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０１２３広場 開館時間　10：00～18：00　休館日　木曜日
☎71-1661

イベント名 日　時 内　容

3月10日（火）
11：15～11：40

3月3日（火）
11：15～12：00

子どもに一度は出会わせたい絵本が登場します。やさしくあたたかな
語りや、手あそびがきっと、心温まるひと時を作ってくれるでしょう。

親子一緒に、音楽に合わせて楽しく体を動かして遊びましょう。
みなさんのご参加をお待ちしています。

おはなし０１２３
ブックメイト「ぐりとぐら」

リズムあそび講座
「親子でリズムあそびを楽しもう」
（多田みさき先生）

3月4日（水）
11：15～12：00

3月16日（月）
10：30～12：00

親子を中心に多世代がふれ合い、昔ながらの味を伝える地産地
消の食育イベントです。今回は地元の食材『寒天』を使った『天寄
せ』を、こども向けにかわいらしくアレンジしたメニューです。

２ヵ月～７ヵ月の赤ちゃんとお母さんが対象です。
保健師、助産師による育児相談や親子のふれあい遊び、お母さん
同士の交流を楽しみませんか？　[持ち物]バスタオル・ハンカチ
お電話でお申込みください。  

食育講座　
－親子で楽しむ食育ー
（食育推進ボランテア）

3月24日（火）
11：15～11：40

ボランティアさんによる絵本の読み聞かせです。
絵本や手あそびを一緒に楽しみましょう。おはなし０１２３「ぐるんぱ」

赤ちゃん講座

イベント名 日　時 内　容対　象

0・1・2おはなし会

おはなしわーるど

紙芝居だいすき！

どんぐりちいさな
おはなし会

パネルシアターで
あそぼう

3才以上の方なら
どなたでも

0、1、2才のお子さん
と保護者の方

どなたでも

どなたでも

どなたでも

３月14日（土）
10：30～

３月11日（水）
10：45～

３月17日（火）
10：45～

おなかの赤ちゃん
おはなし会

これから赤ちゃんを迎
えられる家族の皆さん

３月21日（土）
13：30～

わらべうた・親子あそび・絵本の読み聞かせなど、
親子で楽しいひとときを！

語りと絵本の読み聞かせを中心に、わらべうた・手
遊びなどを行います。おはなしの世界が広がります。

おはなしとはひと味ちがう、楽しく愉快な紙芝居の
世界をお楽しみください。

パネルシアターを見たり、さわったり、みんなで一
緒に遊ぼう！

親子あそびやわらべうた、絵本の読み聞かせなどが
あるおはなし会です。

これから赤ちゃんを迎えられる家族のみなさんへの
おはなし会です。楽しい手遊び・わらべうた・語
り・絵本の読み聞かせなどです。

イベント名 日　時 内　容対　象

おはなし会
「えほんとなかよし」

遊びの広場
「終わりの会
（おたのしみ会）」

絵本で子育て
～絵本のひみつ探しと
　読み聞かせの基本～

３月11日、25日（水）
10：30～

３月12日（木）
10：00～11：00
受付９：30～

３月３日（火）
10：30～

就園前の子どもと
保護者（申込不要）

就園前の子どもと
保護者（申込不要）

就園前の子どもと
保護者（申込不要）

「ブックメイトぐりとぐら」による遊びや歌を交
えながらの絵本の紹介や読み聞かせです。

親の声で子どもに絵本を読んであげると子どもの心
が育ちます。親子で絵本を一緒に楽しみ、絵本の魅
力、面白さを体験しましょう。今月の絵本は何か
な？お楽しみに。

今年度最後の遊びの広場です。みんなで楽しくあ
そびましょう。
持ち物：上履き靴（親子）、着替え、水分

図書館 開館時間　平日9：30～18：30　土・日・祝日10：00～18：00
休館日　月曜日（祝日の場合は翌火曜日）、第４金曜日　☎72-9085

家庭教育センター 開館時間　9：00～17：00　休館日　日曜日、祝日
☎73-0888

こども通信

３月７日、21日、
28日（土）
10：30～

３月７日、21日、
28日（土）
11：00～
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♥こころの健康づくり ３月は自殺対策強化月間です
問　健康づくり推進課（健康管理センター内）　
　　☎82－0105

見逃さないで！心のSOS
❀最近（ここ２週間ほど）、こんなことが続いていませんか？

　自分が最近こんな感じ

□憂うつ、気分が重い

□何をしても楽しくない、何にも興味がわかない

□疲れているのに眠れない、一日中眠い、いつもよりかなり

　早く目覚める

□イライラして、何かにせき立てられるようで落ち着かない

□悪いことをしたように感じて自分を責める、自分には価値

　がないと感じる

□思考力が落ちる

□死にたくなる

　周りからみてわかるサイン
□表情が暗い
□涙もろくなった
□反応が遅い
□落ち着かない
□飲酒量が増える

　体に出るサイン
□食欲がない　□体がだるい
□疲れやすい　□性欲がない
□頭痛や肩こり　□動機　□胃の不快感
□便秘がち　　　□めまい　□くちが渇く

☞これらは「うつ病」の兆候を示すサインです。思い当たることがあれば、かかりつけ医、専門医などに相談す
　るなど早めの対応が必要です。

●こころの病気は、きちんと治療する必要があります
●まずは、時間を作り、黙って話を聞いてあげましょう
●自分を責めない
●「まだ必要ない」の段階で支援サービスの情報を集めておきましょう

❀こころの病気について家族・周囲の方へのメッセージ

《諏訪地域の精神科医療機関》
●諏訪湖畔病院　　　　　　　☎0266－27－5500（代）
●諏訪赤十字病院　　　　　　☎0266－52－6111（代）
●上諏訪病院　　　　　　　　☎0266－52－1650（代）
●メンタルクリニックおかや　☎0266－78－6300
●諏訪メンタルクリニック　　☎0266－75－1035
●ちのメンタルクリニック　　☎0266－82－8277

《第二次救急医療機関》
※精神科・心療内科等外来診療のみ
●岡谷市民病院　　☎0266－23－8000（代）
●諏訪中央病院　　☎0266－72－1000（代）
●富士見高原病院　☎0266－62－3030（代）
（心療科医が非常勤で診療日が限られます）

～諏訪地域の医療機関～

引用・参考　厚生労働省「みんなのメンタルヘルス」総合サイト
　　　　　　諏訪保健福祉事務所「諏訪地域の相談窓口」

メンタルヘルス出張講座・こころの健康相談に関する申込み・お問い合わせ
　健康づくり推進課（茅野市健康管理センター内）☎82－0105

茅野市ではメンタルヘルス出張講座と心の健康相談を実施しています

市内中小企業向けのメンタルヘルス出張講座
を行っています。（臨床心理士・セラピスト、
インストラクター等が企業に出向いて講座を
します）
費用は茅野市が負担します。内容など、健康
づくり推進課へご相談ください。

中小企業向けメンタルヘルス出張講座
臨床心理士による個別相談です。秘密は厳守
いたします。日程、場所等は、相談者と臨床
心理士と相談の上、決定します。まずは、健康
づくり推進課へお問い合わせください。（※心
療内科、精神科などへ受診をしていない方が
対象です。）

こころの健康相談
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～男女が共に創る住みよい地域社会の実現に向けて～
区・自治会の女性役員登用状況調査結果

（注１）四種混合、日本脳炎、ヒブ、小児の肺炎球菌、Ｂ型肝炎などの予防接種をした場合は6日以上（7日目から可）、BCG、麻しん・
　　　　風しん（MR）、水痘などの予防接種をした場合は27日以上（28日目から可）の間隔で他の予防接種を行ってください。
（注２）乳幼児、小・中学生までの予防接種履歴を管理しています。転入された方は、今までの接種状況をお届けください。

☎82－0105

予防接種

乳幼児健康診査

健康管理センターの相談・教室

日　時 対　象 備　考

BCG

四種混合

日本脳炎

ジフテリア
破傷風
百日ぜき
不活化ポリオ

３月11日（水）

３月10日（火）

３月23日（月）

３月13日（金）

３月24日（火）

生後５か月～12か月未満

生後３か月～７歳６か月未満

生後３歳～７歳６か月未満

生後５か月～12か月未満の間に１回接種します。
（標準接種5か月～8か月）

１期初回は３～８週間隔で３回接種します。
１期追加は初回３回目終了後、
１年～１年半の間に１回接種します。
令和２年４月から医療機関での実施に変わります。

１期初回は1～4週間隔で2回接種します。
１期追加は２回目終了後おおむね１年以上の間
隔で１回接種します。

予防接種名
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受付時間
午後１時15分
～午後１時50分

診察時間

※受付時間が変更
　になりました。

※受付時間を過
　ぎると接種で
　きません。

午後１時30分～

各地区育児相談会 〔内容〕乳幼児の育児相談、栄養相談、身体計測等
　※中大塩地区は成人の血圧測定、尿検査、健康相談も行います。

3月10日（火）
3月11日（水）
3月26日（木）
3月18日（水）
3月19日（木）
3月17日（火）
3月25日（水）
3月19日（木）

午前10時～午前11時15分
午前10時～午前11時15分
午前10時40分～午前11時15分
午前9時30分～午前11時
午前9時30分～午前10時30分
午前9時30分～午前11時
午前9時30分～午前11時
午前9時30分～午前11時

東部保健福祉サービスセンター　☎82-0026 

西部保健福祉サービスセンター　☎82-0073 

中部保健福祉サービスセンター　☎82-0107

北部保健福祉サービスセンター　☎77-3000

玉川地区コミュニティセンター
豊平地区コミュニティセンター
泉野地区コミュニティセンター
宮川地区コミュニティセンター
金沢地区コミュニティセンター
中大塩地区コミュニティセンター
米沢地区コミュニティセンター
湖東地区コミュニティセンター

日　　時 問い合わせ会　　場

〔会場〕茅野市健康管理センター〔持ち物〕母子健康手帳、予診票、どんぐり手帳、体温計
　　　　※BCGは抱っこ紐をお持ちいただくとスムーズです。

相談・教室 日　時 内　容 持ち物

3月13日（金）
10：00～11：30

3月3日（火）
10：00～11：30

3月5日（木）
10：00～11：30

3月6日（金）、13日（金）
9：00～11：00

育児相談、栄養相談、身体計測、乳房マッサージ
※乳房マッサージは要予約（生後４か月くらいまで）

助産師による相談、マタニティヨガ
※要予約

ごっくん：生後4か月～6か月児向けの離乳食の作り方
もぐもぐ：生後7か月～8か月児向けの離乳食の作り方　※要予約

母子健康手帳
※乳房マッサージの方はタオル3枚
　（3枚のうち1枚は白いもの）

母子健康手帳
※運動のできる支度でお越しください。

赤 ち ゃ ん 相 談

マタニティ相談

ごっくん・もぐもぐ
　離乳食教室　

ぱくぱく離乳食教室

赤ちゃん用のスプーン、飲み物、おん
ぶ紐、お母さんのエプロン、三角巾

赤ちゃん用のスプーン、飲み物、敷物
（レジャーシート等）生後11か月～1歳2か月児向けの離乳食の作り方　　※要予約

3月　4日（水）

3月18日（水）

3月　9日（月）

3月27日（金）

3月　2日（月）

3月17日（火）

3月　5日（木）

3月16日（月）

3月　3日（火）

3月25日（水）

4か月児
午後０時40分
　　　～１時

午後０時40分
　　　～１時

午後０時40分
　　　～１時

※ファーストブックプレゼントがあります。

※歯の染め出し液が服等に付着する場合があります。

R１年10月後半生まれ（16日以後生まれ）

R１年11月前半生まれ（15日以前生まれ）

R１年５月前半生まれ（15日以前生まれ）

R１年５月後半生まれ（16日以後生まれ）

Ｈ30年９月前半生まれ（15日以前生まれ）

Ｈ30年９月後半生まれ（16日以後生まれ）

Ｈ30年３月前半生まれ（15日以前生まれ）

Ｈ30年３月後半生まれ（16日以後生まれ）

Ｈ29年３月前半生まれ（15日以前生まれ）

Ｈ29年３月後半生まれ（16日以後生まれ）

10か月児

２歳児

3歳児

１歳
6か月児

健診名 日　程 受付時間 対　象 持ち物

母子健康手帳、問診票、バスタオル、
どんぐり手帳

母子健康手帳、問診票、バスタオル、
どんぐり手帳

母子健康手帳、問診票、どんぐり手帳

母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、
コップ、タオル、どんぐり手帳

母子健康手帳、問診票、目と耳に関するアンケート、
尿（郵送した用紙・容器をお使いください)、どんぐり手帳

〔会場〕茅野市健康管理センター
☎82－0105


