
  

  

 

 

 

日ようび 月ようび 火ようび 水ようび 木ようび 金ようび 土ようび 

 
 

１ 
※ 児童クラブ 
 新年度準備休館 

２●ボルダリング 
１６:００~１７:００ 

３ ４ 
 
(飯山小 入学式) 

５ ●ボルダリング
16:00~17:00 

 

６ ●ボルダリング 
１３:３０~１５:００ 

 

７ 
●ボルダリング 
１３:３０~１５:：００ 

８ 
 
 

９ ●ボルダリング 
↝１年生のきらら探検
（ク） 

１０ 
 

１１ 
↝ 

１２ ●ボルダリング 
 
↝１年生歓迎会（ク） 

１３ ●ボルダリング 
 
↝将棋教室１０：００～ 

１４ 
●ボルダリング 
 

１５  
↝発育測定(子) 

１６ ●ボルダリング 
↝発育測定(子) 

１７ 
↝発育測定(子) 

１８  
↝誕生会(子) 

11:00~12:00 

１９ ●ボルダリング 
 
 

２０ ●ボルダリング 

きらら 
講演会 

２１ 
●ボルダリング 

２２ 
↝作ってあそぼう「端
午の節句」(子) 

２３ ●ボルダリング 
↝作ってあそぼう「端
午の節句」(子) 

２４ 
↝作ってあそぼう「端
午の節句」(子) 

２５ 
↝作ってあそぼう「端
午の節句」(子) 

２６ ●ボルダリング 
↝作ってあそぼう「端
午の節句」(子) 

２７ ●ボルダリング 
↝将棋教室１０：００～ 

２８ 
●ボルダリング 

２９  
 

３０ ●ボルダリング 

 
         ～５・６ 

    

  

 

きらら 講演会 
 
●日時 ４月２０日(土) 
●開演 １０：３０～ 
●会場 子ども館 きらら 
 
 
演題 インクルージョンの実現に向けて 

          ～皆がともに生きる社会を創る 
講師 福岡 寿さん(長野県自立支援協議会 会長) 

 
◆共催 飯山市児童センター・児童クラブ保護者会 
◆後援 飯山市社会福祉協議会 社会福祉法人高水福祉会 

 

 春休みを迎えて 
春休みを迎えて、たくさんの子どもたちが来館しています。
このところ、きららでは、オセロ大会、マンカラ大会、はちも
ん大会と、各種大会が行われ、子どもたちの熱戦が繰り広
げられています。はちもん大会では、自作のカードで、どの
対戦もルールをしっかり覚えていてそのルールに従って
正々堂々の戦いぶりでした。感心！ 

●各種ニュースポーツ 
(ドッチビー・ボッチャなど) 

●竹とんぼづくりなどの工作 
●ボーリングやストラックアウト 
●楽しいお話会やパネルシアター 
 

   楽しい遊びやイベントたくさん予定しています。 
    詳しくは、学校を通してのチラシを見てください。 

きらら 「子どもウイーク」 

 ●はちもんバトルの様子 ☞ 

☑ 午前 １０：００～１２：００  午後 １３：００～１５：００ 
 

きらら  子どもウイーク  ～５／６(月)     
 ◆児童クラブ   （ク）   ◆子育て支援センター  （子）   ◆放課後等デイサービス  （放） 

 

            

皆がともに生きる地域社会の実現、これ

からを生きるすべての子どもたちとどう

向き合っていくことがもとめられるのか、

福岡さんが、とても分かりやすくお話し下

さいます。 

 福岡さん、とても語り上手で、堅苦しく

なく聞けるとのこと、ご期待ください。 ●「端午の節句」をお祝いして、お
餅つきもします。 
 食べに来てください。 

４月３０日(火)～５月６日(月) 
 

楽しめる遊びやイベントをたくさん予定してい
ます。詳しくは、チラシでお知らせします。 



                                  

 

☞体育館の「ボルダリング他」のコーナ
ーでは、ストラックアウト、ボーリン
グなどがあるよ。参加者同士対戦しま
す。誰が高得点をあげられるかな。 

☞ ドッチビー、クッブ、ボッチャとい
ったニュースポーツを楽しみます。 

☞ １日（水）にお餅つきをします。食
べに来てください。 

☞ ２日（木）には、竹とんぼや竹づつ
でっぽうを作って遊ぶよ。 

☞ ラ・ラさりまさんのパネルシアター、
飯山子どもと本を読む会のみなさんに
よるお話会もあります。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 ４月 
３０日(火) 

 

５月 
1日(水) 

 
２日(木) 

 
３日(金) 

 
４日(土) 

 
5日(日) 

 
6日(月) 

庭 

１０：００～ 
１２：００ 

こいのぼり工作 
シャボン玉 

１１：００～ 
１２：００ 
お餅つき 

１３：００～ 
１５：００ 

こいのぼり工作 
シャボン玉 

１０：００ 
竹とんぼ 竹づ
つでっぽうを作
って遊ぼう 

１０：００～ 
１２：００ 

こいのぼり工作 
シャボン玉 

１０：００ 
竹とんぼ 竹づ
つでっぽうで遊

ぼう 

１０：００ 
竹とんぼ 竹づ
つでっぽうで遊

ぼう 

１０：００ 
竹とんぼ 竹づ
つでっぽうで遊

ぼう 

体育館 

１３：００～ 
１５：００ 

ボルダリング他 

 １３：００ 
ニュースポーツ 

１３：００～ 
１５：００ 

ボルダリング他 

１３：００～ 
１５：００ 

ボルダリング他 

１３：００～ 
１５：００ 

ボルダリング他 

１３：００ 
ニュースポーツ 

 
    １０：００ 

将棋教室 
  

子育て
支援セ
ンター 

１１：００ 
パネルシアター 

１１：００ 
お話会 

     

日ようび 月ようび 火ようび 水ようび 木ようび 金ようび 土ようび 

  ４月３０日 
 

１ ２ ３  ●ボルダリング1３
１３:００~1５:00 

４  ●ボルダリング 
↝将棋教室１０：００～ 

５  ●ボルダリング 
１３:００~１５:：００ 

６ ７  ●ボルダリング 
１３:３０~１５:００ 

８ ９ １０ ●ボルダリング １１ ●ボルダリング 
１３：３０～１５：００ 

１２ ●ボルダリング 
 

１３ １４ ●ボルダリング 
 

１５ 
 

１６ １７ ●ボルダリング 
↝発育測定(子) 

１８ ●ボルダリング 

↝将棋教室１０：００～ 
１９ ●ボルダリング ２０ 

↝発育測定（保健師測
定・相談）(子) 

２１ ●ボルダリング 
↝発育測定(子) 

２２ ↝誕生会(子) 
10:45~ 

↝松澤親子でリトミ
ック 11:00~ 

２３ 
 

２４ ●ボルダリング 
 

２５ ●ボルダリング 
 

２６ ●ボルダリング ２７  ２８ ●ボルダリング 
 

２９ ３０ ↝新しいふれあい
あそび・手遊び 

３１  

 

十日間のゴールデンウイークを控え、ゴールデンウイーク中の一週間を

「きらら 子どもウイーク」と位置付けました。きららに集った子どもたち

が、地域の伝統文化に親しんだり、工作をしたり、思い切り遊んだりして、

楽しいひと時を過ごしてほしいと思います。お待ちしています。 

 

きらら  子どもウイーク       

 ◆児童クラブ   （ク）   ◆子育て支援センター  （子）   ◆放課後等デイサービス  （放） 

 

            

きらら  子どもウイーク                                   

お知らせ ６／１(土)地震体験車がやってくる！＜参加費無料＞ 
 
●時間 ９：００～１１：３０ ●場所 きらら駐車場  当日午前中の駐車場は、鳥居西側のジャリ駐車場をご利用ください。 

 

         ●   



 

みんなのおもしろひろば 

・対象者 保育園等入園前の幼児とご家族 
・時間  午前９：３０～１１：００ 
・参加費 第１回と第２回…１家族２００円  

第３回…無料 第４回…１かぞく３００円 
・定員  各回２０組 
１長峰運動公園へバスハイク ６月１日（土）きらら集合 
  バスで長峰へ。アスレチックで遊んだあとは、おいしいトン汁を食
べるよ。申込み〆切５月１７日（過ぎてしまいました） 

２流しそうめんとゆかいな音楽会 ７月２７日（土）飯山市公民館集合 
  いろんな楽器を使った楽しい音楽会。そのあとは流しそうめんをす
るよ。申込み〆切７月１２日（金） 

３みんなで遊ぼうヨーイドン！ １０月１１日（金）きらら集合 
  スポーツの秋。親子で楽しく体を動かそう。０歳児から楽しめます
よ。申込み〆切９月２７日（金） 

４お餅つきとお楽しみ会 １２月７日（土）飯山市公民館集合 
  お正月にはちょっと早いけど、臼と杵を使ってお餅つき。つきたて
のお餅は美味しいよ。申込み〆切１１月２２日（金） 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

日ようび 月ようび 火ようび 水ようび 木ようび 金ようび 土ようび 

   
 

     １  ●ボルダリング 
↝地震体験車がやってくる 

↝みんなのおもしろひろば①（子） 
↝将棋教室１０：００～ 

２  ●ボルダリング 
１３:３０~１５:：００ 

３ ４  ●ボルダリング 
１３:３０~１５:００ 

５  
↝一緒に「ふれあおう！た
のしもう！」（子）10:45~ 

６ 
↝作って遊ぼう「梅雨」（子） 
↝お話会（ク） 

７  ●ボルダリング 
１３:３０~1５:00 

↝作って遊ぼう「梅雨」（子） 

８  ●ボルダリング 
１３：３０～１５：００ 

 
９  ●ボルダリング 
 

１０ 
↝作って遊ぼう「梅雨」（子） 

１１ ●ボルダリング 
↝図書館司書お話会（子）

10:30~11:00 

１２ 
 

１３ 
↝新しいふれあいあそび手遊(子) 
↝お話会（ク） 

１４ ●ボルダリング 
 

１５ ●ボルダリング 

↝将棋教室１０：００～ 

★きららの日 
１６ ●ボルダリング 

★きららの日 
１７ 
↝発育測定(子) 

１８ ●ボルダリング 
↝保育士測定・相談(子)10:00~ 

１９  
↝発育測定(子) 

２０ ↝お話会（ク） 
↝誕生会(子) 11:00~ 

２１ ●ボルダリング 
 

２２ ●ボルダリング 
 

２３／３０ 
   ●ボルダリング 

２４ ２５ ●ボルダリング 
 

２６ ２７  
↝お話会（ク） 

２８ ●ボルダリング ２９ ●ボルダリング 

一周年記念 きららの日 
○日時 

 ６月１５日(土)・１６日(日) 
    １０：００～１２：００ 
    １３：００～１５：００ 
・エレベーター前受付で、指令カードをもら
ってミッションにチャレンジします。 

・おいしい冷たい景品がもらえます。楽しみ
にして来てください。 

・小さなお友だちから高校生まで、だれでも
無料で参加できます。 

地震体験車がやってくる！ 
 
○日時 ６月 1日(土) 

 ９：００～１１：３０ 
○場所 きらら駐車場 
＊当日午前中の駐車場は、鳥居西 

側ジャリ駐車場 
をご利用くださ 
い。 
参加費無料 
 

 

きらら子どもウイーク 
たくさんの子どもたち、お母さん方が来館！！ 

普段遊べない遊びを楽しんだり、昔のあそびを体験したり、みんなで端午の節句をお祝
いしてお餅つきを楽しんだり、お話会があったり、参加者の多い少ないはありましたが、一
週間にわたって子どもたちに楽しんでもらえました。 
 工作でつくったこいのぼりを持って、帰り際に、「楽しかったです。ありがとうございまし
た。」といって帰っていかれた親子。とてもうれしく思いました。 

 ◆児童クラブ   （ク）   ◆子育て支援センター  （子）   ◆放課後等デイサービス  （放） 

 

            

飯山市公民館主催の「みんなのおもしろひろば」が、子ども館きららと共催で行われ
ることになりました。現在、参加者募集中です。家ではできない体験を、子どもと一緒
に親子で楽しみませんか。 
第１回は、申込み閉め切りましたが、第２回目以降の参加をお待ちしています。一括

でのお申込み又は各回ごとでの申し込みも可能です。 
【申し込み先】 
飯山市公民館（６２－３３４２） 飯山市子ども館きらら（６７－０１６７） 

   

 児童クラブでは、月間行事として、「壁飾り」づくりをします。館内の壁がきれいになります。 



 

■いろんな楽しいコーナーを準備しているよ！ 
灯篭まつりに参加する‘灯篭’をつくります。棒を投げて的をたおす‘クッブ大会’をします。オセ

ロ・将棋大会をします。いろんな工作もします。石けりや花いちもんめなどなど、先生方が‘昔のあそ
び’を教えてくれます。 
 詳しいことは、後日配布のチラシを見てください。 
■今年もＡＬＴ(英語指導助手)がやってくる！ 
ＡＬＴの先生方が、きららに来てくれます。一緒に遊んでもらったり簡単な英語を教えてもらったり

します。今年は、先生方の母国の遊びを教えてもらいます。きっと楽しいひと時になると思います。多
数ご参加ください。 詳細は、８月予定表でお知らせします。 
■ティーボールを楽しもう！ 
野球やソフトボールによく似たゲームです。大きく違うのは、ホームプレート後ろにおいたバッティ

ングティーにボールを載せ、止まったボールを打者が打ってゲームが始まります。投手はいません。 
 大きなお兄さんお姉さんたちが教えてくれたり、一緒にプレイしたりしてくれます。 
 ◆日時    夏休み中のどこかです。今のところ未定。 ＊後日、連絡します。 
 ◆参加対象  1年生～３年生 
  ＊希望者は、子ども館の先生に、参加したいことを伝えてください。 

 

  夏休みがやってくる！ 

 

 

 

 

  

 

   

日ようび 月ようび 火ようび 水ようび 木ようび 金ようび 土ようび 

 １ 
⇢プール遊び開始（子） 
⇢作って遊ぼう 丸シールアート(ク)13:30~ 

２ 
 

３ 
⇢作って遊ぼう（七夕）（子） 

４ 
⇢作って遊ぼう（七夕）（子） 

５ ●ボルダリング １６:００~1７:00 
⇢作って遊ぼう（七夕）（子） 

６ ●ボルダリング １３：３０～１５：００ 
↝将棋教室１０：００～ 

７  ●ボルダリング １３:３０~１５:：００ ８ 
⇢作って遊ぼう（七夕）（子） 

９  ●ボルダリング １６:００~１７:００ 
⇢作って遊ぼう（七夕）（子） 

１０  
⇢作って遊ぼう（七夕）（子） 

１１ 
 

１２ ●ボルダリング 
⇢新しいふれあいあそび・手

遊び（子）開始！ 

１３ ●ボルダリング 
いいやま児童館まつり
９：００～１３：００ 

１４ ●ボルダリング 
 

１５ 海の日 
 

１６ ●ボルダリング 
 

１７ 
 

１８ 
 

１９ ●ボルダリング 
 

２０ ●ボルダリング 

↝将棋教室１０：００～ 
２１ ●ボルダリング ２２ ２３ ●ボルダリング ２４ ２５ 

⇢発育測定・保健師測定・相
談（子）１０:００~ 

２６ ●(ボルダリング +昔のあそび) 
13:30~15:00 

⇢発育測定（子） 
⇢斑尾高原遠足（ク） 

２７ ●ボルダリング 
●野菜のはんこで灯篭づくり 10:00~11:30 
⇢みんなのおもしろひろ
ば②(子)<会場:市公民館> 

２８ ●ボルダリング ２９ 
⇢発育測定（子） 

３０ ●(ボルダリング +昔のあそび) 
13:30~15:00 

⇢誕生会(子)11:00~12:00 

３１    

いいやま児童館まつり  ～社協主催～ 

●日時 ７月１３日（土）９：００～１３：００ 
●会場  飯山市子ども館きらら 
●参加は無料です！ 

小さな子どもたちも親子でどうぞ。たくさんの方々のご来場を
お待ちしています。 

◇昔のあそびを楽しむことができます。 
   水ヨーヨーつり、竹とんぼ、竹筒でっぽうなど、楽しいあそびが 
いっぱいです。 

◇体育館では、ボルダリングや「ボッチャ」などのニュースポーツを
楽しむことができます。 

◇工作コーナーでは、風車をつくったり、割りばしでっぽうなどを 
作ったりします。 

＊詳しいことは、後日配布のチラシを見てください。 
＊駐車場は、きらら北側砂利駐車場、または飯山小学校 
周辺の空いているところを使用ください。 

 

 

 

 
３つのミッションの一つ、館内

に隠してある７つの文字を見つ

けて、きららに関係のある７文字

の言葉をつくります。 

一生懸命に探しました。 

 ◆児童クラブ   （ク）   ◆子育て支援センター  （子）   ◆放課後等デイサービス  （放） 

 

            

☆ 27日‘みんなのおもしろひろば②’(市公民館、きらら共催)
は、きららで参加申し込み受け付けています。 

ミッションすべ
てクリアした後、
みんなでかき氷
を食べました。 
冷たくておい

しかった。 

一周年記念 きららの日 楽しみました! 

 



 

● ＡＬＴ（英語指導助手）の先生と交流します。 
  アレックス ジュリエット パトリック ３名の先生方です。一緒に遊んでもらったり、活
動の中で簡単な英語を教えてもらったり、先生方の母国の遊びも教えてもらったりします。 

  ・期日  ８／１日(木) ２日(金) ５日(月) ６日(火) ７日(水) 
・時間  ８：３０～１２：００ 
 

● 夏休みを中心に、クッブ大会、オセロ・将棋大会といった大会や、工作ではエコーマイクづ
くり、その他にもボルダリング、昔からのあそび（竹とんぼ・こま・めんこ・積木・大なわとび・石けり・ゴムとび・花いちもんめ・
だるまさんがころんだ・じゃんけんあそび などなど）といった遊びを計画しました。 
詳しくは、‘きららの夏休み’号を見てください。 
 

● ティーボール、今回は中止となりました。 
  一緒に教えてくれる飯山高校の野球部のみなさんが、夏の高校野球長野大会で見事優勝し、
甲子園出場を果たしてくれました。指導をしていただく方々、高校生のみなさんの、今後の日
程の見通しが立ちません。残念ですが、今回は中止とします。 
飯山高校野球部のみなさんの頑張りを応援しましょう！ 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

日ようび 月ようび 火ようび 水ようび 木ようび 金ようび 土ようび 

    １ ■プール（ク） 
⇢作って遊ぼう（灯篭）（子） 
 

２ ■プール（ク） 
■なつまつり(ク) 
●ボルダリング +昔からのあそび  13:30~15:00 
⇢作って遊ぼう（灯篭）（子） 

３ 
●ボルダリング １３：３０～１５：００ 
●クッブ大会１０：００～１１：３０ 

４   
●ボルダリング １３:３０~１５:：００ 

５ ■プール（ク） 
■工作「サンキャッチャー①」(ク)１４：００～ 
⇢新しいふれあいあそび・手
遊び（子）開始！ 

６ ■プール（ク） 
●ボルダリング +昔からのあそび  13:30~15:00 
■工作「サンキャッチャー②」(ク)１４：００～ 
 

７ ■プール（ク） 
■工作「サンキャッチャー③」(ク)１４：００～ 
 

８ 
 

９ 
●ボルダリング +昔からのあそび  13:30~15:00 
■お昼ごはん作り「冷たいうどん」(ク)１１：３０～ 

１０  
●ボルダリング 
●オセロ・将棋大会１０：００～１１：３０ 

１１ (山の日) 
●ボルダリング 

(いいやま灯篭まつり) 

１２(山の日振休)  
 

１３  
休館 

１４  
休館 

１５  
休館 

１６  
休館 

１７ ●ボルダリング 

※ニュースポーツ教室(飯山小) 

●エコーマイクづくり１０：００～１１：３０ 

１８  
●ボルダリング 

１９ ２０■おやつづくり「「ブルーベリーアイス」」(ク) 
●ボルダリング +昔からのあそび  13:30~15:00 

２１ ２２  
⇢就労相談（子）10:00~12:00 

２３ ●ボルダリング １６:００~1７:00 
 

２４ ●ボルダリング 
 

２５ 
●ボルダリング 

２６ 
 

２７  
⇢発育測定（子） 

２８ 
⇢発育測定（子） 

２９⇢発育測定・保健師測
定・相談（子）１０:００~ 

３０ ●ボルダリング １６:００~1７:00 
⇢誕生会(子) 11:00~12:00 

３１ ●ボルダリング 

灯篭まつりに参加 ！ 

今年も、１１５個の灯篭を作ります。 

子育て支援センターの小さな子どもたちとお家 

の方、小学校・中学校・高校のお友だち、放課後 

デイサービスを利用しているお友だち、みんなで 

つくります。きららの前庭を中心に、灯篭の明か 

りを演出します。 

昨年つくった１１５個の灯篭と併せて、２３０個の灯篭に明かりが灯りま

す。どんな景色が広がるのか、お楽しみに！！ 

◆８月１１日（日）１７：３０ 灯篭に点火 

 

 ◆児童クラブ   （ク）   ◆子育て支援センター  （子）   ◆放課後等デイサービス  （放） 

 

            

夏休みを中心に、楽しいあそびのコーナーを準備しました。遊びに来てください。   

先日、体育館へ行ってみると、みんなでドッチボールをしていました。1 年生から６年生までの

子どもたち、男女が入り混じっての対戦でした。 

印象深かったのが、1 年生の女の子を含めた子どもたちがとても楽しそうにのびのびと遊ぶ姿で

した。そこには、高学年の人たちの低学年の人たちへの細やかな配慮があるんだろうし、そんなお

兄さんお姉さんを低学年の人たちはちょっと誇らしく思えたりしてるんだろうなと、ちょっと子ど

もたちの成長を嬉しく思いました。 

ニュースポーツ教室（飯山市スポーツ推進委員会主催） 
参加希望者は、児童クラブ・センターの先生に話してください。各館は、

まとめて５日（月）までにきらら事務室へ人数お知らせください。 
□日 時  ８月１７日（土）９：３０～１１：３０ 
□会 場  飯山小学校体育館 
□やること  ボッチャなど楽しいニュースポーツを紹介してもらえます。 
□持ち物  着替え（必要な人） 汗拭きタオル 水分 上履 

体育館での一コマ 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
草地や地面に立ったブックにカストピンナ 

<まるい木の棒>を投げて倒しあうゲーム

です。 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

日ようび 月ようび 火ようび 水ようび 木ようび 金ようび 土ようび 

１ 
●ボルダリング １３:３０~１５:：００ 

２ 
➲作って遊ぼう（子） 

３  ●ボルダリング  １６:００~1７:00 
➲図書館司書のお話会 

10:30～11:00 

４ 
➲作って遊ぼう（子） 

５ ➲親子でリトミック(子) 
10:45～11:15  
講師：松澤梨江さん 

６ ●ボルダリング  １６:００~1７:00 
➲作って遊ぼう（子） 

７ ●ボルダリング １３：３０～１５：００ 

８   
●ボルダリング  

９  
➲作って遊ぼう（子） 
 

１０ ●ボルダリング  
➲作って遊ぼう（子） 

１１  
 

１２ 
➲おまつりごっこ（子） 
10:10～11:30 

１３ ●ボルダリング 
⇢発育測定（子） 

１４ ●ボルダリング 
●クッブ大会１０：００～１１：３０ 

１５  
●ボルダリング 

１６) (敬老の日) 
 

１７ ●ボルダリング  
⇢発育測定・保健師測定・
相談（子）10:00～ 

１８  
⇢発育測定（子） 

１９ 
➲誕生会(子) 
 11:00～12:00 

２０ ●ボルダリング 
 

２１ ●ボルダリング 
 

★避難訓練 

２２  
●ボルダリング 

２３ (秋分の日) ２４ ●ボルダリング  
➲新しいふれあいあそび・ 
手遊び（子）開始！ 

２５ ２６  
 

２７ ●ボルダリング  
 

２８ ●ボルダリング 
 

２９ 
●ボルダリング 

３０     
 

 

２３０個の灯篭に明かりが灯りました 

 
 

ダブルダッチ、こま回し、バトミントン、いろんな遊びを、サマーアクシ

ョンボランティアの中高生を交えて、小学生・中学生２０名を超える数

の子どもたちが楽しんでいました。それが終わると、みんなでしっぽ取

りゲーム。サマボラの生徒が全力で子どもたちと遊ぶ姿が印象的でし

た。 

新しい遊びが増えました！ 
秋津のレクリエーションインス

トラクター坂和泰二さんに、教え
てもらいました。 
風船と牛乳パックを材料にサッ

カーボールをつくって、室内でミ
ニサッカーをします。 
 

夏休みの体育館での一コマ 

クッブ大会 
●日時 ９・１４（土） 

１０：００～１１：３０ 
●会場 城山公園 
●持ち物 …帽子、タオル、水筒 
↝１０：００きらら玄関前集合 
↝一人でもグループでも参加 OK 

 ◆児童クラブ   （ク）   ◆子育て支援センター  （子）   ◆放課後等デイサービス  

（放） 

 

            

遊びに来てください！ 

児童クラブは、１０月のハッピーハロウィンに向けて準備を始めます。 

 



 

を楽しもう！ 
 日時 １２日（土）１０:００～１１:３０ 
 場所 城山公園 ＊きらら集合！ 

こまくさの会との交流会 
 日時：１３：３０～１６：００ 
  

 

 

 

 

 

  

 

    

 

日ようび 月ようび 火ようび 水ようび 木ようび 金ようび 土ようび 

 
 

 
 

１ ●ボルダリング 0  １６:００~1７:00 
 

２ 
 

３  
➲さりま‘パネルシアター(子)’ 

４ ●ボルダリング 0  １６:００~1７:00 
 

５ ●ボルダリング １３：３０～１５：００ 

６ ●ボルダリング １３:３０~１５:：００ ７ 
 
 

８ ●ボルダリング 0  
➲就労相談(子) 

９ 
 

１０ 
 
 

１１ ●ボルダリング 
➲みんなのおもしろひろば
（市公民館共催）(子) 

１２ ●ボルダリング 
●クッブ大会 
  １０：００～ 

１３  
●ボルダリング 

１４ 
 

１５ ●ボルダリング 0  
➲新しいふれあいあそび・手 
遊び（子）開始！ 

１６  
 

１７ 
➲作って遊ぼう（子） 
 

１８ ●ボルダリング 
★こまくさの会との交流会
➲作って遊ぼう（子） 

１９ ●ボルダリング 
●将棋教室１０：００～１１：３０ 
●きらら ハロウィン 

２０ ●ボルダリング 
★いいやま広小路 ハッピーハロウィン 
●きらら ハロウィン 

２１ 
➲作って遊ぼう（子） 

２２ ●ボルダリング  
 

２３ 
 

２４ 
 

２５ ●ボルダリング  
 

２６ ●ボルダリング 
 

２７ 
●ボルダリング 

２８ 
⇢発育測定（子） 

２９⇢発育測定・保健師測定・
相談（子）10:00~ 

３０ 
↝発育測定（子） 

３１➲誕生会(子) 
11:00~12:00 

 
 

 

⓵ きらら フォトスポット 
~記念撮影で、思い出の一ページに！ 

■きららの中に、魅力的な ハロウィン フォトスポット準備しました。 

 ■１９日（土）１０：００～  ２０日（日）８：００～ 

 

いいやま広小路ハッピーハロウィン 

   

日時 令和元年１０月２０日（日）１４：００～ 飯山復活教会及びその周辺 

きららも、下記の内容で参加します！！ 

 遊びに来てください！ 
 
            

➲ １３日の信濃毎日新聞でも、
人気のニュースポーツとして紹
介されました。 

 ◆児童クラブ   （ク）   ◆子育て支援センター  （子）   ◆放課後等デイサービス  （放） 

 

            

＜子育て支援センター＞親子でリトミックが開催され、講師の松

沢先生のピアノの演奏や手作りの太鼓の音で、親子で歌ったり、動

いたりします。お母さんと一緒にできることで小さな子どもたちは心

地よくなります。お母さんの歌声や動きを感じ取りながら、豊かな情

操を育みます。 

小さな子どもたちにとって、お母さんは最初の音楽の先生 

➲ 昔からの遊びやニュース
ポーツの❝ボッチャ❞を楽
しみます。 

➲ ニラせんべい交流 
  飯山の郷土食のニラせん
べいをつくったり、一緒に
食べたり、ニラせんべいの
お話をお聞きします。 

⓶ きらら前庭で、楽しいゲームや工作ができます。 
■１９日（土）１０：００～１５：００ 
■スパイダーキャンディーづくり ジャック・オー・ランタン(カボチャのお化け)ゲーム ぬり絵 

⓷ 児童クラブのみんなは、仮装パレードに向け、ポシェットつくります！ 

   



 

ボッチャ。白のボールにピタリとつける素晴らしい投球

をするお友だち。３ゲームやって、勝負を決めました。 

クッブ。カストピンナを投げて、上手にクッブをたおし

てチームの勝利に貢献しみんなから拍手。10/18 

 

 

 

 

 

 

  

  

       

日ようび 月ようび 火ようび 水ようび 木ようび 金ようび 土ようび 

     
 

   １ ●ボルダリング  １６:００~1７:00 ２ ●ボルダリング １３：３０～１５：００

３ ●ボルダリング １３:３０~１５:：００ ４ 
 
 

５ ●ボルダリング １６:００~1７:00 
 

６ 
●ボッチャとニラせんべい(ク) 

           14:００~ 

７ 
 
 

８ ●ボルダリング 
➲新しい、ふれあいあおび・手遊び開始 

９ ●ボルダリング 
●いろいろ凧あげ(城山公園) 

１０:００~１２:００  １３:３０~１５:００ 
●赤い羽根共同募金活動(ク) 

１０ ●ボルダリング １１ 
➲作って遊ぼう・ハロウィン（子） 

１２ ●ボルダリング  
➲図書館司書のお話会（子） 
  10:30～11:00 

１３ 
➲作って遊ぼう・ハロウィン（子） 

１４ 
➲作って遊ぼう・ハロウィン（子） 

１５ ●ボルダリング 
 

１６ ●ボルダリング 
●将棋教室１１：００~１２：００ 
●ボッチャ・クッブ大会 10：00~ 

１７ ●ボルダリング 
 

１８ 
●鷹匠がやってくる！ 
➲発育測定（子） 

１９ ●ボルダリング  
➲保健師測定・相談（子）10:00~ 

２０ 
➲発育測定（子） 

２１(飯山小学校音楽会) 
➲誕生会・ハロウィン会（子） 
   10:40～11:45 

２２ ●ボルダリング  
 

２３ ●ボルダリング 
 

２４ ●ボルダリング ２５ 
 
 

２６ ●ボルダリング  
 

２７ 
 

２８ ➲就労相談（子） 
(県女性就業支援員) 

10:00～12:00 

２９ ●ボルダリング  
 

３０ ●ボルダリング 

 ◆児童クラブ   （ク）   ◆子育て支援センター  （子）   ◆放課後等デイサービス  （放） 

 

            

きらら館内に創られた、ハロ
ウィン・フォトスポット。 
たくさんの人たちに記念撮影

を楽しんで頂きました。１１月、
子育て支援センターに置きま
す。楽しんでください。 

きらら ハロウィン 

飯山市社会福祉協議会さんから連絡いただきました。 
金沢市の鷹匠‘金沢ホークウィング’さんが、今回の

洪水災害の被災地飯山の人たちに元気を届けたいと、飯
山市での鷹匠の実演を企画してくださいました。¹鷹に
よるショータイム、²鷹匠体験、³写真撮影が予定されて
います。 
前日の１７日、鷹が環境に慣れるための調教の時間帯

にも参加でき、様々な体験ができます。 
日曜日です。親子そろって多数ご参加ください。 

◆会場：きらら体育館 

 

 

■１１月 ６日（水）１４：００ 

 児童クラブのお友だち、自由来館のお友

だち、コンパスのお友だち、きららに来て

いる人たちみんなで、ボッチャを楽しみま

す。 

■１１月１６日（土）１０：００ 

 学校お休みです。市内のたくさんのお友

だち集合！ 

 クッブ、ボッチャの楽しさをぜひ体験し

てみてください。 

■１８日（月）（本番） 

１６：００～１６：５０ 

＊１７日（日）１４：３０～１５：４５ 

 



 

■クリスマス会では、お楽しみ催しもの、リズム・うたあ 

そび、サンタさんからのお楽しみプレゼント、サンタさ 

んへの質問コーナーなどなど、楽しいことが満載だ！ 

■お誕生会は、１２月生まれの子どもたち集合！ 

 

 

 

 

 

 

  

       

日ようび 月ようび 火ようび 水ようび 木ようび 金ようび 土ようび 

１ ●ボルダリング １３:３０~１５:：００ ２ 
➲新しい、ふれあいあそび・手あそび開始
(子) 

３ ●ボルダリング １６:００~1７:00 
 

４ 
 

５ 
 
 

６ ●ボルダリング １６:００~1７:00 
 

７ ●ボルダリング １３：３０～１５：００ 
➲第 4回「みんなのおもしろひろば」9:30~ 

会場：市公民館 

８ ●ボルダリング 
●いいやま広小路イベント２０１９ 

９ 
◆みんなであそぼう・アナログゲーム(コ) 
➲作って遊ぼう(クリスマス)(子) 

１０ ●ボルダリング  
➲作って遊ぼう(クリスマス)(子) 

１１ 
➲作って遊ぼう(クリスマス)(子) 

１２ 
➲親子一緒に「ふれあおう！たのしもう」 
(子) 
■クリスマス会(ク) 

１３ ●ボルダリング 
◆おとなとかかわる・おとなの話し方(コ) 
➲作って遊ぼう(クリスマス)(子) 

１４ ●ボルダリング 
●将棋教室１１：００~１２：００ 
●ボッチャ・クッブ大会 10：00~ 

１５ ●ボルダリング 
 

１６ 
■カレンダーづくり(ク) 
 

１７ ●ボルダリング  
➲保健師測定・相談（子）10:00~ 

１８ 
➲発育測定（子） 
◆みんなであそぼう・アナログゲ-ム(コ) 

１９ 
➲発育測定（子） 

２０ ●ボルダリング  
◆おかねをつかおう・買い出し(コ) 

２１ ●ボルダリング 
●きらら クリスマス会 10:00~ 

２２ ●ボルダリング ２３ 
◆クリスマスケーキづくり(コ) 
➲誕生会・クリスマス会(子) 

２４ ●ボルダリング  
 

２５ 
◆おかねをつかおう・買い出し(コ) 

２６  
 

２７ ●ボルダリング 
■大掃除とチョコバナナ(ク) 
◆クリスマスケーキづくり(コ) 

２８  
●ボルダリング 

２９  
休館 

３０  
休館 

３１  
休館 

    
 ●児童クラブ   （ク）   ➲子育て支援センター  （子）   ◆放課後等デイサービス ・コンパス（コ） 

 

            

 

 

■１２月１４日（土）１０：００ 

 学校お休みです。市内のたくさん

のお友だち集合！ 

 

■１２日にも、児童クラブのみんなは、クリスマス会。 

演劇やゲーム、プレゼント交換で盛り上がります。 

 

 

■日時 １２月８日(日)１３：００～１５：００ 

■会場 きらら 

○いろんなゲームをやって、けいひんをもらおう！ 

○フォトスポットがあるよ！ 

○パティスリーヒラノさんのオリジナルケーキで、パーテ

ィーをしよう！ジュースもあるよ！ 

◆参加無料  たくさんの人たち集まってください！ 

■日時：１２月２１日(土)１０：００～１２：００ 

【体育館】 バルーンアート・マジック‘にんげん 

すごろく’などなど楽しめます。 

【図書室】 アイロンビーズ工作、ハンドベル体験 

などなどできます。 

 

コンパスさんでは、こんな活動をします。 

○お店で買い出しをし、クリスマスケーキを作ります。 

○ナンジャモンジャなどのアナログゲームをみんなでし

ます。 

○大人の人といろんな話をして、話し方を学びます。 



 

   

 

 

 

 

 

 

  

       

日ようび 月ようび 火ようび 水ようび 木ようび 金ようび 土ようび 

   
 

  
 

１（元日） 
きらら休館 

２ 
きらら休館 

３  
きらら休館 

４ (クラブ一日開館)) 
●ボルダリング １３：３０～１５：００ 
 

５ ●ボルダリング １３:３０~１５:：００ 
 

６ (クラブ一日開館) 
■かるた大会(ク) 14:00 
◆冬休み企画・凧揚げ(コ)^   

７ ●ボルダリング １６:００~1７:00  
➲新しいふれあいあそび・
手あそび開始(子) 

８ 
 

９ ◆みんなでつくる・福わらい(コ) 
➲さりま‘たのしいパネル 
シアター’(子)10:45~ 

１０ ●ボルダリング １６:００~1７:00 
 

１１ ●ボルダリング 
●ボッチャ・クッブ大会 10：00~ 
●将棋教室１１：００~１２：００  

１２ ●ボルダリング 
 

１３ （成人の日） 
 

１４ ●ボルダリング  
➲新年おたのしみ会(子) 
10:45~11:45 

１５ 
◆みんなで買い物(コ) 
 

１６ 
 

１７ ●ボルダリング  
◆おやつづくり(コ) 

１８ 
●きららのお正月 

１９ ●ボルダリング ２０ ◆みんなであそぶ(コ) 
➲作って遊ぼう・節分〈子〉 

２１ ●ボルダリング  
➲図書館司書のお話会(子)10:30~ 

２２ 避難訓練③ 
➲作って遊ぼう・節分〈子〉 

２３  
 
 

２４ ●ボルダリング 
➲就労相談(子)10:00^12:00 

２５  
●ボルダリング 

２６ ●ボルダリング 
 

２７  
➲作って遊ぼう・節分〈子〉 

２８  
➲保健師測定・相談（子）10:00~ 

 

２９ 
➲発育測定（子） 

３０ 
➲発育測定（子） 

３１ ●ボルダリング 
➲誕生会(子)11:00~ 

 

 ●児童クラブ   （ク）   ➲子育て支援センター  （子）   ◆放課後等デイサービス ・コンパス（コ） 

 

            

 

■１月１１日（土） 

１０：００ 

学校お休みです。たくさん

のお友だち、遊びに来てくだ

さい。 

 

瑞穂や木島のお友だちも参加。とても

楽しそうで、大きな歓声が上がります。

○１４：３０～１５：３０  きらら恒例 お餅つき！ 
  

＜体育館＞こま回し 羽根つき ミニ凧揚げ にんげんすごろく 
＜図書館＞カルタ 百人一首 ふくわらい すごろく 

 

拾ってきたどんぐりでリースをつく

って、一階の廊下に飾ってくれました。 

１月は、みんなでお正月のあそび‘福

わらい’を楽しんだり、いろんなアナロ

グゲームをしたりします。買い物をし

て、ホットケーキも作ります。 

そして、今月もいろんな場面で、大人

の人とかかわりながら話し方などを学

びます。 

○１３：３０～１４：３０ お正月あそびを楽しもう！ 

コンパスさん 

では、こんな活動

をします。 

■日時 １月１８日（土）１３：３０～１５：３０ 

❝飯山食文化の会❞の方々にお手伝いをしていただきます。 
きな粉のお餅とごまのお餅をつくります。 
費用は一人５０円です。（当日集金します） 

 



 

 

 

 

 

 

  

       

日ようび 月ようび 火ようび 水ようび 木ようび 金ようび 土ようび 

   
 

  
 

 
 

 
 

 
 

１  ●ボルダリング １３：３０～１５：００ 
 
 

２ ●ボルダリング １３:３０~１５:：００ 
 

３ 
●きららの節分 
◆みんなであそぶ・アナログゲーム(コ) 

４ ●ボルダリング １６:００~1７:00  
 

５●雪像づくり ６●雪像づくり 
➲新しいふれあいあそび・ 
手あそび開始(子) 

７ ●ボルダリング １６:００~1７:00 
●チョコづくり（ク）＊児童クラブ一日開館 
●雪像づくり 

８  ●ボルダリング 
 （第３８回いいやま雪まつり） 

９ ●ボルダリング 
（第３８回いいやま雪まつり） 

１０ 
 

１１ (建国記念日) 
●ボルダリング 

１２ 
➲発育測定（子） 
◆みんなであそぶ・アナログゲーム(コ) 

１３ 
➲親子でリトミック 11:00～ 
講師：松澤梨絵先生 (子) 

１４ ●ボルダリング  
➲発育測定（子） 
◆みんなでかいもの(コ) 

１５ ●ボルダリング 
●毛糸で工作１０：００～
（たわし・ミサンガなど）   

１６ ●ボルダリング １７ 
➲保健師測定・相談（子）10:00~ 
◆おやつづくり・チョコフォンデュ(コ) 

１８ ●ボルダリング  
➲誕生会(子)11:00~ 

１９ 
◆みんなでかいもの(コ) 

２０  ２１ ●ボルダリング 
◆おやつづくり・チョコフォンデュ(コ) 

２２ ●ボルダリング 
●ボッチャ・クッブ大会 10：00~ 
●将棋教室１１：００~１２：００ 

２３ (天皇誕生日) 
●ボルダリング 

２４ (振休) 
 

２５  
➲作って遊ぼう‣ひな祭り〈子〉 

 

２６ 
➲作って遊ぼう・ひな祭り〈子〉 

２７ 
➲作って遊ぼう・ひな祭り〈子〉 

２８ ●ボルダリング 
➲作って遊ぼう・ひな祭り〈子〉 

➲作って遊ぼう・ひな祭り〈子〉 

２９ ●ボルダリング 

 ●児童クラブ   （ク）   ➲子育て支援センター  （子）   ◆放課後等デイサービス ・コンパス（コ） 

 

            

 

今年は、きららの前庭に「雪灯ろう」を
作る計画です。  
きらら利用者の子どもたちや職員みん
なで挑戦し、できるだけたくさんの「雪
灯ろう」を作ります。ただ、雪不足が心
配です。  
何基もの「雪灯ろう」に灯かりがともさ
れることを楽しみに、雪が降ってくれる
ことを願うばかりです。  

雪不足で、「雪像づくり」が心配です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■日時 ２月３日（月）  
○願いを込めて豆まきをします。 １５：３０(１回目) １６：１５(２回目) 
とりわけ、今年は水害がない一年であることをみんなでお願いします。 

 ○節分にちなんだ「遊び」をします。 

 ＊午前中にも、子育て支援センターの小さなお友だちの「節分」。１１：００～１１：４０ 

コンパスさん 

こんな活動をします。 

 

１月は、お正月。  

きららでは、みんなで

お餅つきをしたり、お

正月のあそびを楽し

んだり、お正月の行事

を体験しました。 

 

いろんな場面で、自然な交

流が生まれています。今年

もきららの中に、地域の中

にインクルーシブな社会の

実現を目指します。 

児童クラブのお友だち、自由来館のお友だち、子育て支援センターの 

小さなお友だち、コンパスのお友だち、みんなで「節分」。 

 

 

きらら 
雪像づくり 



 

 

 

 

 

  

       

日ようび 月ようび 火ようび 水ようび 木ようび 金ようび 土ようび 

１ ●ボルダリング １３:３０~１５:：００ ２ 
➲ひな祭り会(子) 

10:50 

３ ●ボルダリング １６:００~1７:00  
➲図書館司書のお話会(子)10:45 

４ 
 

５ 
 

６ ●ボルダリング １６:００~1７:00 
➲就労相談 10:00～12:00 

県女性就業支援員 

７ ●ボルダリング １３：３０～１５：００ 
 

８ ●ボルダリング  
 

９ 
➲発育測定（子） 

１０ ●ボルダリング  
➲保健師測定・相談（子）10:00~ 
 

１１ 
➲発育測定（子） 

１２ 
➲親子で「ふれあおう！たのしもう」
(子)10:45   講師：中山 愛さん 

１３ ●ボルダリング  
 

１４ ●ボルダリング 
  ●凧づくり・凧あげ

10::00~12:00 

１５ ●ボルダリング 
 

１６ 
➲作って遊ぼう‣おもいで〈子〉 
 

１７ ●ボルダリング 
➲作って遊ぼう・おもいで〈子〉 

１８ 
➲作って遊ぼう・おもいで〈子〉 
●進級お祝い会 （ク） 

１９ ➲誕生会(子)11:00~ 
●毛糸で工作 ~26日まで 
●ぷにぷに スライムづくり (ク) 

２０(春分の日) 
●ボルダリング  
 

２１ ●ボルダリング 
●でんでん太鼓づくり

10:00~12:00 

２２ ●ボルダリング ２３ 
➲作って遊ぼう・おもいで〈子〉 
●パフェづくり (ク) 

２４ ●ボルダリング  
➲作って遊ぼう・おもいで〈子〉 

２５ 
●お店屋さんごっこ (ク) 
 

２６ 
●アイロンビーズ工作 (ク) 

２７ ●ボルダリング 
●リサイクル工作 ~4／3日まで 
●アイロンビーズ工作 (ク) 

２８ ●ボルダリング 
●ボッチャ・クッブ大会 10：00~ 
●将棋教室 11:00^12:00 

２９ ●ボルダリング ３０  
●ボッチャをやろう (ク) 

３１ ●ボルダリング  
 
※児童クラブお休み 

 
 

 
 

 
➲作って遊ぼう・ひな祭り〈子〉 

 
 ●児童クラブ   （ク）   ➲子育て支援センター  （子）   ◆放課後等デイサービス ・コンパス（コ）  ※標記なしのイベントは、だれでも参加可能です。 

 

            

いいやま雪まつり  みんなで力を合わせて作り
ました。 7 つの雪灯ろうが出来上がりました。  

 

【春休み、児童センターを利用するみなさんへ】 

 

 

 

 

 

児童クラブの４年生のお友

だちと一緒に、雪灯ろうを作

りました。 

コンパスさんだけでも、雪

灯ろう一基作りました。    

 

 

 

【春休み、児童センターを利用するみなさんへ】                            

・体育館、図書室、建物西側の外スペースで遊ぶことができます。        

・お弁当、水筒をもってきて、一日利用もできます。お昼は学習室で食べます。 

・行事や工作はすべて無料です。地域の達人が教えてくれます。         

・期間中、図書室では、毛糸を使った工作やリサイクル工作が自由に出来ます。 

 

 

コンパスさん        

こんな活動をしました    

 

春休みも、ボッチャ大会を予定しています！ ３・２８(土) 

【児童クラブ】 

・楽しいことが盛りだくさんです。大いに楽しみましょう。 

また、春休みは、自由来館のお友だちもたくさんやってきます。他の学校のお友

だちとも遊べます。新しい出会い・ふれあいを楽しみましょう。 

優勝 
 シラナイ 

＜２月きららボッチャ大会の結果＞ 

たくさんのお友だちの参加を待っ
ています。 
春休みは、豪華景品も準備します。
挑戦、そして目指せ、優勝！ 

春やすみ ～ 遊びに来てください！ 
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