
広報ちの　2018.131

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

Happy New Year ファ
ミリーコンサート（蓼科
ベルの会　かおじゅん）

めざせ育メン！「親子で
運動遊びを楽しもう」
（運動保育士 長崎将利生）

1月9日（火）
11：15～

1月13日（土）
11：15～

1月20日（土）
11：15～

1月30日（火）
11：15～

“ほっとして、にっことしちゃう”ベルの会の皆さんによる素敵な演奏（ミュージ
ックベル＆ピアノ＆うた）を、ご家族のみんなで楽しみましょう！

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。

発達に合った遊びを教えてもらい、楽しく体を動かして遊びます。
お父さんも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　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

おはなしわーるど

紙芝居だいすき！

どんぐりちいさな
おはなし会

パネルシアターで
あそぼう

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

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

どなたでも

どなたでも

どなたでも

1月10日（水）
10：45～

1月13日（土）
10：30～

1月20日（土）
13：30～

1月16日（火）
10：45～

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！

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。

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。

パネルシアターを見たり、さわったり、みんなで
一緒に遊ぼう！

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。

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」

おはなし０１２３
「ぐるんぱ」

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」

遊びの広場
「北風ふっとばせ」
（からだ遊び）

まゆ玉（おめえ玉）作
りの会

１月11日（木）
10：00～11：00
受付９：30～

１月９日（火）
10：30～

１月10日（水）
10：00～

就園前の子どもと
保護者（申込不要）

就園前の子どもと
保護者（申込不要）

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。

寒さに負けず元気にあそびましょう。
持ち物：上履き靴（親子）、着替え、水分

まゆ玉の話を聞いた後、まゆ玉を作って柳の枝に飾りま
す。飾った柳はお持ち帰りできます。
会場：ちの地区コミュニティセンター
持ち物：エプロン、タオル、三角巾

1月6日、20日、
27日（土）
10：30～
1月6日、20日、
27日（土）
11：00～



（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

1月19日（金）
10：00～11：30

1月12日（金）
10：00～11：30

1月18日（木）
10：00～11：30

1月5日、19日（金）
9：00～11：00

赤ちゃん用のスプーン、飲み物、
敷物（レジャーシート等）

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

生後6～8か月児向けの離乳食の作り方
※要予約

生後11か月～1歳2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。

1月17日（水）

1月31日（水）

1月16日（火）

1月30日（火）

1月15日（月）

1月24日（水）

1月11日（木）

1月29日（月）

1月18日（木）

1月26日（金）

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8月後半生まれ（16日以後生まれ）

Ｈ29年9月前半生まれ（15日以前生まれ）

Ｈ29年3月前半生まれ（15日以前生まれ）

Ｈ29年3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）

Ｈ28年1月前半生まれ（15日以前生まれ）

Ｈ28年1月後半生まれ（16日以後生まれ）

Ｈ27年1月前半生まれ（15日以前生まれ）

Ｈ27年1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

よねざわこども館未就園児の集い
　　　　　　＆米沢育児相談会

中大塩地区健康相談会
玉川地区育児相談交流会
豊平地区育児相談交流会
泉野地区育児交流会

宮川地区育児健康相談会
北部育児相談会

1月16日（火）　午前9時30分～11時
1月　9日（火）　午前10時～11時15分
1月10日（水）　午前10時～11時15分
1月25日（木）　午前10時40分～11時15分
1月17日（水）　午前9時～11時
1月18日（木）　午前9時30分～11時

1月26日（金）　午前10時～11時30分

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　2階
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　2階
宮川地区コミュニティセンター 
夢のこども館（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

相談会名 日　時 会　場

〔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

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

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

１月19日（金）

１月10日（水）

１月23日（火）

１月12日（金）

１月22日（月）

受付時間
午後１時30分
　～２時15分

診察時間

※受付時間を
　過ぎると接
　種はできま
　せん。

午後１時45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5～8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１期初回３回目終了後、
１年から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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熱中！
部活動
No.48

広報ちの　2018.1広報ちの　2018.13333

所属人数 11人所属人数 11人

郷土クラブでは、地域の史跡や歴史的な建造物など、実際
にその場に行き、自分の目で確かめ、感じてきました。
郷土クラブでは、地域の史跡や歴史的な建造物など、実際
にその場に行き、自分の目で確かめ、感じてきました。
郷土クラブでは、地域の史跡や歴史的な建造物など、実際
にその場に行き、自分の目で確かめ、感じてきました。
郷土クラブでは、地域の史跡や歴史的な建造物など、実際
にその場に行き、自分の目で確かめ、感じてきました。

この日は「信州金沢歴史かるた」
でふるさとについて学んだ。
この日は「信州金沢歴史かるた」
でふるさとについて学んだ。
この日は「信州金沢歴史かるた」
でふるさとについて学んだ。
この日は「信州金沢歴史かるた」
でふるさとについて学んだ。

アピールポイント

代表者から

顧問の先生から

クラブ長　藤森　帆乃香 さん
ふじもり　   ほ　の　か

顧問　岩松　公徳 先生
いわまつ　　きみのり

金沢小学校　郷土クラブ金沢小学校　郷土クラブ

昨年よりクラブ員が増え、地域の歴史や文化に興味をもつ友
だちが増えている。縄文時代から現代まで金沢の歴史を感じ、
地域に発信していきたい。

縄文時代からはじまり、宿場町として甲州街道沿いに栄えた
金沢地区の文化や歴史を調べ、自分たちの目で確かめること
で、ふるさと金沢に愛着を感じ、素晴らしい歴史や伝統の継
承者になってほしい。

金沢の歴史を調べたり、実際に行ってみたり
してみんなで金沢の歴史を楽しく学べるので、
このクラブに入ってよかったです。

郷土クラブのモットー

郷土・歴史マスターになろう！

金沢小学校郷土クラブ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　1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。
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＜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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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900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

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

１月１日

～１月７日

●新春市長インタビュー

●企画展「戌年の古文書」のお知らせ

●愛してるぜ茅野ミーティング2018　ほか

●茅野高校図書委員さんと楽しむわくわくおはなし会

●小泉山元旦登山・博物館まつり

●わたしのまちの　はつらつ事業所‼　ほか

１月８日

～１月14日

１月15日

～１月21日

１月22日

～１月31日

●男性料理教室開催のお知らせ

●白樺湖・車山エリアで合宿を行う選手を応援しよう！

●平成30年成人式　ほか

●親子ものづくり教室2018

●平昌オリンピックパブリックビューイングのお知らせ

●茅野市消防出初式　ほか

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

茅野市内の3月生まれの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１月10日（水）。メールア
ドレス：c.senryaku@city.chino.lg.jp

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

14分～　シリーズ番組
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

H27.1.16生まれ　3歳
♥お誕生日おめでとう♥
空君の可愛い笑顔に家族
みんな、毎日癒されてい
るよ。
優しく元気な子に育って
ね☆

し みず　　せい や

両角　空 くん
H27.1.21生まれ　3歳

お誕生日おめでとう‼

いっぱい食べて沢山遊ん

で元気いっぱい大きくな

ってね♪

H27.1.23生まれ　3歳
お誕生日おめでとう！
お兄ちゃんと遊ぶのが大
好きな勢弥。
これからも可愛い笑顔で
癒してね。

い とう　　せい あ

伊藤　聖彩 ちゃん清水　勢弥 くん
もろずみ　　そら




