問合せ

とき

大会実行委員会

4 19
月

茅野商工会議所

☎72−2800

日（日）午前９時〜午後４時

ところ 茅野市運動公園
このイベントは、市販車に最小限の改良を
加えた車両で安全にタイムを競います。
会場の運動公園では「クルマを楽しむ」イ
ベントや飲食コーナーで１日楽しめます。
詳しくは上のQRコードからホームページ
をご覧ください。

※新型コロナウィルス感染症の動向によっては
中止の可能性もあります。

〜広葉樹の広がる里山を育てよう〜

市民の森
申込・問

第13回森開き

環境課 環境保全係 ☎72−2101（内線263）
FAX82−0234 Eメール kankyo@city.chino.lg.jp
上川
中大塩団地

ビーナ
スライ
ン

周辺案内図

北大塩口

中大塩

身近な里山で自然とふれあってみませんか。
皆さんご参加ください。

南大塩
豊平小

グリーンライン
福沢
工業団地

市民の森

小泉山
神の原

諏訪東京理科大
←至
諏訪南清掃センター

鬼場橋
御座石神社
至茅野市街↓

4 25

米沢小

山寺上
JAピアみどり

粟沢橋

とき
月
日
（土）午前９時〜正午
※雨天の時は４月26日
（日）
に延期
ところ 市民の森（吉田山） 集合場所 水車小屋
主催 市民の森を創る会、茅野市
参加費 無料
持ち物 散策のできる服装、運動靴、手袋、雨具、飲み物等
内容 ★コナラの苗畑づくり ★ウォークラリー ★オリジナルバッジづくり
申込方法 ４月21日
（火）
までに、氏名、住所、参加人数、雨天延期の際の連絡
先を上記申込先へお申し込みください。

市民の森ガイドブック
ガイドブック「市民の森に集う」
（NPO法人八ヶ岳森林文化の会
製作）は茅野市役所環境課にて
無料で配布しています。
市民の森で散策や自然観察をす
るとき、里山の役割や動植物に
ついて知りたいときにご利用く
ださい。

広報ちの

2020.4
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イベント・募集
市民に寄り添う広報紙を目指して

募集「広報ちの」読者アンケート
問 地域戦略課 広報戦略係 ☎72−2101（内線235）

より見やすく役立つ情報を市民の皆さんにお届けす
るために、現在の「広報ちの」に対するご意見を募
集します。
回答方法 今号に挟み込まれているハガキを記入し
て、郵送してください。市役所に直接持参も可。
締切 ４月30日
（木）※消印有効

蓼科高原映画祭 短編映画コンクール
を一緒に盛り上げましょう！
応募・問 観光まちづくり推進課観光係 ☎72−2101（内線423）
メール kanko@city.chino.lg.jp
2020年９月に開催される
第23回小津安二郎記念・
蓼科高原映画祭・短編映
画コンクールにて、作品
審査をする一般審査員を
募集します。
個性豊かな短編作品を見
て、新たな才能を発掘し
ませんか？
◆応募資格
パソコンやスマートフォンで５月〜７月上旬の間に作品を視
聴し、審査できる方。（高校生以上）
◆応募方法
住所（市町村名）
、氏名（ふりがな）、年齢（年代でも可）
、職業、
ひとこと
（志望理由など）を明記し、
「短編映画コンクール審
査員希望」のタイトルにて上記応募先へメールでご応募くだ
さい。
◆募集締切
４月20日
（月）
映画祭ホームページに審査要綱をアップしま
すのでご確認ください。
◆短編コンクールに関する問合せ先
蓼科高原映画祭短編委員会
メールアドレス：tateshina.tanpen@gmail.com
☎ 050−7127−6622（担当矢島）
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イベ 永明寺山 カタクリ観察と
ント キノコ菌打ちイベント
申込・問 環境課 環境保全係 ☎72−2101（内線263）
FAX82−0234 Eメール kankyo@city.chino.lg.jp

永明寺山ふれあいの森を創る会では、永明寺山に咲く
カタクリの花の観察と、間伐材を使ったキノコの菌打
ちを行うイベントを開催します。お昼には豚汁の会食
もありますので、皆さんご参加ください。
とき

4 19
月

日
（日）

午前９時〜午後０時30分 ※小雨決行
ところ 永明寺山ふれあいの森
集合：城山団地内グラウンド（城山公民館裏）
主催 永明寺山ふれあいの森を創る会
持ち物 山歩きのできる服装、軍手、金槌・木槌、飲み物など
申込方法 ４月15日
（水）
までに氏名、住所、中止の際
の連絡先を上記申込先へお申し込みください。

募集

市民の森を創る会の会員を
募集します

申込・問 環境課 環境保全係 ☎72−2101（内線263）
FAX82−0234 Eメール kankyo@city.chino.lg.jp

↑市民の森の紹介
ページがご覧いた
だけます。

↑イベント運営のお手伝い

→市民の森内の施設整備の
お手伝い

市民の森を創る会はどんなことをするの？
・森開きや育林祭などのイベントの企画・運営
・遊歩道、休憩所、ベンチなどの施設の設置・維持
応募方法 氏名、住所、生年月日、電話番号を上記
までご連絡ください。

茅野市役所庁舎内の配置が変わりました
こども課、幼児教育課、学校教育課、生涯学習課の場所が以下のように変わります。

組織改正
4月1日から変わります。
地域福祉課 福祉総務係 → 福祉21推進係に変更
観光まちづくり推進課 観光係、観光交流係
→ 観光係へ統合
国県関連事業推進室を廃止 → 建設関連事業推進課を新設

令和２年４月１日より

『おやすみ館』が新築移転します
問合せ

幼児教育課 幼児教育係

開所日 月曜日〜金曜日（祝日を除く）
開所時間 午前８時〜午後６時

☎72−2101（内線623）

塚田医院併設の病児・病後児保育施設『おやすみ館』が、
令和２年４月１日から、諏訪中央病院の東側に新築移
転します。
☆病児・病後児保育とは・・・？
お子さんが病気または病気回復期にあり、保育ができ
ない期間で、生後６ヶ月から小学校６年生までのお子
さんを一時的に預かり、保育を実施することです。

▲開所に向け工事が進むおやすみ館

利用について
利用には事前登録と予約が必要になります。
事前登録の際に茅野市病児・病後児保育利用登録票を提出し
ていただきます。
利用にあたっては、事前にかかりつけ医を受診し、医師連絡
票を作成していただき、おやすみ館に提出してください。

至 運動公園
至 玉川小

諏訪中央病院

対象児童
・生後６ヶ月〜小学校６年生までの子ども。
・病気または病気回復期であり、病院等で入院する程ではない
が安静にしている必要がある子どもで、保護者の方が仕事や
疾病等により、家で育児ができない場合に利用できます。
予約方法、持ち物等の詳細につきましては、ホームページをご
確認ください。

介護老人福祉施設
ふれあいの里

おやすみ館
▲上記の場所へ移転します。

広報ちの
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募集・お知らせ

募集

市内在住もしくは在学の中学生・高校生世代対象

茅野市ぼくらの未来プロジェクト
新メンバー募集！

「茅野市ぼくらの未来プロジェクト」とは、中高生世代
がまちづくりについて考え、意見を出し合い、行政や
地域の皆さんと協力しながら実践していくプロジェク
トです。
中高生世代の感性や発想を活かして、年齢や学校の枠
を超えて集まった仲間たちと年間を通じて活動してい
きます。一緒に活動してくれる新規メンバーを募集中
です。

定例会 月に１、２回行います。
活動場所 主に茅野駅前ベルビア２階
「CHUKOらんどチノチノ」及び３階会議室
希望者は上記問い合わせ先までお申し込みください。

お知
らせ 狂犬病予防集合注射
犬の飼い主は、毎年１回４月〜６月までに狂犬病予
防注射を受けさせることが法律で義務づけられてい
ます。この期間に必ず予防注射を受けましょう。
会場・時間
登録済みの方には集合注射の案内はがきが送付さ
れますのでご確認ください。今回新たに犬を飼わ
れた方も登録と注射が同時に行えます。詳しくは
茅野市公式ホームページをご覧いただくか、環境
課までお問い合わせください。
持ち物
・案内はがき
・料金 3,600円（注射料金と注射済票交付手数料）
※初めての方は新規登録手数料3,000円
が追加されます。
集合注射を受けられないときは
必ず動物病院で注射を受け、獣医さんが発行する
注射済証（証明書）を市役所環境課窓口に持参し、
手続きをしてください。登録をしていない犬は、
市役所で登録を済ませてから注射を受けるように
してください。

9

広報ちの

2020.4

申込・問 こども課こども係 ☎72−2101（内線612）

茅野市子ども会育成連絡協議会では「子どもが主役の
子ども会」の普及拡大を目的に、茅野市リーダースクラ
ブ
（ＣＬＣ）
の中高生が企画する集団遊びの体験講座『ジ
ュニアリーダー養成コース』の参加者を募集します。
お子さまと相談の上、ジュニアリーダー養成コースへ
の入会をご検討ください。
活動内容 少年リーダー研修（１泊２日）、クリスマス会
など年６回程度の活動
申込方法 参加料（1000円）を添えて事務局へお申し込
みください。

※パンフレット兼申込書は、市内小学校にて配布されるほか、
市ホームページからダウンロードできます。
その他 保護者の皆様には会場までの送迎をお願いします。
参加は子どものみですが見学は自由です。

お知
らせ

農耕作業用自動車の
ナンバー登録について
問 税務課 諸税係 ☎72−2101（内線180）
←廃棄する場合や車両を買い替
える場合にも手続きが必要とな
ります︒

問 環境課 公害衛生係 ☎72−2101（内線265）

ジュニアリーダー養成コース
参加者募集！
←８月に実施したキャンプ
でのキャンプファイアーの
様子︒レクリエーションや
キャンプ︑モノづくりやお
菓子作りなどのプログラム
を実施しています︒

←中高生が企画・運営した
﹁愛 し て る ぜ 茅 野 ミ ー テ ィ
ング2019﹂の様子︒そ
の他に︑冒険遊び場のプレ
イパークの開催・運営など
を行っています︒

申込・問 こども課こども係 ☎72−2101（内線612）

募集

市内在住の令和２年度小学校5、6年生対象

トラクターや薬剤散布車等の農耕作業用自動車（小型
特殊自動車）は、道路を走行する、しないに関わらず、
所有していれば申告および納税をする義務があります。
市役所税務課の窓口にて申告を行い、ナンバープレー
トの交付を受けてください。
【対象となる車両】
最高速度が時速35km未満で、乗用装置の装備された
車両。原動機のみを有しているハンドトラクター等は
対象外。
【ナンバーの交付申請方法】
申請場所 市役所２階 税務課諸税係窓口
（19番窓口）
持ち物 所有者と使用者の印鑑、販売・譲渡証明書
（押
印してあるもの）
、届出者の身分証明書

４月から
スマートフォン等のアプリから
市税等の納付ができます。
対象 市県民税、固定資産税・都市計画税、
軽自動車税、国民健康保険税

スマートフォン等のアプリから納付とは
●いつでもどこでも、納付が可能

●電子マネーで納付ができる

●納付の履歴が確認できる

市役所・各地区出張所や金融機関、コンビニエンスストア等の窓口に出向いていただくことなく、スマート
フォン等で納付書のバーコードを読み取り納付することができます。
※事前に、スマートフォン（もしくはタブレット）に無料の専用アプリをインストールし利用登録・利用可
能金融機関の口座設定等を行ってください。

用意していただくもの
●納付書（バーコードの記載があるもの）

●LINE Pay、PayPayが入ったスマートフォン

ただし、以下の納付書は対象外です。
・納期限が過ぎたもの
・額面が使用上限（30万円）を越えるもの

各アプリはGoogle PlayまたはAppStoreからダウン
ロードができます。
利用には登録やログイン、チャージが必要です。

利用方法（LINE Pay）

利用方法（PayPay）

①LINEPayのお財布マーク「ウォレット」タブ内
の「請求書支払い」をタップします。
②納付書のバーコードを読み込みます。
③支払金額を確認し「支払う」をタップします。
④支払完了画面が表示されます。
⑤納付の履歴は、支払履歴から確認できます。
※詳細はLINE Payご利用ガイド
をQRコードからご覧ください。

①ホーム画面からスキャンボタンをタップして、スキャ
ン画面を立ち上げます。
②納付書のバーコードを読み込みます。
③支払金額を確認し「支払う」をタップします。
④支払完了画面が表示されます。
⑤納付の履歴は取引履歴から確認できます。
※詳細はPayPay株式会社ホームページ
をQRコードからご覧ください。

注意事項
※領収書は発行されません。アプリ内の取引履歴等にてご確認ください。領収書（軽自動車税につきま
しては継続検査に必要な納税証明書）が必要な方は、スマートフォン等の決済用アプリ以外の納付方
法（金融機関等）をご利用ください。
※スマートフォン等の決済用アプリからお支払をされた場合は、納付書に印字等がされませんので、再
度お支払をしないようご注意ください。
※納付の取り消しはできませんのでご了承ください。

問合せ
税務課 収納管理係

☎72−2101（内線 192・193）
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お知らせ
助成金があります

お知
募集
らせ

姉妹都市 千葉県「旭市」へ
行こう!!

お知
らせ

問 市民課 市民係 ☎72−2101（内線256）

茅野市図書館
平日の開館時間が変わります
問 茅野市図書館 ☎72−9085

姉妹都市提携を結んでいる
千葉県旭市へ行かれる方へ
宿泊代の助成を行っていま
す。
昨年までは４施設が対象で
したが、18施設に拡大し、
姉妹都市交流の推進を図り
ます。
助成額
大人
3,000円、
小学生 2,250円、
未就学児1,750円を上
限とし宿泊費の2分の1
以内
対象 宿泊日に茅野市に住民登録があり、旭市内の対象
宿泊施設に仕事等での目的以外に宿泊された方。
申請方法 申請は宿泊後となります。申請書に必要事項
を記入し、宿泊終了から60日以内に領収書の
原本と合わせて市民課へ提出してください。
詳細はホームページに掲載しています。ご不明な点は
お問い合わせください。

「ビーナチャンネル」はLCV
11chで放送しています。

ビーナチャンネル
番組表

放送内容・時間等は予告なく

LCV11ch

変更する場合があります。

基本放送スケジュール
00分〜 行政インフォメーション
トピックス
20分〜 投稿ビデオコーナー
30分〜 文字放送
※午前６時〜翌日午前１時まで
１時間プログラムを繰り返し放送しています。

放送期間

放送内容

４月1日

●令和２年度茅野市予算の概要

〜４月7日

●塩分測定器貸し出しの紹介

４月8日

●令和２年度茅野市予算の概要

〜４月14日

●キノコ観察会のお知らせ

４月15日

●マイナンバーセンター開設

〜４月21日

●茅野市みんなのまちづくり支援事業補助金

４月22日

●マイナンバーセンター開設

〜月末

●各種検診のご案内

問

11

こんにちは茅野市です

てれびーな

地域戦略課広報戦略係
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☎72−2101
（内線235）

茅野市図書館の平日の開館時間が、４月１日から変更
になります。

平日 午前９時30分〜午後６時
土日・祝日 午前10時〜午後６時（変更なし）

お知
らせ

乳がんから身を守りましょう！

乳房エコー検診（集団検診）

申込・問 健康づくり推進課（健康管理センター内）☎82−0105

対象者 30歳〜40歳の女性
（昭和55年１月〜平成２年12月生）
日程 6月〜12月の指定日（ホームページまたは各種
検診のご案内をご確認ください。
）
検診場所 健康管理センター
検診内容 超音波検査
（エコー）
で乳房の状態を見ます。
女性検査技師が対応します。
自己負担額 500円
申込期間 ４月６日
（月）
〜
申込方法 電話で受付します。
※定員になり次第、受付を終了します。
（１日当たり
の定員は42名です）
★次に該当する方は検診を受けることができません。
直接医療機関を受診してください。
・自覚症状のある方（しこり、乳頭分泌、乳頭の湿疹
様変化があるなど。
）
・乳房の疾患で治療中、経過観察中の方
・妊娠中または妊娠の可能性のある方
・授乳中の方
・豊胸術などで乳房内に人工物
（異物）
が入っている方
・乳がん手術後または治療済の方
（術後10年が経過し、
経過観察もしていない方は、受けられる可能性があ
りますのでご相談ください）

お知らせ

お知 高齢者の肺炎球菌定期予防接種
募集
らせ

お知
らせ

子どもの予防接種

問 健康づくり推進課（健康管理センター内）☎82−0105

問 健康づくり推進課（健康管理センター内）☎82−0105

補助額 3000円（自己負担：5000円〜7000円）
※生活保護を受けている方・市民税非課税世帯の方
は補助額8000円となります。8000円の補助を
受ける方は事前にお申込みください。
対象 ★過去に一度でも接種したことがある方は対象外
①令和２年度に次の年齢になる方
65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、
95歳、100歳
※上記の方には５月に個別通知をします。
②接種日に60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼
吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度
に制限される程度の障害を有する方およびヒト
免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活
がほとんど不可能な程度の障害を有する方（身
体障害者手帳１級相当）
接種期間
令和２年４月１日
（水）
〜令和３年３月31日
（水）
（休診日を除く）
接種場所 市内医療機関

１歳児・年長相当年齢児は、麻しん風しん予防接
種の対象です
指定医療機関で接種してください。年長相当の方に
は４月から５月に市から個別通知をします。

お知
らせ

満３歳・年少、年中相当年齢児（１期）
・小学校4年
生もしくは高校３年生
（２期）
は、日本脳炎予防接
種の対象です
全４回の接種が必要となります。
対象の方へ案内・通知を送りますので、接種を受け
てください。※今年から学校では実施しません。
特例措置について
「日本脳炎予防接種」は、中止していた期間がある
ため、年齢により特例措置があります。
平成12年〜平成19年４月１日までに生まれた20歳
未満の方、平成21年10月１日以前に生まれた13歳
未満の方は１期（３回目）までの不足分を公費で接
種できます。合計４回の接種が必要です。お問い合
わせください。
小学校６年生は二種混合予防接種の対象です
指定医療機関で接種してください。小学６年生の方
には4月から5月に市から個別通知をします。※今年
から学校では実施しません。

アクアランド茅野カルチャーセンター
令和２年度前期 受講生募集
問 アクアランド茅野カルチャーセンター ☎73−7245（受付は午前９時〜午後８時 日曜休館）

申込はセンター窓口にて受け付けます。内容等詳細についてはお問い合わせください。
講 座 名

受付開始
月

３

日

27

日

程

定員

受講料等

ウェルカム英会話
〔講師：松木美代子〕

5月18日〜7月20日 毎週月曜日
（全10回）19：15〜20：45

20名

5,000円

5月 7日〜7月16日 毎週木曜日
（全10回）13：30〜15：00

20名

5,000円

太極拳
〔講師：笠原一代〕

5月12日〜7月21日 毎週火曜日
（全10回）10：00〜11：30

30名

5,000円
5,000円

気功
〔講師：林昭春〕

5月12日〜7月21日 毎週火曜日
（全10回）13：30〜14：30

25名

楽しくニーハオ
〔講師：王崇娟〕

（全12回）19:00〜20：30
5月 7日〜7月30日 毎週木曜日

15名

6,000円

≪水中運動≫
アクアビクス
〔講師：西條まゆ美〕

5月11日〜7月20日 毎週月曜日
（全10回）10：00〜11：00

40名

5,000円
入場料別途

4月24日〜7月17日 毎週金曜日
（全11回）① 9：30〜10：30

40名

5,500円
入場料別途

4月24日〜7月17日 毎週金曜日
（全11回）②11：00〜12：00

40名

5,500円
入場料別途

15名

6,000円

50名

6,000円

≪水中運動≫
アクアウォーキング
〔講師：土橋珠美〕

（全12回）10：00〜11：45
ストレッチ体操
〔講師：土橋 珠美〕 4月27日〜7月20日 毎週月曜日
シニア向けコンディショニング
〔講師：土橋珠美〕

（保育付・10ヶ月以上）
（金） ハッピーエアロ
〔講師：土橋珠美〕

女性のためのボディメンテ
〔講師：土橋珠美〕
ステップ台
〔講師：土橋珠美〕

4月27日〜7月20日 毎週月曜日
（全12回）13：30〜15：00
4月15日〜7月22日 毎週水曜日
（全13回）10：00〜11：45

50名うち 6,500円
保育室1人
保育20名 2,000円

4月15日〜7月22日 毎週水曜日
（全13回）13：30〜15：15

50名

6,500円

4月16日〜7月30日 毎週木曜日
（全14回）10：00〜11：45

40名

7,000円

4月18日〜7月25日 毎週土曜日
（全14回）10：00〜11：45

40名

7,000円
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茅野市情報プラザ 〜ICT講習会参加者募集のお知らせ〜

Windows10を使用

この春から始めよう！ パソコン入門講座
講座名

内

パソコン入門

申込方法

容

講習日程

時

間

１組
マウス操作、
文字入力の ６回
方法、
インターネットを 5/ 8（金） 午後１時30分
〜
検索してwebページを 5/12（火）
３時30分
見たり、
名所の地図を探 5/15（金）
２組
す方法、
メールをやり取 5/19（火）
午後７時00分
りする方法等基本を学 5/22（金）
〜
びます。
5/26（火） ９時00分

会

場

受講料

申込期間

対

象

・定員各12名
茅野市情報
３月24日（火） （先着順）
受講料
プラザ
・諏訪地域在住で、
〜
2,000円
全日程受講可能
（公立諏訪東京
＋テキスト代 ４月25日（土） な方
理科大学内）
・パソコン初心者

・電話でお申し込みください。
・午前10時〜午後５時30分・月曜日は休館日
・申し込み時に、氏名・年齢・電話番号等を確認します
・応募少数の場合は中止させていただく場合もありますのでご了承願います

申込・問 茅野市情報プラザ ☎82−7602 茅野市豊平5000−1 公立諏訪東京理科大学 生涯学習センター内

コラム

医療の現場から
心不全って知っていますか？

諏訪中央病院 リハビリテーション科

理学療法士

藤森 正俊

心不全とは『心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気』と定義されて
います。初期に見られる症状にむくみ・息切れがあり、だるさや疲れやすさという症状が出ることもあります。心
不全は一度発症すると、良くなったり悪くなったりしますが、完治はしません。
心不全の原因は高血圧や高脂血症、糖尿病等の生活習慣病と関連しています。心不全を発症・再発させないために
生活習慣病の予防や治療が大切となります。この心不全が近年さらに増えていくと言われています。
＜心不全になったら＞
心不全の患者さんは、心臓の働きが低下し安静生活を続けたことによって運動能力や調節機能の働きも低下します。
退院してからすぐには強い活動はできず、どの程度活動しても大丈夫なのか等の不安もあります。これらに対して
心臓リハビリ（運動療法や生活指導・カウンセリング等を含む）で適切な負荷の運動療法を行うことで、活動量や
生活の質を改善するだけでなく、再入院率の減少や動脈硬化性疾患の予防、長期的な生命予後を向上させる治療効
果があります。
＜どのくらい運動していいの？＞
「そもそも心臓リハビリって心臓を鍛えるの？」
「心不全になっても運動していいの？」とわからない方も多く、心
臓リハビリの認知度はまだ低いのが現状です。心不全症状に合わせて運動の負荷量が違いますが「息がはずむ程度」
で疲労感が「楽である〜ややきつい」を超えない程度のウォーキングや筋力運動が望ましいとされます。しかし高
負荷で頑張り過ぎると、心臓への負担が大きく逆効果となってしまうために注意が必要です。
＜心不全外来（水曜午後）のご案内＞
近隣開業医から患者さんをご紹介いただき、循環器医師による診察やＣＴ・血液検査があり、理学療法士は筋力や
柔軟性等のチェック、必要に応じて簡単にできる運動・ストレッチの指導をします。その後希望者には看護師・栄
養士・理学療法士等による心不全教室を開催しています。心不全の方や生活習慣病の方、「どんな運動をしたらい
いの？」
「体に良い事、悪い事を教えて欲しい」そんな場合は、かかりつけ医や循環器医師へご相談いただき、心
不全外来・教室参加をご検討ください。心不全になってもイキイキとした生活を続ける、住み慣れた場所で自分ら
しい暮らしを最後まで続けることができるように、私たち心不全チームがサポートさせていただきます。
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読書活動で「ことばとこころ」を育てましょう。
４月23日（木） 子ども読書の日
４月23日（木）〜５月12日（火） こどもの読書週間
2020年読書週間の標語

出会えたね。とびっきりの１冊に。

４月23日を「子ども読書の日」、４月23日から５月12日
までを「こどもの読書週間」（主催：公益社団法人 読書推
進運動協議会）として、全国で子どもの読書活動を推進し
ています。
茅野市では、読書活動を市の教育施策の重点に位置づ
け、読書活動推進組織

読書の森 読りーむinちの

と公民

協働で、出生時と４ケ月の赤ちゃんにファーストブックを、
小学校１年生の児童にセカンドブックをプレゼントしてい
ます。
市内の園、小・中・高等学校では「朝の絵本の時間」
「朝
読書」を日課として行い、読書に親しむ子どもたちが育ってきています。地域でも図書館分室・地区こども
館等のおはなし会が活発に行われています。子どもの読書習慣を身につけていくために、ご家庭でもお子さ
んと一緒に本を読む時間を大切にしてほしいと思います。

と

き

ところ

４月25日（土） 午前10時30分〜11時30分
茅野市図書館

おはなしのへや

図書館・こども読書活動応援センター職員による手遊び、パネルシアター、
紙芝居、大型絵本の読み聞かせなどでお話を楽しみましょう。
おはなし会に参加したお子さんには、お楽しみプレゼントがあります。お
すすめの本との出会いも楽しんでください。

市内の園、小中学校、各地区コミュニティーセンター内の図書館分室・地区こども館では、子ども読
書の日・こどもの読書週間中に、読書を推進する取組みを行います。また、期間外にも子ども向けのお
はなし会を開催しています。
日時と内容については、茅野市こども読書活動応援センター（市図書館内）に問合せください。また広
報ちのやホームページにも掲載しています。ご覧ください。
問合せ

茅野市こども読書活動応援センター（茅野市図書館内）

☎75−1250

Ｅメール：dokushoc@city.chino.lg.jp
茅野市

生涯学習課生涯学習係

☎72−2101（内線633）
Ｅメール：shogaigakushu@city.chino.lg.jp
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