
information

料金　3,600 円 （注射料金 3,050 円 + 注射済票交付

　　　　　　　　　　　　　手数料 550 円）

　　　※新規登録の場合は、 登録手数料が別途 3,000 円

　　　　　かかります。

持ち物

　案内はがき （登録済みの人）、 料金 （※つり銭のないよ

　うにお願いします）、 フンの始末に必要な物

注意事項

　●過去に予防注射で異常を起こしたことがある犬や、 持

　　 病がある犬は、 動物病院にご相談ください。

　●会場へは犬を押さえることができる人が同伴してくだ

　　 さい。

　●フンなどの後始末は飼い主ご自身でお願いします。

　●新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 会場へはマ

　　　スク着用でお越しください。 また、 発熱や咳などの症

　　 状がある場合には来場を控えてください。

今回の集合注射を受けられない場合

　動物病院で予防注射を受け、 環境課またはベルビア出

　張所へ届出てください。

狂犬病予防集合注射

内容　予防注射と注射済票の交付

対象　茅野市に登録済みの犬、 今回新規に登録をする犬

日程 ・場所　（CC→コミュニティセンター）

問　環境課公害衛生係　☎72-2101 （内線 264）

月日 曜日

神之原公民館 南小泉公民館 穴山公民館 中道公民館 泉野地区CC 上槻木公民館

9：00～9：25 9：35～9：45 10：00～10：15 10：25～10：35 10：45～10：55 11：05～11：15

笹原公民館 須栗平公民館 広見集荷所 上場沢公民館 上古田公民館 下古田公民館 小泉公民館

9：00～9：20 9：30～9：40 9：50～10：00 10：15～10：25 10：40～10：50 11：00～11：10 11：20～11：30

本町公民館 南大塩公民館 湖東地区CC 芹ヶ沢公民館 鉄山入口 蓼科ビレッジ事務所 蓼科消防会館

9：00～9：15 9：35～9：50 10：00～10：15 10：25～10：35 10：45～10：55 11：05～11：15 11：25～11：35

山田公民館 小堂見公民館 丸山公民館 田沢公民館 坂室公民館 両久保公民館 運動公園第2駐車場

9：00～9：10 9：20～9：35 9：50～10：00 10：10～10：20 10：30～10：40 10：50～11：00 11：10～11：40

市役所正面玄関前 中央公民館 玉川地区CC 中大塩地区CC 米沢地区CC

9：00～9：30 9：40～10：00 10：15～10：45 11：05～11：30 11：40～12：10

市役所正面玄関前 金沢地区CC 泉野地区CC 豊平地区CC 湖東地区CC 北山地区CC

9：00～9：30 9：55～10：10 10：40～10：55 11：10～11：30 11：45～12：05 12：20～12：40

御狩野公民館 金沢地区CC 東向ヶ丘公民館 ひばりヶ丘公民館 中央公民館 粟沢公民館

9：00～9：10 9：25～9：45 10：00～10：10 10：20～10：30 10：40～11：10 11：20～11：30

山寺公民館 中村公民館 山口公民館 塩沢公民館 埴原田公民館 福沢公民館 城山公民館

9：00～9：10 9：20～9：35 9：45～9：55 10：05～10：15 10：25～10：35 10：45～10：55 11：10～11：20

横内公民館 上原公民館 宮川新井公民館 高部公民館 安国寺公民館 西茅野公民館 西山公民館グラウンド

9：00～9：20 9：30～9：50 10：00～10：10 10：20～10：30 10：40～10：50 11：05～11：20 11：30～11：40

玉川地区CC 北大塩公民館 湯川公民館 柏原公民館 信州綜合開発観光事務所

9：00～9：20 9：40～10：00 10：15～10：30 10：40～10：50 11：15～11：25

場所・時間

4月6日

4月7日

5月27日

6月8日

木

4月20日

4月21日

5月7日

5月8日

5月24日

6月9日

水

木

金

水

水

木

土

日

火

病気や高齢等で予防注射を受けられない場合

動物病院で診察を受け、 診断書 （猶予証明書） を環境課

またはベルビア出張所へ提出してください。

猶予証明書は毎年提出が必要です。

動物病院で犬の新規登録 ・済票交付手続きができるように

なります

４月１日から、 獣医師会諏訪支部加入の動物病院のうち、

下表にある動物病院で、 犬の新規登録 （鑑札交付） 手続

きと狂犬病予防注射済票交付手続きができるようになり

ます。 （期間は４月１日～１２月２０日）

動物病院名 住　所 電　話

ひらさわ動物クリニック 茅野市玉川5270-3 ☎0266-78-8516

ちの動物病院 茅野市本町西9-46 ☎0266-78-8861

城南ペットクリニック 諏訪市高島1-17-5 ☎0266-58-7221

すえひろ動物病院 諏訪市末広5-14 ☎0266-75-1217

諏訪かりん動物病院 諏訪市四賀1909 ☎0266-75-1014

テンダーペットクリニック 諏訪市豊田1247-2 ☎0266-55-1400

ふじみ動物病院 富士見町落合10127-2 ☎0266-62-2327

シニア情報
高齢者向けの教室や介護・医療

に関する情報をお届けします。

介護予防普及啓発事業

「65歳からのエアロビクス＆トレーニング講座」

日　時

場　所
内　容

講　師
対　象

定　員
料　金
申込方法
申込 ・問

４月２２日、 ５月１３日、 ２０日、 ２７日、
６月３日、 １０日、 １７日、 ２４日の全８回
　いずれも金曜日　13 時３０分～ 14 時３０分
茅野市総合体育館　２階　サブ体育館
有酸素運動（エアロビクス）と自体重を使ったト
レーニングを通して、生活習慣病の予防や体力
向上を図る講座。６０分しっかり動く教室です。
有賀 かおり氏 （健康運動指導士）
市内在住の６5 歳以上の方
※初めて受講する方を優先
30名（申込多数の場合は抽選）
無料
４月８日（金）までに、お電話でお申し込みください。
高齢者 ・ 保険課　高齢者福祉係
☎72-2101 （内線 334）

みんなのパソコン広場　☆パソコン初級者お助け隊☆

日　時
場　所
内　容

定　員
参加費
持ち物
申込方法

申込 ・問

５月11日（水）、25日（水）１4時～１7時
ワークラボ八ヶ岳
ワードエクセルの操作など、パソコン初級者
のちょっとしたお困りごとの相談、サポート
1人30分程度（1日６名程度）
500円
使用しているノートパソコン
５月１1日（水）は３月25日～４月22日、
５月25日（水）は４月８日～５月６日にお申
し込みください。
企画課 行革 ・ デジタル係
☎72-2101 （内線 155、 156）

介護予防普及啓発事業
「６５歳以上男性限定　筋肉貯金を始めてみません
か？利息はつきませんが」

日　時

場　所

内　容

講　師

対　象

定　員

参加費

申込方法

申込 ・問

５月２日 （月） １６日 （月）、 ３０日 （月）、

６月１３日 （月）、２７日 （月）、７月１１日 （月）

全６回　いずれも１０時～１１時

宮川地区コミュニティセンター

区 ・ 自治会の公民館等で実施させている脚

腰おたっしゃ教室より運動強度があり、 ６

回の講座および自宅でのトレーニングを通し

て、 筋肉づくりや体力の向上を図る講座

健康運動指導士

市内在住の65歳以上の男性

10名（申込多数の場合は抽選）

無料

４月１３日（水）～４月１５日（金）、電話にてお

申し込みください。

高齢者 ・ 保険課　高齢者福祉係

☎72-2101 （内線 334）

認知症予防事業 「認知症予防教室」

日　時

場　所

内　容

講　師

対　象

定　員

参加費

申込方法

申込 ・問

５月１０日（火）～７月１２日（火）の毎週火曜日

全10 回　 いずれも１０時～１１時３０分

茅野市運動公園　柔道 ・ 剣道場

頭と体を同時に刺激するようなゲーム要素のあ

る運動を中心とした教室です。 栄養や口腔ケア

の話も聞けます。

（株）やまびこスケートの森TRC 指導員

市内在住の65歳以上の方

30名 （申込多数の場合は抽選）

無料

４月１8日（月）～22日（金）にお電話にてお申し

込みください。

高齢者 ・ 保険課　高齢者福祉係

☎72-2101 （内線334）

高齢者の肺炎球菌

定期予防接種

問　健康づくり推進課

　　　☎82-0105

補助額　3,000 円

自己負担額　5,000 円～ 7,000 円　接種費用は医療機関によって異なります。

※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 8,000 円と

　 なります。 （要事前申請）

対象　★過去に 1 度でも接種したことがある方は対象外

　　　　① 令和４年度に次の年齢になる方　➡　５月上旬に個別通知します。

　　　　　　６５歳、 ７０歳、 ７５歳、 ８０歳、 ８５歳、 ９０歳、 １００歳

　　　　② 接種日に６０歳以上６５歳未満で、 心臓 ・ 腎臓 ・ 呼吸器の機能また

　　　　　　はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有する方 （身体

　　　　　　障害者手帳１級相当）➡健康管理センターへお問い合わせください。

接種期間　令和４年４月１日（金）～令和５年３月３１日（金）　（休診日を除く）

接種場所　指定医療機関
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