
information

市内在住の20歳以上の方　

※すでに修了証を取得済の方は受講できません。

日時・内容 対象

健康管理センター場所

15名定員

無料受講料

エプロン ・ 三角巾 ・ 筆記用具　飲み物持ち物

６月16日（木）までにお電話等でお申し込みく

ださい。

申込方法

※特定の回だけの受講はできません

※都合により、 講座の内容が変更になることが

　 あります。

※講座で修了証を取得した方は、 地域の料理

講習会や離乳食作りなどで活躍している食生

活改善推進協議会 （食改） に入会できます。

　 食改については 7 ページに掲載しています。

その他

申込 ・ 問　健康づくり推進課 （健康管理センター内）　☎82-0105

おいしく ・ 楽しく健康講座

問　パートナーシップのまちづくり推進課 コミュニティ推進係　☎72-2101 （内線 141）

市民の皆さんと一緒に「まちづくり」を考えます！
まちづくり講座

 【対象】

原則、茅野市内に在住、在勤、在学している10人以上の方で構成され

た団体・グループ

 【内容】

講座メニューは防災や救命、親子で楽しめる絵本や遊びなど様々なも

のを用意しています。ホームページに掲載してありますのでご覧いた

だくか、お問い合わせください。

 【申込方法】　

開催希望日の14日前までに各メニューの担当課にお電話ください。

 【会場・時間】 

9時～21時の間（内容によって所要時間が異なります。）

年末年始を除く、すべての日で対応可能です。

会場は茅野市内に限ります。

 【料金】　無料

 【注意事項】

政治・宗教・営利を目的とした催しには出席しません。

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、ご希望に添えない場合

もありますのでご了承ください。

▲防災や救命の講習

▲保育園での読み聞かせ

日　時 内　　　容

6月23日（木）

9時30分～12時30分

オリエンテーション・自己紹介
尿中塩分測定
調理実習 「汁物」

血圧が高いと何が問題？

調理実習 「炒め物、和え物」

７月７日（木）

9時30分～12時30分

9月22日（木）

9時30分～12時30分

手軽にできる室内運動

調理実習　「煮物」

10月6日（木）

9時30分～12時30分

健診の結果で何がわかるの？

調理実習　「寒天」

８月25日（木）

9時30分～12時30分

簡単にできるバランスのいい食事
の摂り方は？
調理実習 「焼き物」
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多留姫文学自然の里
「稲虫まつり・里まつり」

　　 月　　　　日 （土） 雨天中止

稲虫まつり　９時３０分～、 里まつり　１１時～

　

場所

日時 ６  4

問　生涯学習課 生涯学習係　☎72 ‐ 2101 （内線 635）

内容

「稲虫まつり」 中沢公民館集合 （神田へ移動）

「里まつり」 多留姫神社境内

稲につく害虫を追い払い、 豊作を祈願する

伝統行事です。

「参加カード」 （ない子どもには当日配布）、

マスク着用

持ち物

雨天または新型コロナウイルス感染症の状況によ

り中止の場合は、 中沢公民館と多留姫文学自然

の里 「神田」 にイベント中止の案内を掲示します。

その他

オオキンケイギク（特定外

来生物）を駆除しましょう

地球温暖化を考える日2022

　問　茅野市地球温暖化対策地域協議会事務局
　　　 環境課 環境保全係　☎72-2101 （内線 263）
　　　　Eメール ： kankyo@city.chino.lg.jp

　問　環境課 環境保全係　☎72-2101 （内線 263）
　　　 E メール　kankyo@city.chino.lg.jp

←
稲
虫
ま
つ
り
で
は
︑自
分
で
描
い

　た
虫
の
絵
な
ど
を
︑田
の
周
り
に

　飾
り
つ
け
ま
す
︒

おいしく・楽しく健康講座（6ページに掲載）に

参加して、修了すると入会できます。

私たちと一緒に

食育活動をして

みませんか

食生活改善推進協議会

問　健康づくり推進課 （健康管理センター内）☎82-0105

内容 食生活改善推進協議会は「私たちの健康は私た

ちの手で」をスローガンに、自分だけでなく、家庭

や地域へ健康の輪を広げる活動をしています。全

国的な組織で、茅野市協議会は38名の会員がい

ます。

主な活動内容は

●毎月の研修（調理実習や、健康に関する学習）

●地域や市で行う料理教室、乳幼児健診等の試

　 食づくり

●市内高校での調理実習

調理実習では、野菜たっぷり適塩料理、地域の

食材を活用したものなどを実施しています。

特定外来生物に指定されているオオキンケイギク

が茅野市内で確認されています。もし庭先などで

見かけたら駆除していただき、拡大防止にご協力

ください。

特徴や駆除方法などの詳細は市ホームページ（右

下のQRコード）をご覧ください。

内容

～特定外来生物とは～

外来生物法により、生態系や、農林水産業、

人の生活に悪影響を及ぼすおそれがある

として、 指定された生き物や植物です。

栽培や飼育などは原則禁止されています。

←
オ
オ
キ
ン
ケ
イ
ギ
ク

日時 ６  4月　　　　日（土）　13時３０分～１５時３０分頃 （開場13時）

場所 茅野市民館マルチホール

内容 ●地球温暖化問題に関するおはなし
●映画 「ハッピーフィート２ 踊るペンギン
　 レスキュー隊」 上映

定員

その他

料金

申込方法

100 名 （事前申込制）

無料

参加賞があります。

５月３０日（月）までに事務局へ氏名、住所、

年齢、 電話番号をお知らせください。

Ⓒ 2011 VILLAGE ROADSHOW 
FILMS (BVI) LIMITED

ちっちゃなペンギンエリックが

繰り広げる、南極大陸大冒険！

6月は環境月間です。地球温暖

化問題や脱炭素社会につい

て、お話や映画を通じて考えて

みませんか。

競技種目 日時 場所 申し込み ・ 問合せ先 その他

バドミントン 6月26日（日）８時３０分〜
総合体育館 
(メイン・サブ)

事務局　辰野　誠一 
☎72-8151 
FAX72-2122 
６月１０日（金）１７時まで

種目：男女各シングル・ダブルス 
　　　：Ａ・Ｂの２クラス　 
※用紙のない方は氏名、 連絡先、 種 
　目、所属団体名、クラスを辰野まで 
　 お申し込みください。

硬式テニス ７月２日（土）８時〜 庭球場
競技強化部　五味　 
☎090-4461-3402 
６月２２日（水）17時まで

ミックスダブルス。 種目変更の可能性
もあります。参加等のお問合わせは左
記へお願いします。

ソフトテニス ７月３日（日）８時〜 庭球場

事務局　竹内　謙一 
☎82-1960 
Email csta.takeuchi@gmail.com 
6月21日（火）１７時まで

【男子の部】中学生・一般・シニア50 
【女子の部】中学生・一般・シニア50 
リーグ戦、現行のソフトテニスハンド
ブックにより運営します。

卓球 ７月１７日（日）８時３０分〜
総合体育館 

(サブ)

事務局　原　吉彦 
☎090-9664-7979 
Email zetta@po30.lcv.ne.jp 
6月24日（金）１９時まで

申込は住所、氏名、所属、参加種目を記入 
種目：一般男･女シングルス 
　　　 ジュニア男･女シングルス 
　　　 小中学生男･女シングルス 
※ゼッケン着用（Ａ４版程度）

バレーボール ７月２４日（日）８時〜
総合体育館 
（メイン・サブ）

競技委員長　柳平　淳子 
豊平泉531 
☎73-4101 
7月4日（月）１７時まで

一般男子の部・家庭婦人の部・中学生の部 
指定の用紙にて郵送のこと。

剣道 ７月２４日（日）１３時〜 体育練成館
事務局　長田　三郎 
☎090-1867-2259 
当日受付

市内在住・在勤者および市内剣道クラブ員

地区 教室名 日時 定員 場所

玉川探検ウォーキング ７月３０日（土）８時～ 20名
玉川地区内 
（集合：玉川地区コミュニティセンター）

後期インディアカ教室
８月２２日～11月28日（毎週月・水曜日）
18時30分～21時

16名 北山小学校体育館

第67回茅野市総合体育大会

令和４年度コミュニティスポーツ教室

総合開会式　６月5日（日）８時 野球場にて開催

参加資格　必ずスポーツ保険等に加入していること。 

総合問合せ　スポーツ健康課（☎72-8399）・（特）茅野市スポーツ協会（☎82-0606）

　　　　　　　　各競技種目の詳細については、各競技申込み先へ

参加費　すべて無料

申込・問　スポーツ健康課（☎72-8399）・（特）茅野市スポーツ協会（℡82-0606）

玉
川

北
山
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