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こども通信

０１２３広場 開館時間　10：00～18：00　休館日　木曜日
☎71-1661

どんぐり通信HP

各地区こども館で行われてい
る行事や体験の情報は「どん
ぐり通信」のホームページで
紹介しています。

イベント名 日　時 内　容

７月17日（火）
10：30～

７月３日（火）
11：15～

７月４日（水）
11：15～

親子で向き合える時間。楽しく体を動かして遊びましょう。
お父さん、お母さんのご参加をお待ちしています。

６月に参加した赤ちゃんとお母さんが対象です。
健康相談日（保健課健康推進係　保健師・栄養士）
保健師・栄養士がお話を伺います。どんな事でもご相談ください。

子どもに一度は出会わせたい絵本が登場します。やさしくあ
たたかな語りや、手あそびがきっと、心温まるひと時を作っ
てくれるでしょう。

図書館 開館時間　平日 9：30～18：30　土日・祝日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

０・１・２おはなし会

おはなしわ～るど

おなかの赤ちゃん
おはなし会

3才以上の方なら
どなたでも

７月21日、28日
（土）10：30～

７月21日、28日
（土）11：00～

0、1、2才のお子さん
と保護者の方

これから赤ちゃんを迎
えられる家族の皆さん

７月21日（土）
13：30～

紙芝居だいすき！ どなたでも７月14日（土）
10：30～

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！

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。

どんぐりちいさな
おはなし会

どなたでも
７月11日（水）
10：45～

親子あそびやわらべうた、絵本の読み聞かせな
どがあるおはなし会です。

パネルシアターで
あそぼう

どなたでも
７月16日（月）
10：45～

パネルシアターを見たり、さわったり、みんな
で一緒に遊ぼう！

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。

これから赤ちゃんを迎えられる家族のみなさん
へのおはなし会です。楽しい手遊び・わらべう
た・語り・絵本の読み聞かせなどです。

おはなし０１２３
ブックメイト「ぐりとぐら」

たなばたおはなし会
（牛山圭吾さん）

７月24日（火）
11：15～

ボランティアさんによる絵本の読み聞かせです。
絵本や手遊びを一緒に楽しみましょう。

おはなし０１２３
「ぐるんぱ」

赤ちゃん講座  partⅡ

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」

７月３日(火)　
10：30～

就園前の子どもと
保護者（申込不要）

「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。
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絵本で子育て
～絵本のひみつ探しと
読み聞かせの基本～

７月18日、
25日（水）
10：30～

就園前の子どもと
保護者（申込不要）

絵本のひみつ探しや親子で絵本を一緒に楽しみ、
子育てに絵本を使う喜びを味わいませんか。

遊びの広場
「水遊びを楽しもう」

７月19日(木)
10：00～11：00
受付９：30～

就園前の子どもと
保護者（申込不要）

会場：総合体育館前広場
雨天の場合は総合体育館で室内遊び
持ち物：水遊び用の支度（ぬれてもよい靴等）、
　　　　着替え、体を拭くタオル、水分、帽子
　　　　（雨天の場合は上履き〈親子〉が必要）

茅野市内にお住まいの９月生まれで３歳以下のお子さんの写真
を募集します。①写真②氏名（子〈ふりがな〉・保護者・子の性別）
③お子さんの生年月日④電話番号⑤コメント（50文字以内）を
メールまたは封書で送ってください。メールの件名は「おたん
じょうびおめでとう応募」としてください。
応募の締め切りは７月10日（火）。
メールアドレス：c.senryaku@city.chino.lg.jp

投稿フォームからも
簡単に応募できます!

おたんじょうび
おめでとう

おたんじょうび
おめでとう

おたんじょうび
おめでとう

おたんじょうび
おめでとう

しみず

清水　ほなみ ちゃん
平成28年７月18日生まれ　２歳

お誕生日おめでとう！
お肉大好きな娘！お兄ちゃん、お
姉ちゃんと沢山食べて大きくなっ
てね‼

ゆう かた なか

田中　優香 ちゃん
平成27年７月16日生まれ　３歳

お誕生日おめでとう！優香の笑顔
で家族みんなが明るくなります。
元気に大きくなってね！

せいいちろうなが い

永井　晴一郎 くん
平成29年７月26日生まれ　１歳

お誕生日おめでとう!
お姉ちゃんとたくさん遊んで、た
くさん食べて大きくなってね！

そ　らた なか

田中　大翔 くん
平成28年７月29日生まれ　２歳

誕生日おめでとう！お姉ちゃんよ
り活発で元気！これからも沢山食
べて遊んで大きくなってね！

あおいなが お

永尾　碧唯 くん
平成29年７月25日生まれ　１歳

お誕生日おめでとう！ 
あおいの笑顔がみんなを幸せにし
てくれるね♪　これからもよろし
くね！ 

おうしんくすのき

楠　　旺真 くん
平成28年７月19日生まれ　２歳

Happybirthday♪
日々成長を感じ嬉しく思います。
これからも元気いっぱいに育って
ね！ 

そう たと　や

戸谷　奏太 くん
平成28年７月14日生まれ　２歳

お誕生日おめでとう！
外遊びが大好き。目をキラキラさ
せて興味津々だね☆これからも元
気に大きくなってね♪

たいようもも せ

百瀬　太陽 くん
平成29年７月22日生まれ　１歳

お誕生日おめでとう☆笑顔いっぱ
いすくすく成長してね☆

りょう がおおしま

大島　涼雅 くん
平成29年７月30日生まれ　３歳

お誕生日おめでとう♪優しいお兄
ちゃんの涼雅くん、これからも元
気いっぱい大きくなってね☆

こころたか つ

髙津　　心 くん
平成29年７月18日生まれ　１歳

おたんじょうびおめでとう！
笑顔いっぱいの心、
みんな心が大好きだよ♡



（注１）四種混合、日本脳炎、ヒブ、小児の肺炎球菌、Ｂ型肝炎などの予防接種をした場合は６日以上、BCG、麻しん・風しん（MR）、
　　　　水痘などの予防接種をした場合は27日以上の間隔で他の予防接種を行ってください。
（注２）乳幼児、小・中学生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。

☎82－0105

〔会場〕茅野市健康管理センター
☎82－0105

相談・教室 日　時 内　容 持ち物

7月20日（金）
10：00～11：30

7月9日（月）
10：00～11：30

7月10日（火）
10：00～11：30

7月6日、20日（金）
9：00～11：00

育児相談、栄養相談、身体計測、乳房マッサージ
※乳房マッサージは要予約（生後４か月くらいまで）

助産師による相談、マタニティヨガ
※要予約

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

予防接種 〔会場〕茅野市健康管理センター〔持ち物〕母子健康手帳、予診票、どんぐり手帳、体温計
（体温は当日、会場で測定してください。）◎受け付けはホールに並んだ順に行います。

7月11日（水）

7月25日（水）

7月18日（水）

7月30日（月）

7月　9日（月）

7月26日（木）

7月13日（金）

7月27日（金）

7月10日（火）

7月24日（火）

乳幼児健康診査

健康管理センターの相談・教室

4か月児
午後０時40分
　　　～１時

午後０時40分
　　　～１時

午後０時40分
　　　～１時

午後０時40分
　　　～１時

午後０時40分
　　　～１時

※ファーストブックプレゼントがあります。

※染め出し液が服等に付着する場合があります。

Ｈ30年２月後半生まれ（16日以後生まれ）

Ｈ30年３月前半生まれ（15日以前生まれ）

Ｈ29年９月前半生まれ（15日以前生まれ）

Ｈ29年９月後半生まれ（16日以後生まれ）

Ｈ29年１月前半生まれ（15日以前生まれ）

Ｈ29年１月後半生まれ（16日以後生まれ）

Ｈ28年７月前半生まれ（15日以前生まれ）

Ｈ28年７月後半生まれ（16日以後生まれ）

Ｈ27年７月前半生まれ（15日以前生まれ）

Ｈ27年７月後半生まれ（16日以後生まれ）

10か月児

２歳児

3歳児

１歳
6か月児

健診名 日　程 受付時間 対　象 持ち物

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。

母子健康手帳
※乳房マッサージの方はタオル3枚
　（3枚のうち1枚は白いもの）

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 相 談

マタニティ相談

ごっくん・もぐもぐ
　離乳食教室　

ぱくぱく離乳食教室

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

赤ちゃん用のスプーン、飲み物、敷物
（レジャーシート等）

母子健康手帳、問診票、バスタオル、
どんぐり手帳

母子健康手帳、問診票、バスタオル、
どんぐり手帳

母子健康手帳、問診票、どんぐり手帳

母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、
コップ、タオル、どんぐり手帳

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)、どんぐり手帳

日　時 対　象 備　考

BCG

四種混合

日本脳炎

ジフテリア
破傷風
百日ぜき
不活化ポリオ

７月３日（火）

７月４日（水）

７月23日（月）

７月２日（月）

７月20日（金）

受付時間
午後１時15分
～午後１時50分

診察時間

※受付時間が変
　更になりまし
　た。

※受付時間を過
　ぎると接種で
　きません。

午後１時30分～

生後５か月～12か月未満

生後３か月～７歳６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5か月～8か月）

１期初回は３～８週間隔で３回接種します。
１期追加は初回３回目終了後、
１年～１年半の間に１回接種します。

1期は1～4週間隔で2回接種します。
１期追加は２回目終了後11か月以上の間隔で
１回接種します。

予防接種名
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7月17日（火） 
7月10日（火） 
7月11日（水） 
7月26日（木）
7月18日（水） 

7月25日（水） 

7月19日（木） 
7月24日（火）

午前9時30分～午前11時
午前10時～午前11時15分
午前10時～午前11時15分
午前10時40分～午前11時15分
午前9時30分～午前11時
午前9時30分～午前10時30分
＊未就園の会　午前9時～午前11時
午前9時30分～午前11時
午前9時30分～午前11時

中大塩地区コミュニティセンター
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
泉野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 

金沢保育園　子育て支援室

湖東地区コミュニティセンター
米沢地区コミュニティセンター

日　　時会　　場

生後11か月～1歳2か月児向けの離乳食の作り方　※要予約



熱中！
部活動

No.53

サッカー部のモットー

最後まで全力‼　あきらめない‼

広報ちの　2018.7広報ちの　2018.73737

所属人数 20人所属人数 20人

目標：南信大会出場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
目標達成のため、練習試合、リーグ戦で課題になったことをトレーニングし、次の試合につなげています。
目標：南信大会出場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
目標達成のため、練習試合、リーグ戦で課題になったことをトレーニングし、次の試合につなげています。
目標：南信大会出場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
目標達成のため、練習試合、リーグ戦で課題になったことをトレーニングし、次の試合につなげています。
目標：南信大会出場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
目標達成のため、練習試合、リーグ戦で課題になったことをトレーニングし、次の試合につなげています。

アピールポイント

代表者から

顧問の先生から

部長　安部　心平 さん
あ　べ　　 しんぺい

顧問　田中　健雄 先生
た なか　　とし お

東部中学校サッカー部東部中学校サッカー部

先輩でも後輩でも明るく楽しく話せたり、準備や片づけを一緒に
したりするなど、協力してできることです。

「絶対に目標を達成するんだ！」という強い信念を持ち続けていれ
ば、必ず目標は達成される。20人の仲間を信じて最後まで戦い
抜こう。

部活動をやることによって「絶対に負けない」とい
う思いが強くなり、心も成長できると思います。
さらにあいさつなどの生活の基礎も身につけるこ
とができるので、部活をやっていてよかったと思
います。

東部中学校サッカー部の活動の様子はビーナチャンネルでも放送し
ます！
放送日　７月１日～７日（正時からの30分番組内）



◎広報紙に掲載されたあなたの写真を１枚差し上げます。ご希望の方は地域戦略課広報戦略係まで。
◎広報紙は茅野市内のお近くのコンビニエンスストア、金融機関、郵便局でも入手できます。

広報ちのは資源保護と環境保全
のため、古紙配合率100％再生
紙とベジタブルインキを使用し
ています。

発行／長野県茅野市　編集／企画部地域戦略課
　　　〒391-8501 長野県茅野市塚原二丁目6番1号　☎0266-72-2101
　　　ホームページアドレス　http://www.city.chino.lg.jp
印刷／（株）オノウエ印刷７月号

38

次号は８月号　７月19日（木）発行です

＜広告欄＞広告の内容については、広告主へお問い合わせください。
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ビーナチャンネル

番組表

LCV11ch

問い合わせ　地域戦略課広報戦略係　☎72－2101（内線235）

放送期間 こんにちは茅野市です　放送内容

７月１日

～７月７日

●日赤募金（活動資金）の募集について

●特定外来生物（植物）防除について

●茅野市ポンプ操法・ラッパ吹奏大会

●生涯スポーツ健康講座参加者募集について

●まちづくり支援事業補助金二次募集のお知らせ

●博物館開館30周年アンコールイベント「こて絵講座」

７月８日

～７月14日

７月15日

～７月21日

７月22日

～７月31日

●北大塩中区配水池工事状況①

●農にふれ合う子供達

●プラネタリウム特別投影メガスター「七夕ヒーリング」

●ミュージアム・スタンプラリー開催

●北山小学校音楽会

●小泉山夏の植物観察会&オオムラサキ観察会

茅野市行政チャンネル「ビーナチャンネル」は

LCV11chで放送しています。

放送内容・時間等は予告なく変更する場合が

あります。

基本放送スケジュール

00分～　行政インフォメーション

20分～　投稿ビデオコーナー

30分～　文字放送

トピックス

※午前６時～翌日午前１時まで
　１時間プログラムを繰り返し放送しています。 てれびーな

20182018 平成30年
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７月号７月号７月号
No.889

889【今月の表紙】
表紙の写真は、現在の茅野市の航空写真です。今年で市制施行60周年を迎える茅野市。
今月号では、その60年の出来事と変化を写真で振り返ります。

【今月の表紙】
表紙の写真は、現在の茅野市の航空写真です。今年で市制施行60周年を迎える茅野市。
今月号では、その60年の出来事と変化を写真で振り返ります。

【今月の表紙】
表紙の写真は、現在の茅野市の航空写真です。今年で市制施行60周年を迎える茅野市。
今月号では、その60年の出来事と変化を写真で振り返ります。

【今月の表紙】
表紙の写真は、現在の茅野市の航空写真です。今年で市制施行60周年を迎える茅野市。
今月号では、その60年の出来事と変化を写真で振り返ります。

本号の「おたんじょうびおめでとう」は中面に移動しました。

写真で振り返る茅野市の60年写真で振り返る茅野市の60年写真で振り返る茅野市の60年写真で振り返る茅野市の60年

『高齢者パソコン広場』参加者募集

【対  象  者】諏訪地域在住で原則 60 歳以上の方
　　　　　 （身体に障害のある方は 60 歳未満可、要相談）

【と　　き】平成 30 年 8 月～ 11 月（4 ヶ月間）
　　　　　  毎週日曜日の午後 2 時～ 4 時
　　　　　 全 13 回（予定）

【と  こ  ろ】茅野市情報プラザ（公立諏訪東京理科大学内）
【内　　容】パソコンの基本操作
　　　　　 インターネット、メール

【募集人員】先着 10 名（水・土・日曜日の何れかで申し　
　　　　　　　　　　込み者の面談受付を行います。）

【料　　金】テキスト代　1000 円
【申　　込】7 月 6 日（金）～ 22 日（日）
　　　　　水曜日・土曜日・日曜日　午後 2 時～ 4 時
　　　　　「障碍者・高齢者パソコン広場部会」事務局
　　　　　茅野市情報プラザ　☎82-7602
講習会は、市民ボランティア活動によって行われています。

パソコンを利用して気軽にインターネットを使ってみませんか？

【撮影. 国際総合企画株式会社】




