
つくで交流館

イベント情報

図書室 読書キャンペーン
～図書室の本を借りてスタンプを集めよう！～

 スタンプを５個集めた方にもれなく つくで交流館オリジナルグッズをプレゼント！

スタンプカード配付・押印期間
     令和３年１０月２７日から１２月２７日まで

参加方法
  ① 図書室の本の貸出時にスタンプカードをお渡しします。
  ② 図書室の本を借りてください。
   ・ １回３冊以上でスタンプを１個押します。（１日１回まで）
  ③ スタンプが５個になったらオリジナルグッズをゲットできます。
  ④ 本の返却時にスタンプカードとグッズを交換できます。

 スタンプを５個集めた方の中から抽選で数量限定オリジナルグッズをプレゼント！！

発行：つくで交流館（作手・地域課）
　　　〒441-1423
　　　　新城市作手字縄手上28番地1
　　　　電話：0536-37-2269

この夏 開催し大人気だった「びっくり！新技術体験」
１２月１１日（土）開催決定！！

  今回も、名古屋大学等の全面協力で開催されます！！
  前回参加できなかった方も、今回は体験しよう！！
  今度は、どんな体験ができるかな？！   詳しくは最終ページをご覧ください！

１２月１２日から２５日は
つくで交流館で「わくわく広場」出展団体による

イベントが開催されます！
中面をご覧ください。

 つくで交流館では、新型コロナウイルス感染症感染対策を行い開館しています。
 本情報に掲載のイベント等においても、感染状況によりイベントの中止や開催内容を
変更し開催する場合があります。予めご了承ください。

さらに…

  公式サイト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Facebook



つ く で 交 流 館 イ ベ ン ト 情 報
● ワークショップ、体験イベント等 （子どもも楽しめるイベント＝   ）

　　※ イベントの詳細は、出展者（主催者）の発行するチラシや、出展者に直接ご確認ください。

キッズから大人までEnjoy！！
       バランスボール
 開催日時：１２月１２日（日）
      １０：００～１１：４５
 定員：２０名
 会場：ホール
 対象：どなたでも
 参加費：１人６００円（保険料込）
 出展者：つくらんと！つくで！
※要事前申込 090-1413-6305(齋藤)
バランスボールを使用したエクササイズ・
ゲーム・ダンスの体験です。
動きやすい格好でお越しください。

治療より予防！シニアにも大人気！
   バランスボールで健康エクササイズ
 開催日時：１２月１２日（日）
      １３：００～１４：１５
 定員：２０名
 会場：ホール
 対象：２０歳以上
 参加費：１人６００円（保険料込）
 出展者：つくらんと！つくで！
※要事前申込 090-1413-6305(齋藤)
バランスボールを使用したストレッチや簡単な
健康エクササイズの体験です。
動きやすい格好でお越しください。
14:30～産後ママの為の無料相談会を行います。

備えあれば憂いなし 学び講座①
介護に関する講座

 開催日時：１２月１２日（日）
      １５：００～１６：００
 定員：１５名
 会場：多目的会議室
 対象：介護を始めた方、
    介護を考え始めた方
 参加費：無料
 出展者：つくらんと！つくで！
※要事前申込 090-1413-6305(齋藤)
介護に関する基本的な知識を学ぶことができま
す。また介護に関する悩みや質問等もできます。

公開リトミック教室（体験可）
 開催日時：１２月１７日（金）
      １４：３０～１５：２０
      （２歳児対象 STEP2）
      １５：３０～１６：３０
      （４歳児対象 STEP4）
 会場：多目的会議室
 対象：未就学児とその保護者
 参加費：無料
 出展者：Ｍａｙｕ音楽教室
※事前申込不要
リトミック教室のレッスンをご覧いただけ
ます。体験も可能です。

こけ玉(ミニ盆栽)づくり
ミニ門松づくり
 開催日時：１２月１８日（土）
      １０：００～１１：３０
 定員：各１２名
 会場：ホール
 対象：どなたでも
 参加費：各５００円
 出展者：つくらんと！つくで！
※要事前申込 090-1413-6305(齋藤)
年末年始にご自宅に飾れるこけ玉やミニ門
松を作るワークショップです。

アロマを生活の中に取り入れよう
 開催日時：１２月１８日（土）
      ９：００～１２：００
 定員：１０名
 会場：多目的会議室
 対象：どなたでも
 参加費：１人４００円
 出展者：ｎｉｊｉーｉｒｏ
※事前申込可 080-6113-3385(木村)
 定員の空きがある場合、当日参加可
これからの時季に役立つ、アロマオイルを
使ったロールオンやスプレーなどのアロマ
グッズを作ります。

クリスマスワールドツアー
 開催日時：１２月１８日（土）
      １３：００～１５：３０

対象：小学５年生以上 参加費：無料
  （４年生以下要保護者同伴）
出展者：新城市国際交流協会
※要事前申込 0536-23-1940
料理教室…クリスマスのフィリピンの家庭料理
     を作ります。
    ☆作った料理はお持ち帰りいただきます。
（持ち物…エプロン、三角巾、ふきん、持帰り容器)
出身国紹介…フィリピン、ベトナムなどの国を
      紹介します。

布小物づくり
 ～クリスマスグッズを作ろう～
 開催日時：１２月１８日（土）
      １３：３０～１５：３０
 定員：２０名
 会場：多目的会議室
 対象：どなたでも
 参加費：３００円
 持ち物：裁縫道具
 出展者：糸結びの会
※要事前申込 090-1413-6305(齋藤)
はぎれやフェルトを活かしたクリスマス
グッズなどを作ります。

【市内在住外国人による
      出身国紹介】
 定員：２０組 会場：ホール

【料理教室】
 定員：１２組
 会場：調理室



１２月１２日～２５日の展示等（会場：ホワイエ・サロン）
俳句作品展示（作手俳句会）

作手俳句会会員が詠んだ俳句作品を展示します。
（サロンに月替わりで作品を掲示しています。）

つくで親子そろばん教室の活動紹介（つくで親子そろばん教室）
つくで親子そろばん教室の活動を写真とともに紹介します。
（毎週水曜日の午後に開催する教室も公開します。）

トンボ・キノコの写真展示（作手の自然記録会）
今年開催した観察会で撮影した写真を展示します。

つくではたおりの会☆ベガ☆作品展（つくではたおりの会☆ベガ☆）
さきおり布で作った作品を展示します。

糸結びの会作品展示（糸結びの会）
糸結びの会の活動紹介と今年度の製作品を展示します。

作手作品展（つくらんと！つくで！）
地域住民の手作り工芸品、手芸品、絵画等の展示

クリスマスの飾りつけ（つくらんと！つくで！）
交流館のエントランスやホワイエに製作したバルーンアートを飾ります。
交流館の周辺にイルミネーションを設置します。（１１月２６日から）

そろばん学習体験
 開催日時：１２月１８日（土）
   ①１３：３０～ ②１５：００～
 定員：各回６名
 会場：小会議室
 対象：大人も子どもも参加可能です
 参加費：無料
 出展者：つくで親子そろばん教室
※事前申込可 090-9915-9639（筧）
定員の空きがある場合、当日参加可
毎週水曜日につくで交流館で開催している
そろばん教室と同様の内容で、パソコンを
使ったそろばん学習の体験ができます。

手形・足形アートで成長を残そう
 開催日時：１２月１９日（日）
      ９：００～１２：００
 定員：１０組
 会場：多目的会議室
 対象：小学生以下の子どもと保護者
 参加費：１組２００円
 出展者：ｎｉｊｉーｉｒｏ
※事前申込可 080-6113-3385(木村)
 定員の空きがある場合、当日参加可
手足を汚さないパステルクレヨンを使った
手形・足形アートのワークショップです。
手形か足形のどちらか一つを作ります。

ピアノ３時間耐久リレー
～あのピアノを鳴らすのはあなた～Part2
 開催日時：１２月１９日（日）
      １３：００～１６：００
 会場：ホール
 対象：どなたでも
 参加費：無料
 出展者：カモミールの会
※申込不要 当日参加大歓迎！！
夏に開催したイベントの第２弾！
皆で協力して、リレー形式で演奏します☆
興味のある方はご参加ください！！

パステルアートで
   クリスマスカードづくり
 開催日時：１２月１９日（日）
      １３：００～１６：００
 定員：１０名
 会場：多目的会議室
 対象：どなたでも
 参加費：１人２００円
 出展者：ｎｉｊｉーｉｒｏ
※事前申込可 080-6113-3385(木村)
 定員の空きがある場合、当日参加可
パステルクレヨンを使ってクリスマスカー
ドを描きます。

備えあれば憂いなし 学び講座②
ＡＥＤ使い方と応急手当の講習

 開催日時：１２月１９日（日）
      １０：００～１１：３０
 定員：１０名
 会場：ホール
 対象：小学生以上
 参加費：無料
 出展者：つくらんと！つくで！
※要事前申込 090-1413-6305(齋藤) 
消防署から講師を招きＡＥＤの使用方法の
実践形式での講習と、応急処置や手当につ
いて学びます。

自由気ままな朗読会
 開催日時：１２月２３日（木）
      １３：３０～１５：００
 会場：多目的会議室
 対象：どなたでも
 参加費：無料
 出展者：つくでブッククラブ
※事前申込 090-1108-3237(加藤)
 （読み手希望者のみ要事前申込）
本を朗読したい人を募集し、１人１５分ま
での時間で読みつなぎ、それをみんなで聴
こうという“自由気ままな”企画です。



第2回
子どもも大人も楽しめる！
つくでシャレットワークショップ

「びっくり！新技術体験」
 新城市作手地区では、住民が健康で幸福に暮ら
す地域であるために、その源泉となる“人と人”、
“人と地域社会”の繋がりに重きを置き「つくで
シャレット」を開催しています。
　この一環として、夏に開催し大好評だった体験
会の第２弾！！今回も、名古屋大学等の全面協
力により、普段あまり体験できないびっくり＆オモ
シロ体験ができます。

予定の企画（変更の可能性があります。）

★ ロボットの遠隔操作体験
ロボットを使ってものを取りに行こう!!

★ VR体験
バーチャル空間に入り込んで、仲間と交流！
楽しく学習！？

★ 健康チェック体験
最新の脳トレ【B-Sports】等を体験してみよう

開催場所：ホール
開催日時：令和3年12月11日（土）
　　　　　午前１０時から午後４時まで
  ※ 事前申込不要で、どなたでも体験できます。

第1弾の様子はYouTubeで
ご覧いただけます！QRコードはコチラ・・・

イベントカレンダー

12月11日（土）

 ・ 「びっくり！新技術体験」

12月12日（日）

 ・ キッズから大人までEnjoy！バランスボール

 ・ バランスボールで健康エクササイズ

 ・ 学び講座① 介護に関する講座

12月15日（水）

 ・ 読み聞かせ

12月17日（金）

 ・ 公開リトミック教室

12月18日（土）

 ・ こけ玉づくり、ミニ門松づくり

 ・ アロマグッズづくり

 ・ 料理教室

 ・ 世界の国紹介

 ・ 布小物クリスマスグッズづくり

 ・ そろばん学習体験

12月19日（日）

 ・ 手形足形アートワークショップ

 ・ ピアノ3時間耐久リレー

 ・ パステルアート（Xmasカードづくり）

 ・ 学び講座② 応急手当講座

12月23日（木）

 ・ 朗読会

つくで交流館からのお知らせ
• クリスマスシーズンにおススメの本を選んで特設コーナーを設置します。（協力：つくでブッククラブ）

• 図書室では、毎月第３水曜日にこども園に通われる園児の方が楽しめる本を選んで、本の読み聞か
せを実施しています。１１月から１月の実施日は次のとおりです。

　　１１月１７日、１２月１５日、１月１９日　各日１５時ごろから

• 年末年始の休館日は、１２月２８日から翌年１月４日までです。

• 年末年始の休館に伴う図書資料の特別貸出を実施します。
　　期間：１２月１３日から１２月２７日まで　貸出冊数：１５冊まで　貸出期間：３週間

• スタッフが本を3冊セレクトする「本のお楽しみセット」貸出サービスを実施しています。このサービス
は、電話またはＦＡＸで申し込むことができます。

• 図書室で購入してほしい本をリクエストできる「リクエストボックス」を設置しています。所定のリクエ
スト用紙に必要事項を記入し、リクエストしてみませんか？あなたの読みたい本が入荷するかも？！

つくで交流館の各貸出施設の利用や図書室について、お気軽にお問い合わせください。

12月11日

開催


