H29年度十日町市協働のまちづくり委託事業
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主催

会場

市⺠交流センター分じろう（本町2丁目）

時間

10:00 ~ 14:00

NPO法人 市⺠活動ネットワークひとサポ

共催 児童文化協会

協⼒ 十日町おやこ劇場、まちなか手芸部、未来プロジェクト、子育てサークルむすび
後援 十日町市教育委員会、津南町教育委員会、十日町新聞社、十日町タイムス社、妻有新聞社
問合せ NPO法人 市⺠活動ネットワークひとサポ

☎761-7444（火曜定休）

駐⾞場は建物裏手にあります。満⾞の際は、中央公⺠館第２駐⾞場(⻘少年ホーム跡地)をご利⽤ください。
施設にはベビーシートがあります。

〜くわしい出展内容はうら⾯をご覧ください〜

無料であそべる
おたのしみがいっぱい♪

浴衣リメイクこどもファッションショー

けんばんハーモニカミニコンサート

浴衣や着物をリメイクした洋服のファッションショー

一緒に楽しむ参加型コンサート

かえっこショップ

かえっこのお店屋さん

ミニ²アミューズメント

使わなくなったおもちゃを
もってきてね！

くじ引き屋さん、折り紙屋
さん…お店屋さんになろう

乗り物遊具、バルーン等の
マルチゲーム

仮想ディズニーランド体験

おりがみ教室・展示

アクセサリー作り＆雑貨

十日町にいながら本場ディズ
ニーランドを体験(¥100)

気に入った作品は
持ち帰りもできるよ

わたあめとはんもっく体験

サイコロスタンプラリー

森のおくりもの

無料わたあめと
ハンモックの休憩コーナー

スタンプを探してオリジナ
ルサイコロ完成！(¥100)

間伐杉のつみき、コース
ター、森の楽器など

こどもディスコ

出張キョロロミニコーナー
びっくりボックス
スライドショー上映

こわれてあそべなくなった
おもちゃを修理します

曲に合わせて
自由におどろう！

あげたこやき、フライドポテト
アメリカンドッグ
ソフトクリーム

やきそば、笹だんご
クロワッサン

活動紹介

事業紹介

新しく生まれた雑談部を模造紙
やチラシで紹介

子育てと両立できる
新しい働き方を紹介

ワークショップ、似顔絵、
手作り雑貨販売(¥500～)

十日町おもちゃ病院

こどもカクテルバー
好きなジュースを選んで
カクテルをつくろう(¥100～)

子育てに関連するチラシを
設置します

内容は変更になる場合があります

⾥⼭の⾃然をテーマとした企画展
各種⾃然体験プログラムの提供

越後松之山「森の学校」キョロロ
十日町市立里山科学館、越後松之山「森
の学校」キョロロは、雪国の里山のど真
ん中にある小さな博物館です。
里山の自然をテーマとした企画展や豊富
な自然体験プログラムを通して、雪国の
里山の魅力を発信しています。

間伐杉を使った木のおもちゃ

森のおくりもの
津南町森林組合内『森の贈り物』プロ
ジェクトとして、間伐杉を使ったおまま
ごと道具、コロコロコースター、ピタゴ
ラスイッチ装置などを作り、イベント等
で出展しています。

こどもまつりに集まった市⺠団体の情報を掲載しています。
仲間づくりや、子育て関連の活動・お楽しみをお探しの時に
ぜひお役⽴てください。
HP

ブログ

【発⾏】2017年5月5日
NPO法⼈市⺠活動ネットワークひとサポ
〒948-0082 十日町市本町2丁目226番地1
TEL 025-761-7444
FAX 025-761-7445
Mail info@hitosapo.info

Twitter
TEL 025-595-8311
Mail kyororo@dolphin.ocn.ne.jp

Mail sakura.nikkori1130@ezweb.ne.jp (高橋)

移住者向け住宅プロデュース、廃校利活⽤、
ミーティングファシリテーター

壊れて遊べなくなったおもちゃを修理します

プロによる上質の生の舞台鑑賞、
わくわくKIDSほか

studio-H5

十日町おもちゃ病院

十日町おやこ劇場

建築士を中心としたデザイナー集団。人
と人との繋がりを大切に、人口減少時代
を新たにデザインして行こうと２０１２
年より活動を始めました。
活動として、中心市街地での店舗プロ
デュース、山間部にある廃校になった小
学校を利活用するプログラム作りや改修
計画、中山間地に農業体験やインターン
で来る人のための「みんなの家めぶき
PROJECT」のプロ
デュースなどを行い
ました。

studio-H5
HP http://studio-h5.weebly.com/
TEL 025-755-8002
Mail studioh5.llc@gmail.coml

毎週第3土曜日(2月は第4土曜日)におも
ちゃ病院を開設します。
【H29年度開設日】
5月20日、6月17日、7月15日、8月19日、
9月16日、10月21日、11月18日、
12月16日、1月20日、2月24日、3月17日
会場 分じろう ２F ルーム3（予定）
開設時間 10:00∼15:00（受付14:00まで）
修理は原則、無料です。見学も自由です。
お気軽にお越しください。
ボランティアも募集中！

十日町市社会福祉協議会
TEL 025-750-5010（⻑野）

年に数回、子どもも大人も一緒になって、
可愛い人形劇やコンサートetcで、心豊か
なひと時を過ごしませんか？「文化で子育
て」「感性豊かに育ち合おう」、これが私
たちの合言葉！
他にも、いろいろな年代のママ・パパ交流
会、絵本やシュタイナーの勉強会など盛り
だくさん。未就園児サークル「わくわく
KIDS」は、第1・3木曜10:45∼中央公⺠館
でダンス・英語をやってます。「ラソ ダ
ンススクール」さんの優待レッスンも！
5/13(土)は18時半
からユーモールで
「チップとチョコ」
の人形劇、
お楽しみに！

十日町おやこ劇場

むすびカフェで、子育てに関わる⼈たちの
交流の場を作っています

子育てサークルむすび
毎月第2・3・4の木曜日
10:30∼14:30頃まで、
川治公⺠館で活動してい
ます。
子育て中の方の息抜きの
場所になるといいな、と思っています。
利用料は大人300円、子ども無料。
ちょっとしたお茶とお菓子、おもちゃを
用意してお待ちしています。
お気軽に遊びに来てください♪
ブログ 【十日町市で子育て】むすび

【十日町市で子育て】むすび

TEL
Mail

080-5426-5524（阿部美記子）
snake-shell-149@ezweb.ne.jp

みんなの学校、森のようちえん等イベント開催
か

未来プロジェクト
まち

未来プロジェクトは、地域共生をテーマに
地域の未来をちょっとよくする活動、地域
をわくわく楽しくする活動を行っています。
【森のようちえん】
第１回 7/9（日）＠池谷ブナ林
第２回 8月
＠大厳寺高原（松之山）
第３回 10月
＠きよっつ（中里）
第４回 H30.4月 ＠莇平（松代）
【みんなの学校】
7月∼8月 夏休み開催予定

着物リメイク服や小物の制作をしています

まちなか手芸部
「タンスの中に眠る着物を再び世の中へ」
をモットーに活動しています。
子育て中のママからベテラン世代まで、幅
広い年齢層が集まり活動しています。
年に数回リメイクファッションショーをし
ています。衣装作りにご協力ただける方大
募集！初心者の方も大歓迎です。
不定期で十じろう（本町３）で活動してい
ますので、ご興味のある方はお問合せくだ
さい。

鍵盤ハーモニカ

参加型コンサート

2日間限定雑貨屋さん

くれっしぇんど

手作りを通して十日町の人々が集まる場
所を作り、体験や販売をすることで手仕
事の興味や楽しみを伝えています。
年に4∼5回限定のイベントを行い、ハン
ドメイド雑貨の販売やワークショップな
どを通してそれぞれの作家の魅力を表現
できる場所を提供しています。

市内のピアノ講師のグループで、子ども
たちに音楽の楽しさ、素晴らしさを伝え
たく、また、音楽をもっと身近に感じて
ほしく、鍵盤ハーモニカをメインに、参
加型のコンサートを保育園・小学校で
行っています。

2日間限定雑貨屋さん

未来プロジェクト

Mail mirai.tokamachi@gmail.com

ハンドメイド雑貨販売

まちなか手芸部

Mail momyu2009@gmail.com

TEL 025-757-6307（イトー楽器内）

ダンス練習、ダンスパフォーマンス

桂公園運営、地域活性化、子育て応援事業

不登校・引きこもりさんの居場所づくり

安心して⾃分の気持ちを話せるところ

十日町まちなかダンス部

NPO桂公園こどもランド

フォルトネット

十日町雑談部iroiro.

まちなかを中心に、イベントなどでダンス
パフォーマンスをするグループです。
昨年のきものまつりのパレードではフラッ
シュモブ、とおかまち市⺠活動見本市めっ
かめっかではキッズダンス、エビカニクス
などを踊りました。
ダンスが好きなママさんやキッズを募集し
ておりますので、ご連絡ください。

市内中条にある桂公園をリノベーションし
ながら、地域の活性化や子育て応援事業を
展開しています。
桂公園は元々交通公園であったことから子
どもの自転車練習場に最適です。
また、ゴーカートの貸出は個人・団体問わ
ず年中無休ですのでぜひご利用ください。
最近は花壇の増設により見どころも多く
なっていますが、今後は森林エリアの開発
により、さらに桂公園の魅力を広げていき
たいと考えています。
日々の情報はFacebook
をご覧ください。

■「お茶にしようじゃねぇ会」講話会
…月1回
■家族会（経験者家族との家族会です）
■「ひきこもりサポーター」４名でアウト
リーチ(出張)可能です。
活動を“ひきこもり当事者”の就労体験に
位置付けて活動しています。

毎回さまざまなテーマでつながる、
にこにこになりたい人の雑談部です。
あなたのいろいろ、わたしのいろいろ。
毎日いろいろなことがおこりますよね。
そんないろいろを話すだけ、聞くだけで、
毒にも薬にもならないけれど
帰る時には少しすっきり、
ちょっとにこにこになってもらいたい。
そんな想いの雑談部です。

桂公園
こども
ランド

TEL 090-9423-9674（風間）

〒948-8614 十日町市中条丙441-2
TEL 025-757-5901 FAX 025-757-2258
TEL 090-2201-5354 （事務局︓福原）

フォルトネット
ブログ

フォルトネット ねころんだ

TEL 090-4955-4169

十日町雑談部 iroiro.
Mail tokamachi.zatudanbu.1616@gmail.com

