
４月23日（金）は子ども読書の日
４月23日（金）～５月12日（水）はこども読書週間

子どもの予防接種

【健康管理センターでの集団接種（ＢＣＧ、日本脳炎）】
　●４月から受付時間が午後１時15分～１時40分に
　　変更になりました。
　●予約制になりました。電話で予約してください。

　
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し
ます。

　
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し
ます。
※学校では実施しません

　
指定医療機関での接種と、健康管理センターでの集団
接種があります。
対象の方へご案内、もしくは個別通知します。

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

小学校６年生は二種混合予防接種の対象です

満３歳・高校３年生（２期）は、日本脳炎予防接種
の対象です

問　健康づくり推進課（健康管理センター内）☎82－0105

2021年こども読書週間標語「いっしょによもう　いっぱいよもう」2021年こども読書週間標語「いっしょによもう　いっぱいよもう」

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、読書を推進する取り
組みを行います。
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、ホームページにも掲載しています。ご覧くだ
さい。

問　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
　　読書の森　読りーむ in ちの事務局（生涯学習
　　課内） ☎72－2101（内線635）
　　Ｅメール：shougaigakushu@city.chino.lg.jp
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日本脳炎ワクチンは製造上の問題により、一時出荷
調整が行われます。ワクチン不足が見込まれるため、
以下の方の接種を優先します。
　●１期１回目、２回目の接種の方
　●定期接種ギリギリの方（１期の７歳半未満、２期
　　の13歳未満、特例の20歳未満)
※３回目の接種は、２回目から１年以上あいても問
　題ありません。７歳半まで余裕のある方は、接種
　予定の延期をお願いします。
※現在出荷されているワクチンに問題はありません。

　
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13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。20歳までに４回の接種が必要です。
お問い合わせください。

子ども読書の日
茅野市図書館　特別おはなし会
と　き　４月24日（土）
　　　　午前10時30分～11時30分
ところ　茅野市図書館　閲覧室
定　員　25名　
申込期間　４月３日（土）午前10時～
申込・問　こども読書活動応援センター
　　　　　☎75－1250
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組みを行います。
日時と内容については、茅野市こども読書活動応援
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子ども読書の日
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こども通信
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図書館 開館時間　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 定員

０・１・２おはなし会

おはなしわーるど

紙芝居だいすき！

3才以上の方なら
どなたでも

4月3日（土）
10：30～

4月3日（土）
11：00～

4月10日（土）
10：30～

0、1、2才のお子さ
んと保護者の方

６組

６組

６組

５組

25組

20名

どなたでも

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。

０１２３広場
今月はイベントはありません。

開館時間　10：00～17：00　休館日　木曜日
☎71-1661

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」
　【要予約】

遊びの広場
「はじめの会
　（一緒に遊ぼう）」
　【要予約】

子育て
　　はじめの一歩
　【要申込】

就園前の子ども
と保護者

就園前の子ども
と保護者

就園前のこども
を持つ保護者･
これから親にな
る方

会場：家庭教育センター
持ち物：上履き（親子）、水分、着替え

４月15日（木）、
10：00～11：00
【予約開始】
４月１日（木）
10：00～

5月14日（金）、21日（金）、
28日（金）、6月4日（金）、
11日（金）、18日（金）
（全6回の
　連続講座です）

４月６日（火）
10：30～

「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。

就園前の子育てについて、これだけは知っ
ておきたいエッセンスがいっぱいつまった
講座です。託児がありますので申込時に予
約してください。定員20名（定員になり次
第締め切ります。）詳しくはお問い合わせく
ださい。

定員



４月23日（金）は子ども読書の日
４月23日（金）～５月12日（水）はこども読書週間

子どもの予防接種

【健康管理センターでの集団接種（ＢＣＧ、日本脳炎）】
　●４月から受付時間が午後１時15分～１時40分に
　　変更になりました。
　●予約制になりました。電話で予約してください。

　
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し
ます。

　
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し
ます。
※学校では実施しません

　
指定医療機関での接種と、健康管理センターでの集団
接種があります。
対象の方へご案内、もしくは個別通知します。

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

小学校６年生は二種混合予防接種の対象です

満３歳・高校３年生（２期）は、日本脳炎予防接種
の対象です

問　健康づくり推進課（健康管理センター内）☎82－0105

2021年こども読書週間標語「いっしょによもう　いっぱいよもう」2021年こども読書週間標語「いっしょによもう　いっぱいよもう」

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、読書を推進する取り
組みを行います。
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、ホームページにも掲載しています。ご覧くだ
さい。

問　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
　　読書の森　読りーむ in ちの事務局（生涯学習
　　課内） ☎72－2101（内線635）
　　Ｅメール：shougaigakushu@city.chino.lg.jp

広報ちの　2021.427

日本脳炎ワクチンは製造上の問題により、一時出荷
調整が行われます。ワクチン不足が見込まれるため、
以下の方の接種を優先します。
　●１期１回目、２回目の接種の方
　●定期接種ギリギリの方（１期の７歳半未満、２期
　　の13歳未満、特例の20歳未満)
※３回目の接種は、２回目から１年以上あいても問
　題ありません。７歳半まで余裕のある方は、接種
　予定の延期をお願いします。
※現在出荷されているワクチンに問題はありません。

　
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13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。20歳までに４回の接種が必要です。
お問い合わせください。

子ども読書の日
茅野市図書館　特別おはなし会
と　き　４月24日（土）
　　　　午前10時30分～11時30分
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最終号

2017年から「地域おこし協力隊が行く！」として

連載してきましたが、今回が最終回となります。

今後も別の形で「観光まちづくり」について皆さ

んにお伝えしていきますが、ひとまずここで一区

切り。

茅野市で「住んでよし、訪れてよし」を理念とし

て掲げ、「観光まちづくり」の事業が立ち上がっ

たのは今からちょうど５年前。そこから、総勢15

名以上の地域おこし協力隊（および集落支援員）が

茅野市に集まり、茅野版DMOの取り組みが本格

的に動き出しました。

新しいブランドとしての「ちの旅」は、これまで

の観光とはちょっと違います。「ただ通り過ぎるの

ではなく、土地の暮らしを身近に感じられる旅」。

観光客向けにつくったコンテンツではなく、地域

に元々ある暮らしや文化、仕事こそが、魅力ある

体験となる。

住む人が、誇りをもって茅野の自然や、文化や、

暮らしや、仕事を語り、

訪れた人が、茅野の自然の、文化の、暮らしの、

仕事の、人のファンになる。

ちの観光まちづくり推進機構が手がける古民家宿

泊施設「ヤマウラステイ」も、体験型旅行プログ

ラム「ちの旅アクティビティ」も、過ごす時間を

丁寧に提案する「ちの旅オーダーメイドツアー」

も、すべてはそのために。

100年先も茅野が生き生きとしたまちであるため

の「観光まちづくり」を、これからも応援してく

ださい！

100年先も茅野が、生き生きとしたまちであるように――
　　　　　　　　　観光まちづくりは、はじまったばかりです！
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んにお伝えしていきますが、ひとまずここで一区

切り。
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に元々ある暮らしや文化、仕事こそが、魅力ある

体験となる。
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暮らしや、仕事を語り、

訪れた人が、茅野の自然の、文化の、暮らしの、

仕事の、人のファンになる。

ちの観光まちづくり推進機構が手がける古民家宿

泊施設「ヤマウラステイ」も、体験型旅行プログ

ラム「ちの旅アクティビティ」も、過ごす時間を

丁寧に提案する「ちの旅オーダーメイドツアー」

も、すべてはそのために。

100年先も茅野が生き生きとしたまちであるため

の「観光まちづくり」を、これからも応援してく

ださい！

100年先も茅野が、生き生きとしたまちであるように――
　　　　　　　　　観光まちづくりは、はじまったばかりです！
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〔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

4月14日（水）

4月27日（火）

4月13日（火）

4月30日（金）

4月　6日（火）

4月20日（火）

4月　8日（木）

4月22日（木）

4月　5日（月）

4月21日（水）

乳幼児健康診査

4か月児
Ｒ2年11月後半生まれ（16日以降生まれ）

Ｒ2年12月前半生まれ（15日以前生まれ）

Ｒ2年６月前半生まれ（15日以前生まれ）

Ｒ2年６月後半生まれ（16日以降生まれ）

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４月前半生まれ（15日以前生まれ）

Ｈ31年４月後半生まれ（16日以降生まれ）

Ｈ30年４月前半生まれ（15日以前生まれ）

Ｈ30年４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、バスタオル

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

日本脳炎

４月28日（水）

４月　9日（金）

生後５か月～12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 生後5か月～8か月）

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40分
※受付時間を過ぎ
　ると接種できま
　せん。

〔会場〕茅野市健康管理センター　☎82－0105
〔持ち物〕母子健康手帳、予診票、抱っこひもとバスタオル（BCGのみ）

☎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。

4月13日（火）

4月14日（水）

4月21日（水）

4月20日（火）

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

午前10時～午前11時30分

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

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

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

日本脳炎は医療機関でも接種可能です。実施医療機関はホームページでご確認ください。 

日　　時 連　　絡会　　場

※０歳～19歳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。

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。

広報ちの　2021.4 28

＊親子ふれあい遊び
　　　午前10時30分～11時

相談・教室 日　時 内　容 持ち物

4月23日（金）
10：00～11：30

4月7日（水）
10：00～11：30

4月9日（金）、23日（金）
9：00～11：00

育児相談、栄養相談、身体計測
※要予約

助産師による相談、マタニティヨガ
※要予約

赤 ち ゃ ん 相 談

マタニティ相談

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
ごっくん・もぐもぐ
離乳食教室

※受付時間が変更となり、予約制になりました。


