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後期幼児トリム教室
申込 ・問　スポーツ健康課　☎72-8399

運動の苦手な子供に身体を使って遊ぶ楽しさと体力向上のための運動を行い、 集団活動の中で 「ルールを守ること」

の大切さを学ぶことを目的に幼児トリム教室を開催します。

後期は、 年中１コース、 年長１コースの２教室を行います。 多くの方のご参加をお待ちしております。

【年長コース】

８月３0日から１１月１5日　毎週火曜日　全１２回

【年中コース】

8月31日から１１月16日　毎週水曜日　全１２回

※両コースともに17時から17時５０分まで

日時

茅野市総合体育館　サブ体育館場所

内容 マット、 跳び箱、 鉄棒、 体操等の基本的な運動

講師 幼児体育指導者

対象 市内在住、 在園の年長児 ・ 年中児

定員 各コース２０名

料金 6,000 円

持ち物 体育館用の運動靴、 運動のできる服装、

飲料水

申込方法 ①茅野市ホームページの 「茅野市　幼児

　 トリム運動教室」 の申込フォームから

②QR コードを読み取り、 申込フォーム

　 から

③上記方法で申し込みができない方は、

　 電話または総合体育館窓口で

※参加者氏名 （フリガナ） ・ 希望コース ・

年齢 ・ 園名 ・ 保護者氏名 ・ 住所 ・ 電

話番号をお知らせください。

申込期間 ８月１日（月）～８月１２日（金）まで

問　健康づくり推進課 （健康管理センター内）　☎82-0105

子宮頸がん予防接種

子宮頸がん予防接種の積極的な勧奨が再開され、 接種機会を逃した人へのキャッチアップ接種が始まりました。

子宮頸がん予防接種はワクチンとの因果関係を

否定できない持続的な疼痛等の出現により、 平

成25年6月から積極的な勧奨を差し控えてい

ました。 その後厚生労働省による論議が重ねら

れ、 子宮頸がんワクチンの有効性が副反応のリ

スクを明らかに上回ることが認められ、 令和3

年11月に積極的勧奨が再開となりました。 ま

た積極的な勧奨の差し控えにより接種の機会を

逃した人も令和4年4月1日から令和7年3月

31日までの3年間、 定期接種として公費での

接種が可能となりました （キャッチアップ接種）。

内容

【定期接種】

令和4年度中学1年生～高校1年生の女子

【キャッチアップ接種】

平成9年4月2日～平成18年4月1日生ま

れの女子 （3回接種していない方）

対象

料金 無料

その他 ●対象になる方には5月から10月にかけて

順次、 接種の際に必要となる予診票と案内

を送付します。 （定期接種の方と、 平成16

年度17年度生まれの女子にはすでに送付

しました。）

●令和4年4月1日時点で茅野市に住民登録

があり、 平成9年度から平成16年度生ま

れの女子で、 定期接種の対象年齢を過ぎて

から （高校2年相当以降） 自費で接種を受

けた方に対しては接種費用

の助成を行います。 該当す

る方は担当課までご連絡く

ださい。

ピックアップ情報
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らせ
問　　市民課　市民係　☎72-2101 （内線２５４）

助成金があります
姉妹都市 千葉県「旭市」へ行こう！

内容 姉妹都市提携を結んでいる千葉県旭市へ行か

れる方へ宿泊代の助成を行っています。

令和２年度からは４施設から18施設に対象を

拡大し、 姉妹都市交流の推進を図っています。

対象 宿泊日に茅野市に住民登録があり、 旭市内の

対象宿泊施設に仕事等での目的以外に宿泊さ

れた方

助成額 【大人】　3,000円

【小学生】　2,250円

【未就学児】　1,750円を上限とし宿泊費の

　　　　　　　　　２分の１以内

詳細はホームページ （QRコード） に掲載

しています。 ご不明な点はお問合せくだ

さい。

申込方法 申請は宿泊後となります。 申請書に必要事

項を記入し、 宿泊終了から60日以内に領

収書の原本と合わせて市民課へ提出してく

ださい。

脱炭素のまちづくり実現
に向けてNo.３

　　 月　　　　日（土） 13時～ 15時30分日時 ９  ３

申込 ・ 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）

場所 青少年自然の森 （集合場所 ： 管理棟駐車場）

内容
（予定）

①火おこし体験　②ソーラークッカーを使ったエコクッキ

ング （雨天時は防災グッズづくり）　③サイエンスショー

市内小学生親子 等対象

10家族程度定員

1家族300円 （材料費）料金

8月1日 （月） 9時から受付開始　
事務局に住所、 氏名、 年齢、 電話番号をお
知らせください。 （※事前申込制、 先着順）

申込方法

持ち物 軍手、 帽子、 飲み物

その他 動きやすい服装でご参加ください。

長野県知事選挙が行わ
れます

　問　茅野市選挙管理委員会事務局　☎72-2101 （内線 212）

投票日 　　 月　　　　日 （日）８  ７

【期日前投票】

場所

時間

期間

投票時間 7 時～ 20 時

７月22日 （金） ～ 8月6日 （土）

茅野市役所　2階 「202会議室」

8時30分～ 20時

●県内の他の市町村から転入された方で、 令和４年４月

２１日以後に転入届を提出された方 （旧住所地の選挙

人名簿に登録されている方） は投票できますが、 旧

住所地での投票手続きとなりますので 「引き続き県内

に住所を有する旨の証明書」 が必要となります。

【注意事項】

●他の都道府県から転入された方で、 令和４年４月２０日以

前に転入届を提出された方は投票できますが、 令和４年４

月２１日以後に転入届を提出された方は投票ができません。

内容 長野県知事選挙が下記の日程で行われます。

長野県の将来を決める大切な選挙です。 みなさ

ん、 投票に行きましょう。

プチおはなし会＆
読書ボランティア交流会

　問　茅野市こども読書活動応援センター　☎75-1250
　　　 E-mail　dokushoc@city.chino.lg.ｊｐ

10時～ 10時40分日時

内容 読書ボランティアによる手遊びやおはなし ・
読み聞かせ

親子10組 （先着順）定員

無料料金

8月2日(火)から受付開始
電話またはメールにて、こども読書活動応援
センター（図書館内）へお申し込みください。

申込方法

【プチおはなし会】

持ち物 マスク ・ 飲み物

【読書ボランティア交流会】

10時50分～ 12時日時

内容 情報交換と読み聞かせにお薦めの絵本の紹介

市内にお住いの読書ボランティアの方と、 これか
ら読書ボランティア活動をしようと考えている方

対象

30名定員

持ち物 読み聞かせにお薦めの一冊 ・ マスク ・ 飲み物

　　 月　　　　　　　日 （日）日付 ８  ２８
場所 ゆいわーく茅野３階　集会室
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