
子どもの予防接種

実施医療機関で接種してください。

「乳幼児定期予防接種 ・ 乳幼児健康手帳」 にとじ込ま

れている予診票をご使用ください。

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。

実施医療機関で接種してください。※学校では実施しません。

【健康管理センターでのＢＣＧ集団接種】

◎予約制です。 電話で予約してください。

問　健康づくり推進課 （健康管理センター内）　☎82-0105

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

積極的勧奨が再開になりました。 中学 1 年生から高校 1

年相当年齢の方には、 市から個別通知します。 接種機会

を逃してしまった方へのキャッチアップ接種については、

詳細が決まり次第市のホームページ等でお知らせします。

ヒトパピローマウイルス （子宮頸がん予防接種）

ワクチンの製造上の問題による一時出荷調整が

継続しています。 そのため、 一期１回目、 ２回

目の方、 接種期間が近い方が優先となります。

供給が整い次第、 順次ご案内します。

最新の情報は、 市ホームページをご覧ください。

日本脳炎予防接種の出荷調整による対応

「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 14 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。

日本脳炎予防接種の特例措置
小学６年生は二種混合予防接種の対象です

※日本脳炎の集団接種は令和３年度で終了しました。

子ども ・ 子育てに関する情報を

お知らせします。

読書活動で子どもの「ことばとこころ」を育てましょう。

市内の園、 小中学校、 各地区コミュニティ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、 ホームページに掲載していますので、 ご覧

ください。

コロナの感染防止対策のため、 予定が変更になることがあります。

―茅野市図書館　子ども読書の日　特別おはなし会 ―

日時　４月23日（土）10時30分～11時30分

場所　茅野市図書館　閲覧室

定員　25名

申込方法　４月11日（月）10時～お電話でお申し込みください。

申込 ・ 問　

生涯学習課

☎72-2101 （内線 635）　

Ｅメール ： dokushoc@city.chino.lg.jp

2022年こども読書週間標語 「ひとみキラキラ　本にどきどき」

4月23日（土） 子ども読書の日

4月23日（土）～5月12日（木） こども読書週間

ひよこ教室 （床運動 ・ 水泳教室）
スポーツ健康課スポーツ健康係　☎72-8399スポーツ健康課スポーツ健康係　☎72-8399

令和４年度小学生エンジョイスポーツ教室

日　時

場　所

内　容

対　象

定　員

参加費

申込方法

５月３０日～１０月３日毎週月曜日　全１４回　

18 時～ 18 時５０分

※休みの日は当選者へ別途お知らせします。

茅野市総合体育館

ソフトバレーボール、 バスケットボール、 サッ

カー、 バドミントン、 ニュースポーツ等 （内容

は変更になる場合があります）

市内在住、 在学の小学生

３０名 （申し込み多数の場合は抽選）

6,000 円

４月４日 （月） ～１４日 （木） に市ホームペー

ジ 「幼児トリム運動教室」 の申し込みフォー

ムからお申し込みください。

※申し込みフォームから申し込みができな

い方は、 電話または総合体育館窓口でお申

し込みください。

日　時

場　所

内　容

対　象

定　員

申し込み

その他

【床運動】 ５月１６日～３月の月曜日　全１２回　

　　　　　 　 17 時～ 17 時５０分

【水泳】 ５月１４日～１０月の土曜日　全１２回

　　　　　 ①16 時～ 16 時 30 分

　　　　　 ②16 時 30 分～ 17 時

※２回目以降の日程は説明会でお知らせします。

【床運動】 茅野市運動公園総合体育館

【水泳】 アクアランド茅野　屋内温水プール

心身に障害を持つ子どもの成長・発達を目指し

体育館やプールでいろいろな運動を行います。

【床運動】 市内在住の５歳以上（年長児）～小

　　　　　　　学生 （要保護者の付き添い）

【水泳】 市内在住の小学生で排便などが自立し

　　　　　 ている方 （要保護者の付き添い）

【床運動】 １５名　【水泳】 若干名

　４月４日 （月） までにお申し込みください。

●申し込みした方は４月中旬の説明会および事

前面談にご参加いただきます。 日程は別途

お知らせします。

申
し
込
み
は

こ
ち
ら
か
ら

令和４年度前期幼児トリム教室 スポーツ健康課スポーツ健康係　☎72-8399

日　時

場　所

内　容

対　象

定　員

参加費

【年長火曜日コース】

５月１０日～ 8 月 2 日　毎週火曜日　全１２回

【年長水曜日コース】

５月１１日～ 8 月 3 日　毎週水曜日　全１２回

【年中木曜日コース】

５月１２日～ 8 月 4 日　毎週木曜日　全１２回

茅野市運動公園総合体育館　サブ体育館

マット、 跳び箱、 鉄棒、 体操等の基本的な運動

市内在住、 在園の年長児 ・ 年中児

各コース２０名 （応募多数の場合は抽選）

各講座 6,000 円

４月４日 （月） ～１４日 （木） に茅野市公式ホー

ムページ「幼児トリム運動教室」の申し込みフォー

ムからお申し込みください。

※申し込みフォームから申し込みができない方

は、 電話または総合体育館窓口でお申し込み

ください。

●前期講座に落選してしまった方は９月に開催

予定の後期にお申し込みください。 後期は前

期で落選した方を優先して採用します。

申込方法

その他

申
し
込
み
は

こ
ち
ら
か
ら
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子どもの予防接種

実施医療機関で接種してください。

「乳幼児定期予防接種 ・ 乳幼児健康手帳」 にとじ込ま

れている予診票をご使用ください。

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。

実施医療機関で接種してください。※学校では実施しません。

【健康管理センターでのＢＣＧ集団接種】

◎予約制です。 電話で予約してください。

問　健康づくり推進課 （健康管理センター内）　☎82-0105

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

積極的勧奨が再開になりました。 中学 1 年生から高校 1

年相当年齢の方には、 市から個別通知します。 接種機会

を逃してしまった方へのキャッチアップ接種については、

詳細が決まり次第市のホームページ等でお知らせします。

ヒトパピローマウイルス （子宮頸がん予防接種）

ワクチンの製造上の問題による一時出荷調整が

継続しています。 そのため、 一期１回目、 ２回

目の方、 接種期間が近い方が優先となります。

供給が整い次第、 順次ご案内します。

最新の情報は、 市ホームページをご覧ください。

日本脳炎予防接種の出荷調整による対応

「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 14 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。

日本脳炎予防接種の特例措置
小学６年生は二種混合予防接種の対象です

※日本脳炎の集団接種は令和３年度で終了しました。

子ども ・ 子育てに関する情報を

お知らせします。

読書活動で子どもの「ことばとこころ」を育てましょう。

市内の園、 小中学校、 各地区コミュニティ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、 ホームページに掲載していますので、 ご覧

ください。

コロナの感染防止対策のため、 予定が変更になることがあります。

―茅野市図書館　子ども読書の日　特別おはなし会 ―

日時　４月23日（土）10時30分～11時30分

場所　茅野市図書館　閲覧室

定員　25名

申込方法　４月11日（月）10時～お電話でお申し込みください。

申込 ・ 問　

生涯学習課

☎72-2101 （内線 635）　

Ｅメール ： dokushoc@city.chino.lg.jp

2022年こども読書週間標語 「ひとみキラキラ　本にどきどき」

4月23日（土） 子ども読書の日

4月23日（土）～5月12日（木） こども読書週間

ひよこ教室 （床運動 ・ 水泳教室）
スポーツ健康課スポーツ健康係　☎72-8399スポーツ健康課スポーツ健康係　☎72-8399

令和４年度小学生エンジョイスポーツ教室

日　時

場　所

内　容

対　象

定　員

参加費

申込方法

５月３０日～１０月３日毎週月曜日　全１４回　

18 時～ 18 時５０分

※休みの日は当選者へ別途お知らせします。

茅野市総合体育館

ソフトバレーボール、 バスケットボール、 サッ

カー、 バドミントン、 ニュースポーツ等 （内容

は変更になる場合があります）

市内在住、 在学の小学生

３０名 （申し込み多数の場合は抽選）

6,000 円

４月４日 （月） ～１４日 （木） に市ホームペー

ジ 「幼児トリム運動教室」 の申し込みフォー

ムからお申し込みください。

※申し込みフォームから申し込みができな

い方は、 電話または総合体育館窓口でお申

し込みください。

日　時

場　所

内　容

対　象

定　員

申し込み

その他

【床運動】 ５月１６日～３月の月曜日　全１２回　

　　　　　 　 17 時～ 17 時５０分

【水泳】 ５月１４日～１０月の土曜日　全１２回

　　　　　 ①16 時～ 16 時 30 分

　　　　　 ②16 時 30 分～ 17 時

※２回目以降の日程は説明会でお知らせします。

【床運動】 茅野市運動公園総合体育館

【水泳】 アクアランド茅野　屋内温水プール

心身に障害を持つ子どもの成長・発達を目指し

体育館やプールでいろいろな運動を行います。

【床運動】 市内在住の５歳以上（年長児）～小

　　　　　　　学生 （要保護者の付き添い）

【水泳】 市内在住の小学生で排便などが自立し

　　　　　 ている方 （要保護者の付き添い）

【床運動】 １５名　【水泳】 若干名

　４月４日 （月） までにお申し込みください。

●申し込みした方は４月中旬の説明会および事

前面談にご参加いただきます。 日程は別途

お知らせします。

申
し
込
み
は

こ
ち
ら
か
ら

令和４年度前期幼児トリム教室 スポーツ健康課スポーツ健康係　☎72-8399

日　時

場　所

内　容

対　象

定　員

参加費

【年長火曜日コース】

５月１０日～ 8 月 2 日　毎週火曜日　全１２回

【年長水曜日コース】

５月１１日～ 8 月 3 日　毎週水曜日　全１２回

【年中木曜日コース】

５月１２日～ 8 月 4 日　毎週木曜日　全１２回

茅野市運動公園総合体育館　サブ体育館

マット、 跳び箱、 鉄棒、 体操等の基本的な運動

市内在住、 在園の年長児 ・ 年中児

各コース２０名 （応募多数の場合は抽選）

各講座 6,000 円

４月４日 （月） ～１４日 （木） に茅野市公式ホー

ムページ「幼児トリム運動教室」の申し込みフォー

ムからお申し込みください。

※申し込みフォームから申し込みができない方

は、 電話または総合体育館窓口でお申し込み

ください。

●前期講座に落選してしまった方は９月に開催

予定の後期にお申し込みください。 後期は前

期で落選した方を優先して採用します。

申込方法

その他

申
し
込
み
は

こ
ち
ら
か
ら
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子育て　定例イベント

おたんじょうびおめでとうおたんじょうびおめでとう

投稿フォームから
ご応募ください︕
（申込先着順）

3歳おめでとう！お姉

ちゃんたちとたくさん遊

んで大きくなってね！

さ
な

伊
藤 

紗
菜 

ち
ゃ
ん

平
成
31
年
４
月
５
日
生
ま
れ

　３
歳

６月生まれの方募集中！

４月12日（火）までに応

募してください。

対象　３歳までの方

●０１２３広場
開館時間　10：00～17：00　休館日　木曜日

☎71-1661　 最新情報はホームページからご確認ください➡

イベント名 日　時 対　象 定　員 申込

おはなし０１２３ 

「ブックメイトぐりとぐら」

4月12日（火）

11：15〜11：30

0、1、2、3歳の子どもと

保護者
なし 申込不要

おはなし０１２３

「ぐるんぱ」

4月26日（火）

11：15〜11：30

0、1、2、3歳の子どもと

保護者
なし 申込不要

●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 対　象 定　員 申込

0.1.2おはなし会
4月16日（土）

10：30〜
どなたでも 6組

事前申込不要

当日整理券配布（先着順）

おはなしわ〜るど
4月16日（土）

11：00〜

3歳以上の方なら

どなたでも
6組

事前申込不要

当日整理券配布（先着順）

おなかの赤ちゃんおはなし会
4月16日（土）

11：30〜

おなかの赤ちゃんと

ご家族の方
6組

事前申込不要

当日整理券配布（先着順）

パネルシアターであそぼう
4月19日（火）

10：45〜
どなたでも 3組

事前申込不要

当日整理券配布（先着順）
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栄養マン★キッチン
～自然のめぐみをいただきます～

包まず簡単！ぎょうざ丼
キャベツには、キャベツから発見された成分のキャベジ

ン （ビタミンU） が含まれており、 胃の粘膜の修復に役

立ちます。また、抗菌作用があるビタミンCや腸内環境

をよくする食物繊維が含まれています。

4月はちょうど春キャベツが出回る時期です。春キャベ

ツをたっぷり食べて元気に新年度をスタートしましょう。

1人分のエネルギー406kcal 食塩相当量0.9g

当院では、南海トラフ大型地震による災害発生を想定し、AMDA（特定非営利活動法人）の支援活動に協定を結び、

発災時に徳島県阿南市へ支援活動に参画することを決議し約束しています。昨年11月末、阿南市で行われた防災訓練

にAMDAチームとして当院の災害支援チームが参加しました。

四国沿岸部に生活している方々は、東日本大震災の津波被害を教訓に、非常に危機感を持ち、一人ひとりが命を守

る防災活動に真剣に取り組まれていました。遠く離れた土地の支援チームと協定を結ぶ理由は、太平洋沿岸部の大都

市が同時に被害を受け、支援の手が入らないことが想定されているからです。いかに南海トラフ地震が巨大であるかが

イメージできると思います。

東日本大震災から11年、これまでに地震や風水害等さまざまな被害を目の当たりにし、自然災害の恐ろしさを痛感

させられました。南海トラフ地震が起これば活断層の上にある茅野市も震度6強を観測するという想定がされています。

当院では年1回大規模災害に備え、多数傷病者受け入れ訓練を行っています。多くの傷病者を救えるようトリアージ

を行い、重症者から治療を開始できるよう対応力を磨いています。皆さんに協力いただきたいことは、たくさんの方の

命を守るために、万が一に備えて応急手当の方法を学ぶこと、それ以前に災害

時に怪我をしない工夫を考えておくことです。起こるであろう災害に対し平常

時の意識を高め、一人ひとりが自分の命を守るツールを増やし考えていくこと

が、皆さんの減災活動となります。

茅野市でも、行政、商業、インフラ、医療など、それぞれの立場から課題を持

ち寄り、具体的な訓練を皆さんと行えたらいいな、と思いました。私たちの持

てる力は非常に小さいですが、皆さんと手を取り合い、災害に強い街づくりの

役に立てるよう活動を続けていきたいと思います。

南海トラフ大地震に備える防災、減災活動の現状
諏訪中央病院　災害医療支援チーム　宮澤 英典

病院コラム　医療の現場から
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材料（４人分）

ごはん茶碗 ・・・・・・・・ 4杯（600g）

豚ひき肉 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 200g

キャベツ ・・ 200g（およそ1/6玉）

にら ・・・・・・・・ 50g（およそ1/2束）

ごま油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小さじ1

おろししょうが ・・・・・・・・小さじ1/2

おろしにんにく・・・・・・・・小さじ1/2

酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ1

しょうゆ ・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ1

酢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ2

顆粒中華スープの素 ・・・小さじ1/2

こしょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々

＊

つくり方

❶キャベツは粗みじんに切る。にらは1cmに切る。

 ＊印の調味料は合わせておく。

❷ フライパンにごま油を熱し、ひき肉を炒める。ひき肉がほぐれ

てきたら、キャベツを加え、さらに炒める。

❸ キャベツがしんなりしてきたら、 ＊印の調味料を加え全体に

なじませる。

❹にらを加えて全体に混ざったら火を止める。

❺ごはんにかけて完成。

※ お好みで温泉卵をのせたり、 ラー油をかけたりしてもおいし

く食べられます。

トリアージ訓練の様子
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