
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

8月26日（水）
10：00～12：00

図書館 開館時間　平日9：30～18：00　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

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！

おなかの赤ちゃん
おはなし会

3才以上の方なら
どなたでも

8月1日、15日
22日（土）
10：30～

8月1日、15日
22日（土）
11：00～

0、1、2才のお子さん
と保護者の方

これから赤ちゃんを迎
えられる家族の皆さん

どなたでも

8月15日（土）
13：30～

8月8日（土）
10：30～

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。

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。

女性就業相談日

こども通信
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子育て中のママの就労に関する悩みを相談できます。
専門の女性相談員が相談にのります。

各イベント再開にあたり、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、人数制限（先着順）を行い
ます。ご了承ください。



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

イベント名 日　時 内　容対　象

おはなし会
「えほんとなかよし」

絵本で子育て
～絵本の魅力と
　読み聞かせの基本～

遊びの広場
「夏まつり」

８月20日（木）
10：00～11：00
受付9：30～

８月４日（火）
10：30～

８月25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。

持ち物：上履き靴（親子）、着替え、水分

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。

「体と心をぎゅーだっこ」参加者募集「体と心をぎゅーだっこ」参加者募集
親子でしっかり向き合い、楽しみながら一緒に体を動かすなかで、子どもの心と行動を受け
止める言葉がけや関わり方を見つけます。子どもの成長を幸せに感じる素敵な時間を作って
いきましょう。
　
■対　象　歩けるようになってから就園前の子どもと親
■定　員　10組（定員になり次第締め切ります）
■日　程　全８回（下記のとおり）※８回の連続講座です。
■時　間　午前10時～11時　午前９時30分から受付
■会　場　茅野市家庭教育センター（茅野市塚原１－９－16）
■講　師　酒井久美子さん（親子運動指導員）
■費　用　無料
■持ち物　上履き（親子とも）、飲物、汗ふきタオル、ぞうきん２枚
■その他　この講座には託児がありません。講座に参加されない兄弟がいるご家庭はどなた
　　　　　かに見ていただきご参加ください。
■申込期間　令和２年８月３日（月）午前10時～
■申込・問　家庭教育センター
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内容期日

9月　4日（金）

9月11日（金）

9月18日（金）

9月25日（金）

10月　2日（金）

10月　9日（金）

10月16日（金）

10月23日（金）

いろいろな身近な用具を使って、親子

で楽しく体を動かして遊びます。

こんなものを使います…

牛乳パック、ぞうきん、短縄、

ボール　など

こんなものを使います…

牛乳パック、ぞうきん、短縄、

ボール　など



（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。

〔会場〕茅野市健康管理センター　☎82－0105
　※　受付時間は個別に通知します。確認してご来場ください。

予防接種

8月　5日（水）

8月26日（水）

8月17日（月）

8月25日（火）

8月31日（月）

8月　6日（木）

8月24日（月）

8月　3日（月）

8月28日（金）

乳幼児健康診査

4か月児
Ｒ2年３月後半生まれ（16日以降生まれ）

Ｒ2年４月前半生まれ（15日以前生まれ）

Ｒ1年10月前半生まれ（15日以前生まれ）

Ｒ1年10月後半生まれ（16日以降生まれ）

Ｈ31年２月生まれ

　※８月は１回のみとなります。

Ｈ30年８月前半生まれ（15日以前生まれ）

Ｈ30年８月後半生まれ（16日以降生まれ）

Ｈ29年８月前半生まれ（15日以前生まれ）

Ｈ29年８月後半生まれ（16日以降生まれ）

10か月児

２歳児

3歳児

１歳6か月児

健診名 日　程 対　象 持ち物

母子健康手帳、問診票、バスタオル
※ファーストブックプレゼントがあります。

母子健康手帳、問診票、バスタオル

母子健康手帳、問診票

母子健康手帳、問診票

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)

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

８月19日（水）

８月　4日（火）

８月18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。

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

受付時間
午後１時15分
～午後１時50分

４月から医療機関での
接種となっています。

日本脳炎は、８月１日から医療機関でも接種可能となります。事前に予約が必要です。
実施医療機関はホームページでご確認ください。

診察時間

※受付時間を過ぎる
　と接種できません。

午後１時30分～

〔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、体温計
　　　　※BCGは抱っこ紐をお持ちいただくとスムーズです。

☎82－0105健康管理センターの相談・教室

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。

8月　4日（火）

8月　5日（水）

8月19日（水）

8月18日（火）

8月26日（水）

8月20日（木）

午前10時～午前11時15分

午前10時～午前11時15分

午前9時30分～午前11時
＊親子ふれあい遊び 午前10時30分～11時

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

宮川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

北山地区コミュニティセンター

日　　時 問い合わせ会　　場

相談・教室 日　時 内　容 持ち物

8月21日（金）
10：00～11：30

8月4日（火）
10：00～11：30

8月7日（金）、21日（金）
9：00～11：00

育児相談、栄養相談、身体計測
※予約制となりました。

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、バスタオル

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
【要予約】

マタニティ相談

ごっくん・もぐもぐ
　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

新型コロナウイルス感染の拡大があった場合、下記の事業が中止となる場合があります。
お越しになる前に茅野市ホームページでご確認いただきますようお願いします。
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観光に関わる宿泊施設、飲食店等に「茅野あんしん認証」を導入しました。

　新型コロナウイルス感染症は日本全国の観光業にも大きな影響を与え、茅野市でも2020年

の春から夏にかけて、施設自粛を余儀なくされてきました。緊急事態宣言が解除されて、徐々

に営業再開をする施設も増えてきましたが、まだウイルスが完全になくなったわけではありま

せん。

　観光客のみなさまにとっても市民のみなさまにとっても、安心で、安全な観光とはなにか。

それを示すための取り組みとして、地域おこし協力隊を中心とするちの観光まちづくり推進機

構では、茅野市や市内の観光事業者とともに、感染予防の専門家の助言をいただきながら

「Withコロナスタンダードちの委員会」を立ち上げました。

　委員会では新型コロナウイルス感染症拡大防止のための明確な基準を示し、その基準をクリ

アした施設を認定する「茅野あんしん認証」を導入することにしました。（対象事業者：市内観

光事業者、宿泊事業者、飲食事業者および機構会員事業者）

　具体的には、各施設に対し衛生管理の理解・対策の実行に関する申告を求めたり、スタッフ

の講習の修了や施設ごとのマニュアルの作成を条件として、専門家による審査をおこなったり

したうえで、STEP1～STEP3の認定証を授与します。

　認証を受けた施設では、施設内のカウンターやWebサイト上で認定証を掲示することができ

ます。事業者の皆さんのPRにご活用ください。また、９月以降に市民の方が認証施設を体験す

るモニターツアーや、全国広告も予定しております。

　この認証を導入することにより、茅野市内の観光施

設が感染症対策に関する意識を高め、「安心・安全な茅

野の観光」を実現して参ります。

　ご理解とご協力を、よろしくお願いいたします。

「茅野あんしん認証」についてのお問い合わせは、

Withコロナスタンダードちの委員会

事務局：（一社）ちの観光まちづくり推進機構

　　　　（担当：渡辺）

TEL：0266－73－8550

Mail:anshin@chinotabi.jp

Web:http//navi.chinotabi.jp/news/7699/

↑「茅野あんしん認証」認定証のイメージ

見　本


