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らいとぴあ21では、「子ども・若者の豊かな自己選択を応援する」「地域教育の循環」を掲げて、

子どもから若者向けの多様な事業を実施しています。らいとぴあ21が主催する子ども向けの事業

のお知らせをお送りします。 

箕面市立萱野中央人権文化センター 

らいとぴあ21 

開館時間：午前9時～午後10時 

休館日：第3月曜日(7月は第2月曜日） 

TEL：072-722-7400 

 HP：https://www.raipi.org/ 

子どもの居場所「ぴあぴあルーム」(日・月・祝は休み) 

● 火～金の学校放課後～午後5時半 

● 土・長期休みの午前9時～午後5時 

中学生は午後8時まで、高校生年代以上は午後9時まで参加で

きる事業があります。 

小学生版 

年末にはみんなで大掃除！ 
年始には書き初めをしました！ 
ぴあぴあルームにあそびにきてね 

＜ウイルス感染防止対策＞ 
★安心して過ごせる居場所にしています。 
 入室時の手洗い、体温測定、健康チェック、マスク着用の徹底、利用中の部屋の換気、 
 机や床の消毒など。 
★プログラムやイベント（飲食を伴うものを含め）については、感染防止対策の観点から 
 変更または延期されることがあります。ご了承下さい。 

事業のご利用には、小学生事業登録が必要です。 

ご不明な点がございましたら、いつでもお問合わせください。 

春休みは「こども弁当・ぴあぴあ食堂」があります。 
期間：3月25日～4月1日（12日間） 
料金：300円または100まーぶ 
申込：3月18日（金）から電話または窓口にて受付し
ます。申し込みキャンセルは前日の14時まで。 
※食数に限りがあります。 
※コロナ感染の状況により変更となる場合があります 
※詳細についてはお問合せ下さい。 

「冬休みぴあぴあルームの過ごし方」 
  9:00  開室・自由に過ごす 
10:00 学習（宿題など） 
11:00 午後のプログラム準備 
12:00 昼食 
13:00 プログラム・自由に過ごす 
15:00 おやつ（自由にご持参ください） 
16:40 片付け 
16:45 掃除 
17:00 閉室 
※年末年始のお休み 
12月29日（水）～1月3日（月） 

「まーぶ」がもらえるお仕事あります！ 
この日はらいとぴあニュースのはさみ込みをしま
した。人のためになること、自分の未来のために
なることをしたらもらえる地域通貨「まーぶ」。 
ぴあぴあルームではいつでもお仕事ができます。 

「まーぶHWの子ども商店」 
出店者大募集!! 

 

・2022年2月12日（土）の出店者募集 

・キューズモールで自分の思うお店を開こう！ 
 使わなくなった服や、本、ゲームソフト。 
 特技を売るのもあり！ 
 「似顔絵」や「紙芝居」など、君が主催の 
 「ゲーム大会」だってできちゃうかも。 
・ここで使うのは円じゃなくて「まーぶ」 
 たくさん稼いでたくさんお買い物しよう！ 
 興味がある方はお気軽に連絡待ってます。 
 
 電話番号 074-722-7400   
    担当者 中村・松阪・駒池・中島 

みんなで 
フルーツバスケット！ 

夏休み期間中は「こども弁当または 
ぴあぴあ食堂」があります。 
期間：7月20日～8月27日（28日間） 
料金：100まーぶまたは300円 
申込：7月13日（水）から電話またはらい
とぴあ２１の窓口にて受付します。 
申し込みキャンセルは前日の14時まで
にお願いします。 
【マイプレートプロジェクト】 
お皿・お箸・コップを10回持参すると 
ぴあ食1食無料券がもらえます。 
【感染防止対策として】 
※食数に限りがあります 

※コロナ感染の状況により変更となる
場合があります 
※詳細についてはお問合せ下さい 
 （TEL：072-722-7400 
     又は072-722-7004) 

【夏休みぴあぴあルームの過ごし方】 
  9:00 開室・自由時間 
10:00 学習（宿題など） 
11:00 水遊び（毎週水曜日） 
12:00 昼食 
13:00 プログラム/自由時間 
15:00 おやつ（自由にご持参ください） 
16:40 片付け 
16:45 掃除 
17:00 閉室 
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ま ー ぶ H W  

日程：6月11日（土） 

場所：みのおQ‘ｓモールLステージ 時間：11時～16時 

※コロナの状況や天候により中止になる場合もあります。 

※こどモールの参加は要申し込み 

お問い合わせ：らいとぴあ２１（072-722-7400） 

ゲ ー ム 大 会  
大きなスクリーンでみんなでゲームしよう！ 

この日は「マリオカート」をするよ！ 

switchのコントローラーを持っている人は持参

してください。 

日程：7月23日（土） 

時間：14時～ 

※要登録 

7月 

水あそび 

夏休みは毎週水曜日に
水あそびをするよ！ 
時間：10時～11時 
※要登録 

※着替え、タオルを持
参してください 

勝尾寺ハイキング 
詳細は別紙にてご確認下さい。 

忘れ物処分します 

映画鑑賞 

夏休みは毎週木曜日に映画鑑賞を
するよ！どんな映画かは当日のお
楽しみ！ 
時間：14時～ 
※要登録 

コロナの状況次第ではありますが、感染対策をとりながら
子どもたちのやりたい遊びを実施していきます。 

地域通貨まーぶがかせげるイベントです。 

色々なお仕事を体験してみよう！ 

 自分のお店を出せる〝こどモール“も一緒に開催します！ 

 お楽しみに！ 

みんなでサンタさんを迎える準備をしよう！ 
12月 7日（火）クリスマスツリー飾りつけ 
12月14日（火）スノードーム作り 
12月21日（火）クリスマスリース作り 
 
時間：16時～17時 
※スノードーム作りは参加費として100円または100まーぶ必要です 

ぴあたけ 
らいとぴあで畑を作っていろんな野菜
を育てよう！（雨天中止） 
日程：3日（金）、17日（金） 
時間：16時～17時  
※要登録 

第 3 回 お み こ し ワ ッ シ ョ イ  
～ ス ポ ー ツ ゴ ミ 拾 い ～  

ぴあもちアート 
おもちを好きな形にして焼いて食べよう！ 
時間：15時半～16時半、参加負：無料 
要登録 
※コロナの状況により中止になる場合があります 

アクアリウム 
たねまきっこクラブに所属していな
い子も参加できます。 
時間：16時～ 
参加費：100まーぶまたは100円 
※要登録 

ガサガサ 
Q’ｓモールの川でガサガサ 
何が取れるかな⁉（雨天中止） 
時間：14時～16時 
集合場所：ぴあぴあルーム 
※要登録 
※着替えを持参してください 

第3回おみこしワッショイ 
～スポーツゴミ拾い～ 

地域内を楽しくみんなできれいにしよう！
ゴミ収集のおみこしが出てくるかも？ 
たくさん集めたら景品がでるよ！ 
時間：10時～13時 
※要登録、要申し込み 

ダンボール迷路づくり期間 

KFC（北芝フットボールクラブ）紅白戦 
毎週月曜日、小学生サッカーチーム（KFC）に
所属している子どもたち対象の練習試合です。 
時間：16時～18時 

おやつを持って公園へ行こう！ 
桜見れるかな⁉ 
食べたいおやつを持参してね。 
 
日程：4月2日（土） 
時間：14時～16時 
参加費：無料 
※要登録 

地域内を楽しくみんなできれいにしよう！ 

ゴミ収集のおみこしが出てくるかも？ 

たくさん集めたら景品がでるよ！ 

日程：7月16日（土） 

時間：10時～12時 

※要登録、要申し込み 

※雨天中止 


