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こども通信こども通信

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

イベント名 日　時 内　容

5月8日（火）
11：15～

5月22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。

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

5月5日、19日、
26日（土）
10：30～

5月5日、19日、
26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

5月19日（土）
13：30～

紙芝居だいすき！ どなたでも
5月12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5月9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5月15日（火）
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。

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。

おはなし０１２３
「ブックメイトぐりとぐら」

5月15日（火）
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。

パパ・ママリズム遊び講座
『親子でリズム遊びを楽し
もう！」（多田みさき先生）

5月29日（火）
10：20～

小さくなってしまった子ども服や靴などを提供していただき、
広場の利用者みんなで譲り合います。
収集期間　4月23日（月）～5月26日（土）

こども服リユースの会
（おひさまの会主催）

おはなし０１２３
「ぐるんぱ」
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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

絵本で子育て
～絵本のひみつ探しと
　読み聞かせの基本～

5月16日、23日（水）
10：30～

就園前の子どもと
保護者（申込不要）

「日本で一番読まれている赤ちゃん絵本は
なあに？」など絵本のひみつ探しや親子で
絵本を一緒に楽しむ喜びを味わいませんか。

就園前の子どもを
持つ保護者・これ
から親になる方

子育てはじめの一歩
【要申込】

5月18日（金）、
26日（土）、6月1日（金）、
9日（土）、15日、
22日、29日（金）
（全７回の連続講座
　　　　　　です）

就園前の子育てについて、これだけは知っ
ておきたいエッセンスがいっぱいつまった
講座です。託児がありますので申込時に予
約してください。
定員30名（定員になり次第締め切ります。）
詳しくはお問い合わせください。

家庭教育センター「遊びの広場」年間予定家庭教育センター「遊びの広場」年間予定

家庭教育センター「おはなし会えほんとなかよし」年間予定家庭教育センター「おはなし会えほんとなかよし」年間予定

　親子で楽しく遊び、のびのびとした子育てや親子の仲間づくりができるようにと願い、就園前の子どもと保護
者を対象に「遊びの広場」を開催します。
　子育て中のお母さん、お子さんと一緒に参加してみませんか。おじいちゃん、おばあちゃん、子育てに関わっ
ている方も大歓迎です。保育士のスタッフや家庭教育センター相談員に子育てについての相談もできます。
　事前の申し込みは不要で、参加はいつからでも自由です。お気軽にお出かけください。
　（時間：午前10時～11時：受付午前９時30分から）

期日　月１回　第１火曜日（５月・１月は第２火曜日）
　　　平成30年   4／3・5／8・6／5・7／3・8／7・9／4・10／2・11／6・12／4
　　　平成31年　１／８・２／５・３／５
時間　午前10時30分～
会場　茅野市家庭教育センター（茅野市塚原1－9－16）
対象者　就園前の子どもと保護者【申込不要】
※自然災害等が発生したときは、中止することがあります。

平成30年
　　4/19（木）
　　5/17（木）
　　6/21（木）

　　7/19（木）

　　8/23（木）
　　9/13（木）

　10/18（木）

　11/15（木）

　12/　6（木）
平成31年
　　1/10（木）
　　2/14（木）

　　3/14（木）

はじめの会
（一緒に遊ぼう）
みんなで遊ぼう
やりたいほうだい

水遊びを楽しもう

夏まつり
体を動かそう

オリエンテーリング

カレンダー作り

クリスマス会
北風ふっとばせ
（からだ遊び）
みんなで遊ぼう
終わりの会

（おたのしみ会）

上履き靴（親子）・水分・着替え

上履き靴（親子）・水分・着替え
上履き靴（親子）・水分・着替え
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靴必要〈親子〉）
上履き靴（親子）・水分・着替え
上履き靴（親子）・水分・着替え

帽子・着替え・水分（雨天の場合は上
履き靴必要〈親子〉）

上履き靴（親子）・水分・ハサミ・写真
やお気に入りのカットなどありました
らお持ち下さい。
上履き靴（親子）・水分・着替え

上履き靴（親子）・水分・着替え

上履き靴（親子）・水分・着替え

上履き靴（親子）・水分・着替え

家庭教育センター

家庭教育センター
家庭教育センター
総合体育館前広場
雨天の場合は体育館で
室内遊び
家庭教育センター
茅野市総合体育館
運動公園：時計台下集合
雨天の場合は体育館で
室内遊び

家庭教育センター

家庭教育センター

家庭教育センター

家庭教育センター

家庭教育センター

期　日 持　ち　物 会　場内　容

※保護者の方もお子さんと一緒に関わりながらの活動になりますので、親子ともに動きやすい服装でご参加ください。
※自然災害等が発生したときは、中止することがあります。



（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

5月18日（金）
10：00～11：30

5月8日（火）
10：00～11：30

5月10日（木）
10：00～11：30

5月11日、18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。

5月16日（水）

5月30日（水）

5月17日（木）

5月21日（月）

5月15日（火）

5月28日（月）

5月14日（月）

5月25日（金）

5月10日（木）

5月29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。

Ｈ29年12月後半生まれ（16日以後生まれ）

Ｈ30年１月前半生まれ（15日以前生まれ）

Ｈ29年7月前半生まれ（15日以前生まれ）

Ｈ29年7月後半生まれ（16日以後生まれ）

Ｈ28年11月前半生まれ（15日以前生まれ）

Ｈ28年11月後半生まれ（16日以後生まれ）

Ｈ28年5月前半生まれ（15日以前生まれ）

Ｈ28年5月後半生まれ（16日以後生まれ）

Ｈ27年5月前半生まれ（15日以前生まれ）

Ｈ27年5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

５月22日（火）

５月９日（水）

５月23日（水）

５月８日（火）

５月18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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5月15日（火） 
5月　8日（火） 
5月　9日（水） 
5月24日（木）
5月23日（水） 

5月25日（金） 

5月17日（木） 
5月22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



特定外来生物駆除ボランティアを募集します！
申込・問　環境課　環境保全係　☎72－2101（内線263）

申込・問　環境課　環境保全係　☎72－2101（内線263）

　市では、市内の八ヶ岳中信高原国定公園（公園区域）の環
境美化活動や、登山道、案内板などの安全確認のために、ボ
ランティアの巡視員（グリーンパートナー）を募集し、巡視
（グリーンパトロール）を実施していただいています。
　「自然を守りたい！」「多くの方に安全な登山を楽しんでも
らいたい！」など熱意をお持ちのみなさん、一緒にグリーン
パトロールに取り組みませんか。
　
グリーンパートナーはどんなことをするの？
・自主的に登山道のグリーンパトロールをしていただきます。
・市が年２回程度、合同グリーンパトロールを実施しますの
　で、ご都合に合わせてご参加いただきます。
・パトロールの状況をまとめ、年１回市へ報告していただき
　ます。
・グリーンパートナー同士の情報交換、意見交換の場として
　連絡会議を年１回開催しますので、ご都合に合わせてご出
　席いただきます。
　
応募資格
・公園区域の自然環境に興味があり、無償のボランティアと
　して積極的に活動していただける方
・グリーンパトロールを年間５日以上実施していただける方
・年齢20歳以上の健康な方
登録期間　登録日から2020年５月31日まで
応募方法　氏名、住所、生年月日、電話番号を下記までご連
絡ください。
応募・問　環境課　環境保全係
☎72－2101（内線263）
ＦＡＸ82－0234
Ｅメール
kankyo@city.chino.lg.jp

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、次に挙げる例
外事項を除いて廃棄物（ごみ類）の野外焼却（野焼き）は禁止さ
れています。地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶による焼却な
どは「野焼き」と同じです。付近の住民の方への迷惑、有害物
質発生の原因にもなりますので「野焼き」はやめましょう！
　《例外事項》
・田畑でのワラの焼却など、農業などのためにやむを得ないも
　のとして行われるもの
・病害虫が付着した枝の焼却など
・河川管理者が行う伐採した草木の焼却など
・災害の予防や復旧等のために必要なもの
・どんど焼き、キャンプファイヤーなど地域の行事での焼却など
・庭先での落ち葉たきなど日常生活を営むための軽微なもの
・廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
※これからの時期は、田畑の雑草、ワラの焼却に対する苦情が
大変多く寄せられます。やむを得ず焼却するときは、周囲に迷
惑（洗濯物等への臭いの付着・灰の飛散等）をかけないよう、
よく乾燥させて、風向き・焼却する量・時間帯などに気をつけ
ましょう。また、建物の近くでの焼却は火災の原因になります
のでやめましょう。
　違反者には罰則があります
違反者に対しては罰則規定が定められており、廃棄物を焼却し
た場合には､５年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金が
科せられます。また､法人に対しては､３億円以下の罰金が科せ
られます。不法焼却を目的として廃棄物の収集又は運搬をした
場合には､３年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科せ
られます｡
問　環境課　公害衛生係（内線264・265）
※家庭の庭から出た草木はなるべく焼却しないで、堆肥化する
などして、土に還しましょう。また「燃えるごみ」として処分
できます。よく乾燥させて、指定袋（可燃ごみ）に入れて、ご
みステーションへ出してください。（１回に５袋まで）

グリーンパートナーを
募集します！

　近年茅野市において、特定外来生物に指定されている植物が繁殖し、在来の植物を駆逐するなど、その土地本来
の生態系が崩れてしまうことが心配されています。
　市では、豊かな自然環境を守るため、また、特定外来生物についての知識を深めることを目的とし茅野市尖石縄
文考古館周辺のオオハンゴンソウの駆除作業を実施します。多くのみなさんのご参加をお願いします。
とき　１回目　５月19日（土）　２回目　６月30日（土）　午前９時～11時30分
　※雨天の場合は翌日に延期とし、考古館玄関貼紙にてお知らせします。
集合場所　茅野市尖石縄文考古館　正面玄関
持ち物　作業のできる服装、長靴、軍手・ゴム手袋等
申込・問　環境課　環境保全係　☎72－2101（内線263）ＦＡＸ82－0234　Ｅメール　kankyo@city.chino.lg.jp
特定外来生物（植物）とは？？
　「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（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、指定された生き物です。（アラ
イグマ、カミツキガメ、ブラックバスな
ど146種類）植物は16種類が指定され
ており、その内、オオキンケイギク、オ
オハンゴンソウ、アレチウリの３種類が
市内で多く確認されています。

募集

募集
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オオキンケイギク オオハンゴンソウ アレチウリ

お知
らせ

家庭ごみの野焼きは禁止です！
違反すると懲役若しくは罰金が科せられます

問　環境課　公害衛生係　☎72－2101（内線264・265）



◎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５月号

44

次号は６月号　５月23日（水）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。

広
　
告

茅野市 小・中学校・保育園茅野市 小・中学校・保育園茅野市 小・中学校・保育園茅野市 小・中学校・保育園
給食調理スタッフ募集給食調理スタッフ募集給食調理スタッフ募集給食調理スタッフ募集

茅野市総合サービス㈱　　〒391－0215

☎(0266)82－3382　　茅野市中大塩1－9

広
　
告

業務内容○給食調理
募集人員○①常勤②パート
資　　格○資格は不要です。
給　　与○①日給6,800円
　　　　　②時給960円
待　　遇○賞与・交通費支給、有給休暇有り

勤務時間○①常勤　8：15～16：45
　　　　　②パート　保育園　8：30～13：30
勤 務 地○茅野市内の小・中学校・保育園
休日休暇○土・日・祝日
そ の 他○当社規定による
　　　　○正社員への登用あり

茅野市内にお住まいの７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５月８日（火）。 
メールアドレス：c.senryaku@city.chino.lg.jp

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

そ
う
ま

山
内　

想
真 

く
ん

平
成
28
年
５
月
11
日
生
ま
れ　

２
歳

投稿フォームからも
簡単に応募できます!

み
は
る

大
沼　

美
陽 

ち
ゃ
ん

平
成
29
年
５
月
22
日
生
ま
れ　

１
歳

お誕生日おめでとう！

これからも美陽ちゃんの

笑顔でみんなを元気にし

てあげてね。

は
る

長
谷
川　

晴 

く
ん

平
成
27
年
５
月
18
日
生
ま
れ　

３
歳

誕生日おめでとう！
お兄ちゃんになって、ます
ますたくましく元気で嬉し
いよ！いっぱい食べて遊ん
で大きくなってね！

お誕生日おめでとう！
あっという間に２歳！
これからもたくさん食べて
大きくなってね♪
みんな想ちゃんが大好きだよ♥




