）までお休みです）

視察・見学された団体の紹介（１０月～１２月）
１１月１５日（水） 「神奈川県茅ヶ崎市」 ７名 １１月１５日（水） 「台湾旅行会社」 ２１名

１１月２１日（火） 「福岡県直方市」 ２名

１１月２５日（土） 「社会教育委員（小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市）」 ４２名



月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11建国記念日

12 13 14 15休館日 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

なかまちテラス来館者５０万人記念イベントウィーク

なかまちテラス来館者５０万人記念イベントウィーク

（略称一覧）仲保：小平市立仲町保育園　/　ゆたか：私立ゆたか保育園　/　ゆり：私立ゆりのこ保育園　/　学幼：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
学小：小平市立学園東小学校　/　高校：東京都立小平高等学校　/　テラス：なかまちテラス

◆みどりのまきば
（学幼）
10：00～13：00

◆展覧会（学小）

◆なかまちテラスLiNKS
交流会（テラス）

◆ゆりのこ会（ゆり）
※要予約
10：00～11：00

　２月　Ｆｅｂｒｕａｒｙ

なかまちテラスＬｉＮＫＳ全体会を開催します

なかまちテラスの未来を一緒に考えてみませんか。どなたでも参加できます。
〔日時〕　２月１４日（水）午前１０時～１１時３０分
〔場所〕　なかまちテラス　地下　ホール
〔費用〕　無料　　〔申込み〕　不要

◆豆まき会（仲保）
9：30～11：30

◆土曜授業参観日、道徳授業
地区公開講座・講演会（2小）
11：25～12：10
◆えほんのひろば（テラス）
1１：00～11：30

◆中学校体験入学（2小） ◆乳児組（１歳児）
と遊ぼう（仲保）
9：30～11：30

◆新入生保護者説明会
（1中）
◆新1年生保護者会
（2小）

◆展覧会（学小）
◆おはなし会（テラス）
1１：00～11：30
◆土曜子ども広場「友・遊」
（テラス）10：00～12：00
◆地域連携講座（テラス）

◆なかまちテラスLiNKS
全体会（テラス）
◆園庭開放（学幼）
10：00～11：30

◆学校公開日・14小まつり
（14小）
◆おはなし会（テラス）
1１：00～11：30
◆ブックリサイクル（テラス）
10：00～17：00

◆かみしばいの会（テラス）
11：00～11：30
◆地域連携講座（テラス）

◆えほんのへや
（テラス）
11：00～11：20

土曜子ども広場「友・遊」　かんたん工作　スクイーズづくり

〔日時〕　２月１０日（土）午前１０時～１２時
〔場所〕　なかまちテラス　２階　講座室
〔対象〕　小学生（１年生・未就学児は保護者同伴）
〔定員〕　１５人(先着順）　　〔費用〕　５００円（材料費）
〔申込み〕　１月１６日（火）午前９時開始、仲町公民館へ（電話可）



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春分の日 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

（略称一覧）仲保：小平市立仲町保育園　/　ゆたか：私立ゆたか保育園　/　ゆり：私立ゆりのこ保育園　/　学幼：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
学小：小平市立学園東小学校　/　高校：東京都立小平高等学校　/　テラス：なかまちテラス

◆かみしばいの会
（テラス）
11：00～11：30

◆おはなし会
（テラス）
1１：00～11：30

◆修了式（1中）
◆卒業式（小学校）

◆LiNKS講座
ひとりでできる
「春のヘアアレンジ＆
ヘアアクセサリーで
おしゃれに」（テラス）

◆春休み子ども映画会
（テラス）
10：00～11：00

◆卒業式（1中） ◆修了式（小学校）

《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

◆LiNKS講座
３D表札を作ろう♪
（テラス）

　３月　Ｍａｒｃｈ

◆おはなし会
（テラス）
1１：00～11：30

◆やんぐステージ
（高校）
10：00～終了次第
（午前中予定）

◆えほんのへや（テラス）
11：00～11：20
◆1、2、3月生まれの
お誕生会と発達測定（仲保）
9：30～11：30

◆えほんのひろば
（テラス）
1１：00～11：30

◆園庭開放（学幼）
10：00～11：30

土曜子ども広場「友・遊」　かんたん工作　スクイー
ズづくり

〔日時〕　２月１０日（土）午前１０時～１２時
〔場所〕　なかまちテラス　２階　講座室
〔対象〕　小学生（１年生・未就学児は保護者同伴）
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