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年金生活者支援給付金制度がはじまります
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尖石温泉「縄文の湯」は月曜日、アクア
ランド茅野は火曜日が定休日ですが、
10月1４日（月）体育の日、10月22日（火）
国民の祝日も休まず営業しますので、ご
利用ください。
問　縄文の湯　☎71－6080
　　アクアランド茅野　☎73－1890

発達障害は、最近、注目されている心身
の状態です。
茅野市の21世紀の福祉を創る会（通称：
福祉21茅野）では、発達障害について広
く市民の皆様に知っていただくための啓
発活動のひとつとして、発達障害の理解
と支援に向けた講演会を開催します。
１回目
とき　10月16日（水）
　　　午後７時～午後８時30分
テーマ　「大人の発達障害－その理解と
　　　　支援－」
　講師　医療法人和心会松南病院
　　　　宮坂義男 院長
２回目
とき　11月20日（水）
　　　午後７時～午後８時30分
テーマ①　「会社で困っている人への理
　　　　　解と支援」
　講師　野村證券株式会社 松本支店長
　　　　渡邉広重 氏
テーマ②　「社会で困っている人への理
　　　　　解と支援」
　講師　長野県発達障がいサポート・マ
　　　　ネージャー　茅野進 氏
ところ　ゆいわーく茅野集会室
定員　180名
※託児あります。予約になりますので、
　ご希望の方は講演会開催日の10日前
　までにお申込みください。
問　地域福祉課　福祉総務係（内線302）

お知らせ、募集案内、イベント情報など
暮らしに役立つ情報をお届けします。

茅野市役所　☎0266－72－2101(代表)
〒391－8501 塚原二丁目６番１号

運動機能の低下を予防し、楽しみながら
できる脚腰おたっしゃ教室を開講します。
講師は、諏訪湖畔病院内にありますメデ
ィカルフィットネス「あさがお」の健康運
動指導士です。持ち物として上履き（踵
のある靴タイプ）、ヨガマットまたはバス
タオルをご持参いただき、お気軽にご参
加ください。
とき　10月２日（水）、９日（水）、16日
　　　（水）、23日（水）
　　　いずれも午前10時30分～11時30分
ところ　ちの地区コミュニティセンター
　　　　第一・二会議室
参加費　無料
対象　市内在住の65歳以上の方
問　高齢者・保険課　高齢者福祉係
　　（内線334）

「オレンジ・カフェ」を通して、認知症の
理解や、認知症の方をどのように支えて
いくか、考えてみませんか？事前申し込
み不要ですので、お気軽にご参加くださ
い。お飲み物をご用意してお待ちしてい
ます。
今回は、ウエルシア薬局担当者から『認
知症と聴力の関係』についてアドバイス
を受けることができます。
とき　10月７日（月）
　　　午後２時30分～３時30分
ところ　ウエルシア茅野本町店
対象　認知症の方やその家族、支援する方
問　高齢者・保険課　高齢者福祉係
　　（内線334）

10月２日から11月１日までに65歳にな
る方を対象にしています。なお、介護保
険制度に関心のある方もご参加いただけ
ます。（申込不要）
とき　10月11日（金）
　　　午前９時30分～11時
ところ　茅野市役所　議会棟大会議室
問　高齢者・保険課　介護保険係
　　（内線337）

令和元年10月１日からの消費税率変更
等に伴い、国の介護給付費単価が改正さ
れます。
茅野市が実施しています「ふれあい保健
福祉事業」の内、次の３事業の単価につ
きましては、国の介護給付費単価に基づ
き実施しています。
本年10月１日以降、次の３事業におけ
る１回あたりの利用者負担額は、９月ま
での利用者負担額より１円から20円の
範囲で増額となります。
10月利用分から新たな利用者負担額と
なる事業
　①茅野市訪問サービス事業（訪問介護、
　　訪問看護）
　②茅野市短期入所事業（ショートステイ）
　③茅野市通所サービス事業（通所介護、
　　通所リハビリテーション）
これらの事業の利用者負担額につきまし
ては、担当の介護支援専門員（ケアマネ
ジャー）や利用される事業所に確認して
いただきますようお願いいたします。
問　高齢者・保険課
　　高齢者福祉係（内線334）

放送期間 こんにちは茅野市です　放送内容

10月１日

～10月７日

10月８日

～10月14日

10月15日

～10月21日

10月22日

～10月31日

●多留姫　稲刈まつり

●博物館　星空観望会

●森でエコサバイバル

●サイエンスフェスタinちの2019

●北部中学校開校60周年記念式典・講演会

●ウォーキングのつどい

●金沢小学校　きのこ狩り遠足

●槻木　廻り舞台

ビーナチャンネル

番組表
LCV11ch

問　地域戦略課広報戦略係   ☎72－2101（内線235）

00分～　行政インフォメーション
　　　　トピックス
20分～　投稿ビデオコーナー
30分～　文字放送

※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。

基本放送スケジュール

10月の介護保険制度説明会脚腰おたっしゃ教室

オレンジ・カフェ茅野
発達障害の理解と支援の講演会

♨ 市営温泉施設は
次の日も営業します

ふれあい保健福祉事業の
利用者負担変更

広報ちの　2019.1021
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家庭や事業所などから出るごみ類の野外
焼却（野焼き）は、法律により禁止されて
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も「野焼き」と同じで
す。ご近所への迷惑、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！

違反者には罰則があります！
ごみ類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、
また法人に対しては、３億円以下の罰金
が科せられます。

《法律で認められているもの》
・田畑の雑草やワラの焼却など、農業の
　ためにやむを得ず行う焼却
・病害虫が付着した枝の焼却
・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
・庭先での落ち葉たきなど軽微なもの、
　など
※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毎年大変多く寄
　せられます。やむを得ず焼却するとき
　は、周囲に迷惑をかけないよう、よく
　乾燥させ、風向き・焼却する量・時間
　帯などに注意し、周りに一声かけるな
　ど、ご近所とトラブルにならないよう
　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。
※家庭の庭から出た草木はなるべく堆肥
　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）
問　環境課　公害衛生係
　　（内線264・265）
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交付対象者　茅野市内に居住し、もしく  
　は事業所等を有する個人または事業者
（地方公共団体および公共団体は除く）
　で、２月末までに運転確認ができるよ
　う設置工事を完了できる方
交付対象台数　７台
補助率等　ペレットストーブまたはペレ
　ットボイラー本体の購入に要する経費
　の２分の１以内（ただし、１台につき
　上限10万円とします。）
補助対象条件
　・補助対象とするペレットストーブま
　　たはペレットボイラーは、県内に事
　　業所又は代理店を有する者から購入
　　すること。
　・使用するペレットは、県内のペレッ
　　ト製造施設で製造されたものを使用
　　すること。
受付の際に必要となる書類
　・購入を予定しているペレットストー
　　ブまたはペレットボイラーの見積書
　　の写し
　・購入を予定しているペレットストー
　　ブまたはペレットボイラーの外観が
　　分かるパンフレット等
受付開始日　９月27日（金）
農林課林務係窓口へ直接お越しくだ
さい。

留意事項
・多数の申込みが見込まれるため、９月
　27日（金）から10月４日（金）までを抽
　選受付期間とし、期間中の申込み台数
　が７台を超えた場合は抽選にて交付対
　象者を決定します。10月７日（月）以
　降、申込みが対象台数に満たない場合
　は先着順とします。
・申請手続き等の詳細については、担当
　までお問合わせください。
受付先・問　農林課　林務係（内線405）

休館日 10月７日（月）、15日（火）、21
　　　　日（月）、23日（水）、28日（月）
※10月14日（月）体育の日、22日（火）の
　国民の祝日は祝日開館します。
問　茅野市図書館　☎72－9085

オレンジ・カフェ（認知症カフェ）すわち
ゅうは、誰でも立ち寄れる場所です。お
茶を飲みながらおしゃべりを楽しんだり、
認知症の介護の情報交換やお悩み相談な
どが気軽にできます。ハーブティーを用
意してお待ちしています。
とき　10月23日（水）午後２時～４時
ところ 諏訪中央病院エントランスホール
参加費　無料
問　高齢者・保険課　介護保険係
　　（内線336）

日頃、処理が難しいご家庭の廃棄物の有
料回収を行います。
とき　11月16日（土）午前９時～11時
ところ　茅野市運動公園
主催　美サイクル茅野
会場のレイアウト、処理品目、処理金額
等詳細については、広報ちの11月号（10
月24日発送）にてお知らせします。
なお、農薬や火薬、アスベスト（石綿）な
ど危険物については回収しませんのでご
了解ください。
問　茅野市美サイクルセンター
　　☎72－2905

10月１日からの消費税率引き上げに伴
い、消費税を含む上下水道料金、開栓手
数料、分担金の金額が変更となります。
詳しくは市ホームページをご覧ください。
問　水道課　営業係
　　直通ダイヤル　☎75－5500

オレンジ・カフェすわちゅうに
お茶を飲みに来ませんか？

ペレットストーブ等の購入者
に対し、補助金を交付します

消費税率引き上げに伴う
上下水道料金等について

ご家庭の廃棄物を有料回収します

野焼きは違法です！

図書館 休館に関するお知らせ
「広報ちの」の自動配信も！

「図書館を飾ろう！」で子どもたちに飾っ
てもらう落ち葉やきのこの飾りを職員と
一緒に作ってくれるボランティアを募集
します。材料や道具は図書館で準備しま
すが、お家で余っている紙などがありま
したらお持ちください。
とき　10月30日（水）　
　　　午前10時30分～11時30分
ところ　茅野市図書館２階　会議室
問　茅野市図書館　☎72－9085

「紙芝居だいすき！」に参加したあとに、
２階おはなしの部屋前の飾りつけを一緒
にしてみませんか。作れる方は、お家で
秋の果物の飾りを作って持ってきて下さ
い。（20㎝×20㎝くらいのもの）
とき　11月９日（土）午前11時頃～
ところ　茅野市図書館２階
　　　　おはなしの部屋前
対象　「紙芝居だいすき！」に参加した方
問　茅野市図書館　☎72－9085

休館日　10月７日（月）、15日（火）、21
　　　　日（月）、23日（水）、28日（月）
※10月14日（月）体育の日、22日（火）の
　国民の祝日は祝日開館します。
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

10月12日（土）・13日（日）は縄文まつり
開催につき無料開館いたします。
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

考古館で使用するどんぐり拾いを手伝っ
ていただけませんか。どんぐりと交換で、
クリアファイルを差し上げます。
とき　10月19日（土）午前10時～正午
ところ　尖石縄文考古館
参加費　無料
持ち物　帽子・軍手・袋・歩きやすく汚れ
　　　　ても良い服装でご参加ください。
定員　20名
申込期間　９月19日（木）～10月11日（金）
　　　　　先着順
その他　小学校４年生以下の方は保護者
　　　　同伴でお申し込みください。雨
　　　　天中止
申込・問　尖石縄文考古館　☎76－2270

鹿角市教育委員会の赤坂朋美さんによる
講演会です。
とき　10月20日（日)
　　　午後１時30分～３時
ところ　尖石縄文考古館ガイダンスルーム
料金　無料（館内をご覧の場合、観覧料
　　　が必要です）
資料代　100円
定員　80名
問　尖石縄文考古館　☎76ー2270

縄文時代の編み物に対して、弥生時代に
は縦糸を上下させて横糸を挟み込む技術
で布や衣服を作っています。その手法を
使って作品を作る講座です。
とき　10月26日（土）・27日（日）　　
　　　午前９時30分～午後３時
ところ　尖石縄文考古館
受講料　1,000円
持ち物　エプロン、はさみ
定員　10名
対象　小学校５年生以上
申込期間　10月１日（火）～20日（日）
　　　　　先着順
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

縄文時代の人々は、樹皮等を使って編か
ごやざるを作り、どんぐりのあく抜きな
ど、いろいろと活用していたことがわか
っています。この講座では、スズタケを
使ってざる作りに挑戦します。2日間と
もご参加ください。
とき　11月９日（土）・10日（日）
　　　午前９時30分～午後３時
ところ　尖石縄文考古館
受講料　1,000円
持ち物　エプロン、クリップ
対象　小学校５年生以上
定員　10名
申込期間　10月16日（水）～11月４日（月）
　　　　　先着順
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

国特別史跡「尖石遺跡」、国史跡「上之段遺
跡・駒形遺跡」、国宝「土偶」の出土した棚
畑遺跡・中ッ原遺跡などの茅野市を代表
する縄文遺跡を学芸員と「縄文」を識る部
会員がご案内します。雨天決行
とき　11月３日（日・祝）午前９時～正午
ところ 尖石縄文考古館集合
料金　無料（資料代100円）
対象　小学生以上（ただし小学生は保護
　　　者同伴）
定員　30名
持ち物 飲み物、歩きやすい服装
申込期間　10月３日（木）～10月27日（日）、
　　　　　先着順
申込・問　文化財課　文化財係
　　　　　☎76－2386

茅野高校図書委員さんによるおはなし会
です。絵本や紙芝居などの楽しいおはな
しがいっぱいです。どなたでも参加いた
だけますので、ご家族・お友達をお誘い
あわせてお越しください。高校生のお兄
さん、お姉さんといっしょにおはなしを
楽しみましょう！
とき　10月３日（木）
　　　午後４時30分～５時
ところ　茅野市図書館１階　どんぐり図
　　　　書室　じゅうたんコーナー
問　茅野市図書館　☎72ー9085

ボランティアグループ「レモングラス」
の皆さんによるハーブティーのサービス
です。
とき　10月10日（木）
　　　午前10時30分～11時30分
ところ　茅野市図書館前庭
参加費　無料
持ち物　コップ
問　茅野市図書館　☎72－9085

今年度第２弾の今回は、工学部機械電気
工学科の渡邊康之教授の講義です。
最近、植物栽培環境を人工的に制御し、
野菜などの植物栽培を行う「植物工場」が
注目されているそうです。栽培用の光源
として使われる蛍光灯やLEDは太陽光と
どう違うのか、光合成のしくみから考え
ます。
とき　10月17日（木）
　　　午後１時30分～３時
ところ　茅野市図書館２階　会議室
定員　20名（先着順）
申込期間　10月１日（火）午前10時～
申込・問　茅野市図書館　☎72ー9085
【今後のスケジュール】
第３回　11月28日（木）
　「統計って何だろう」奥原正夫 教授

茅野市図書館を探検してみよう！
ふだんは入ることのできない書庫の見学
や、カウンターで本の貸出・返却など司
書の仕事を体験できます。
とき　10月27日（日）２回開催
　　　※２回とも同じ内容です
　１回目　午前10時15分～午後０時15分
　２回目　午後１時45分～３時45分
ところ　茅野市図書館１階
対象　茅野市在住小学校３年生～６年生
定員　各回５名
申込期間　10月8日（火）午前10時～
問　茅野市図書館　☎72 ー9085

広報ちの　2019.1023

尖

茅野高校図書委員さんと
楽しむわくわくおはなし会

茅野市図書館
図書館の飾りを作ろう！

茅野市図書館
図書館を飾ろう！

尖

尖石縄文考古館
休館に関するお知らせ

どんぐりみつけて、
　　　　あそびましょ！

茅野市図書館探検隊
～図書館のうらがわのぞいちゃお!!～

公立諏訪東京理科大学
出前授業講座　第２回

～光合成のしくみから植物工場まで～

図書館でティータイムを

縄文まつり 無料開館

縄文遺跡を巡るバスツアー
尖

縄文ゼミナール⑤
「大湯環状列石のあゆみ」尖

縄文教室⑤
「竹ざるを作ってみよう」尖

尖

縄文教室④「弥生時代の原始
はたで織物を作ってみよう」尖
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「図書館を飾ろう！」で子どもたちに飾っ
てもらう落ち葉やきのこの飾りを職員と
一緒に作ってくれるボランティアを募集
します。材料や道具は図書館で準備しま
すが、お家で余っている紙などがありま
したらお持ちください。
とき　10月30日（水）　
　　　午前10時30分～11時30分
ところ　茅野市図書館２階　会議室
問　茅野市図書館　☎72－9085

「紙芝居だいすき！」に参加したあとに、
２階おはなしの部屋前の飾りつけを一緒
にしてみませんか。作れる方は、お家で
秋の果物の飾りを作って持ってきて下さ
い。（20㎝×20㎝くらいのもの）
とき　11月９日（土）午前11時頃～
ところ　茅野市図書館２階
　　　　おはなしの部屋前
対象　「紙芝居だいすき！」に参加した方
問　茅野市図書館　☎72－9085

休館日　10月７日（月）、15日（火）、21
　　　　日（月）、23日（水）、28日（月）
※10月14日（月）体育の日、22日（火）の
　国民の祝日は祝日開館します。
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

10月12日（土）・13日（日）は縄文まつり
開催につき無料開館いたします。
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

考古館で使用するどんぐり拾いを手伝っ
ていただけませんか。どんぐりと交換で、
クリアファイルを差し上げます。
とき　10月19日（土）午前10時～正午
ところ　尖石縄文考古館
参加費　無料
持ち物　帽子・軍手・袋・歩きやすく汚れ
　　　　ても良い服装でご参加ください。
定員　20名
申込期間　９月19日（木）～10月11日（金）
　　　　　先着順
その他　小学校４年生以下の方は保護者
　　　　同伴でお申し込みください。雨
　　　　天中止
申込・問　尖石縄文考古館　☎76－2270

鹿角市教育委員会の赤坂朋美さんによる
講演会です。
とき　10月20日（日)
　　　午後１時30分～３時
ところ　尖石縄文考古館ガイダンスルーム
料金　無料（館内をご覧の場合、観覧料
　　　が必要です）
資料代　100円
定員　80名
問　尖石縄文考古館　☎76ー2270

縄文時代の編み物に対して、弥生時代に
は縦糸を上下させて横糸を挟み込む技術
で布や衣服を作っています。その手法を
使って作品を作る講座です。
とき　10月26日（土）・27日（日）　　
　　　午前９時30分～午後３時
ところ　尖石縄文考古館
受講料　1,000円
持ち物　エプロン、はさみ
定員　10名
対象　小学校５年生以上
申込期間　10月１日（火）～20日（日）
　　　　　先着順
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

縄文時代の人々は、樹皮等を使って編か
ごやざるを作り、どんぐりのあく抜きな
ど、いろいろと活用していたことがわか
っています。この講座では、スズタケを
使ってざる作りに挑戦します。2日間と
もご参加ください。
とき　11月９日（土）・10日（日）
　　　午前９時30分～午後３時
ところ　尖石縄文考古館
受講料　1,000円
持ち物　エプロン、クリップ
対象　小学校５年生以上
定員　10名
申込期間　10月16日（水）～11月４日（月）
　　　　　先着順
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

国特別史跡「尖石遺跡」、国史跡「上之段遺
跡・駒形遺跡」、国宝「土偶」の出土した棚
畑遺跡・中ッ原遺跡などの茅野市を代表
する縄文遺跡を学芸員と「縄文」を識る部
会員がご案内します。雨天決行
とき　11月３日（日・祝）午前９時～正午
ところ 尖石縄文考古館集合
料金　無料（資料代100円）
対象　小学生以上（ただし小学生は保護
　　　者同伴）
定員　30名
持ち物 飲み物、歩きやすい服装
申込期間　10月３日（木）～10月27日（日）、
　　　　　先着順
申込・問　文化財課　文化財係
　　　　　☎76－2386

茅野高校図書委員さんによるおはなし会
です。絵本や紙芝居などの楽しいおはな
しがいっぱいです。どなたでも参加いた
だけますので、ご家族・お友達をお誘い
あわせてお越しください。高校生のお兄
さん、お姉さんといっしょにおはなしを
楽しみましょう！
とき　10月３日（木）
　　　午後４時30分～５時
ところ　茅野市図書館１階　どんぐり図
　　　　書室　じゅうたんコーナー
問　茅野市図書館　☎72ー9085

ボランティアグループ「レモングラス」
の皆さんによるハーブティーのサービス
です。
とき　10月10日（木）
　　　午前10時30分～11時30分
ところ　茅野市図書館前庭
参加費　無料
持ち物　コップ
問　茅野市図書館　☎72－9085

今年度第２弾の今回は、工学部機械電気
工学科の渡邊康之教授の講義です。
最近、植物栽培環境を人工的に制御し、
野菜などの植物栽培を行う「植物工場」が
注目されているそうです。栽培用の光源
として使われる蛍光灯やLEDは太陽光と
どう違うのか、光合成のしくみから考え
ます。
とき　10月17日（木）
　　　午後１時30分～３時
ところ　茅野市図書館２階　会議室
定員　20名（先着順）
申込期間　10月１日（火）午前10時～
申込・問　茅野市図書館　☎72ー9085
【今後のスケジュール】
第３回　11月28日（木）
　「統計って何だろう」奥原正夫 教授

茅野市図書館を探検してみよう！
ふだんは入ることのできない書庫の見学
や、カウンターで本の貸出・返却など司
書の仕事を体験できます。
とき　10月27日（日）２回開催
　　　※２回とも同じ内容です
　１回目　午前10時15分～午後０時15分
　２回目　午後１時45分～３時45分
ところ　茅野市図書館１階
対象　茅野市在住小学校３年生～６年生
定員　各回５名
申込期間　10月8日（火）午前10時～
問　茅野市図書館　☎72 ー9085
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尖

茅野高校図書委員さんと
楽しむわくわくおはなし会

茅野市図書館
図書館の飾りを作ろう！

茅野市図書館
図書館を飾ろう！

尖

尖石縄文考古館
休館に関するお知らせ
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休館日　10月７日（月）、15日（火）、21
　　　　日（月）、23日（水）、28日（月）
※10月14日（月）体育の日、22日（火）
　の国民の祝日は祝日開館します。
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

信州の哺乳動物研究の先駆者である両角
徹郎先生、両角源美先生の研究に関する
資料を展示し、その業績を紹介します。
会期　10月５日（土）～12月１日（日）
ところ　総合博物館
料金　通常入館料
【関連イベント】ギャラリートーク
とき　10月14日（月・祝）
　　　午後１時30分～３時
ところ　総合博物館
講師　牛山英彦さん（前茅野市教育長）
　　　酒井秋男さん（医学博士、元信州大
　　　　学医学部助教授、元中国青海省
　　　　高原医学研究所客員教授、元松
　　　　本大学人間健康学部教授）
参加費　通常入館料（申込不要）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

皆さんの古文書学習における疑問・質問
などにお答えします。鑑定等は行いませ
ん。
とき　10月19日（土）
　　　午後１時30分～３時
ところ　総合博物館
講師　博物館職員
参加費　無料（申込不要）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

■QRコードを読み取って展示解説動画
　を見よう
展示物の案内板にQRコードを設置して
あります。スマートフォンなどで読み取
っていただくと、展示物について詳しく
知ることができる解説動画が見られます。
タブレットの貸出しもしていますので、
ご覧ください。
■さきおりコースター体験
展示してある高機ではたおり体験ができ
ます。細く裂いた布を横糸にして織るさ
きおりでコースターを作ってみませんか。
（作品のお渡しは後日になります。）
とき　開館中、毎日（所要時間15分程度）
ところ　総合博物館
参加費　100円（別途入館料が必要です。）
対象　小学校高学年以上（踏み木に足が
　　　届く身長の方が対象になります）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300
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昔ながらの高機を使ってランチョンマッ
トを織ってみましょう！初心者の方も楽
しく体験できます。お気軽にご参加くだ
さい。
とき　10月12日（土）、13日（日）
　　　いずれも午前10時～11時30分
　　　と午後１時～２時30分
ところ　総合博物館
講師　博物館はたおりボランティアねじ
　　　ばな
定員　各回５名（要申込）
参加費　400円
対象　小学校高学年以上（踏み木に足が
　　　届く身長の方が対象になります）
　　　＊原則、申込１回につき、記名１
　　　　名とさせていただきます。
申込期間　９月20日（金）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

糸巻きやおさ通しなどはた織りの基本の
工程を学びながら、本格的な「織り」を
体験してみませんか。
とき　10月27日（日）、11月10日（日）、
　　　17日（日）、12月８日（日）、12月
　　　15日（日）の全５回。
　　　１～４回目　午前10時～正午
　　　５回目　時間は後日調整。
ところ　総合博物館
講師　博物館職員、博物館はたおりボラ
　　　ンティアねじばな
参加費　1,000円（初回のみ）
定員　５名（要申込）
対象　原則、毎回参加できる方。踏み木
　　　に足が届く身長の方。
申込期間　10月１日（火）から受付
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

博物館はたおりボランティアねじばなの
会員が制作したバッグ、ベスト、ランチ
ョンマットなどを展示販売します。
とき　10月19日（土）
　　　　午前11時～午後４時30分
　　　10月20日（日）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　ワークラボ八ヶ岳（ベルビア２階）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

山ぶどうのつるで小さなかごを作ります。
一輪挿しやペン立てにします。
とき　10月13日（日）
　　　１回目　午前９時30分～11時30分、
　　　２回目　午後１時30分～３時30分
ところ　総合博物館
講師　上原泰子さん
定員　各回５名（要申込）
参加費　2,000円
申込期間　10月１日（火）
　　　　　午前10時から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

部屋のインテリアとして飾れる「花炭」を、
木の実などをそのままの形で炭にして作
ります。たき火ではお芋も一緒に焼いて
楽しみましょう。（雨天時など、内容を一
部変更する場合があります。）
とき　10月19日（土）午前10時～正午
ところ　総合博物館
講師　博物館職員
定員　20名（要申込）
参加費　100円（材料費）
申込期間　９月20日（金）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

季節の星座探訪と、大型天体望遠鏡によ
る見ごろの惑星・天体の観察を行います。
とき　10月５日（土）
　　　午後７時～８時30分
　　　＊雨天曇天の場合は中止します。
ところ　北部中学校天体ドーム
　　　　（北部生涯学習センター）
講師　若宮崇令さん（前八ヶ岳総合博物
　　　館館長）、博物館職員
定員　20名（要申込）
参加費　無料
申込期間　９月20日（金）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73ー0300

やさしい科学工作を通じて、科学の不思
議さやおもしろさを体験してもらいます。
10月は「電気ブチゴマ」。
とき　10月20日（日）
　　　午前10時～11時30分
ところ　総合博物館
講師　市民研究員実験工作グループ
定員　16名（要申込）
参加費　300円
参加資格　小学生以上
申込期間　９月20日（金）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

古文書相談会

星空観望会

博

博

博物館からのお知らせ博

さきおりでランチョンマット博

さきおり展示即売会博

八ヶ岳総合博物館
休館に関するお知らせ

博 企画展
「信州哺乳動物研究の先駆者」

博 ふるさと工芸講座
「織りを知る」（全５回）

博 アンコールイベント　
かご作り

博

博

ワクワク科学工作博

毎月お楽しみ会
花炭と焼き芋づくり

C

休館日　10月７日（月）、15日（火）、23
　　　　日（水）、28日（月）
※10月14日（月）体育の日、22日（火）の
　国民の祝日は祝日開館します。
問　神長官守矢史料館　☎73－7567

とき　10月12日（土）午後１時30分～
ところ　神長官守矢史料館
参加費　通常入館料（申込不要）
問　神長官守矢史料館　☎73－7567

ろう者と聴者がともにつくる人形劇団「デ
フ・パペットシアター・ひとみ」による、
人形とマイムのパフォーマンスと、「はこ」
が雄弁に語る、セリフのない人形劇。家族
三世代の愛情と絆の物語をお届けします。
とき　10月５日（土）午後１時30分開演
　　　（午後１時開場）
ところ　茅野市民館 マルチホール
※公演終了後に劇団員による質疑応答が
　あります
※前日に、茅野市内小学４年生招待公演
　があります
料金　〈全席自由〉おとな2,000円、こ
　　　ども（高校生以下）500円、ペア（お
　　　とな１名+こども１名）2,300円
　　　茅野市市民館　友の会会員（おとな）
　　　1,600円
※おすすめは４歳からです。３歳以下のお
　子様のひざ上鑑賞は無料です。未就学
　のお子様には託児サービスもございま
　す（要予約）。
問　茅野市民館　☎82－8222

助成金額　避妊手術　5,000円　去勢手術　3,000円
支給時期　令和２年１月以降
対象期間　令和元年８月１日～令和２年１月31日に実施される手術
助成対象　①犬：保護施設・保健所等からの譲渡犬
　　　　　②猫：捨て猫、迷い猫、譲渡猫、野良猫等
申込期間　10月１日（火）～12月13日（金）
手術を行う病院　下記協力病院で手術を行ってください

申込方法　往復はがきに必要事項をご記入のうえ郵送してください。
　【往信】表面　〒392－8601　諏訪市上川1－1644－10　諏訪合同庁舎２F諏訪　
　　　　　　　 保健福祉事務所内　長野県動物愛護会諏訪支部事務局　宛
　　　　 裏面　①住所　②氏名　③自宅電話番号　④犬／猫　⑤オス／メス
　　　　　　　 ⑥入手先　⑦手術を行う動物病院名
　【返信】表面　申請者の郵便番号、住所、氏名
　　　　 裏面　動物愛護会からの連絡を記載して返信します。
　※応募多数の場合は抽選となるため、助成金を受けられないことがあります。
　※手術内容が分かる動物病院発行の領収書（オリジナル、コピー不可）が必要にな
　　りますので、大切に保管しておいてください。
　※他の動物愛護団体等で助成を受けたものは受け付けできません。
　問　長野県動物愛護会諏訪支部　☎23－5998
　　　長野県獣医師会諏訪支部　☎53－1155

長野県芸術監督団事業「トランクシアタ
ー・プロジェクト」は、長野県芸術監督
（演劇）の串田和美さんと、県内各地域の
実行委員会が協働して演劇作品を届ける
取り組みです。トランクひとつに演劇を
詰め込んで、街のカフェ、倉庫から劇場
までさまざまな空間を会場に、巡回公演
します。今年の作品は、串田さんが脚本・
演出を手掛ける新作「月夜のファウスト」。
茅野では10月20日（日）、茅野市宮川安
国寺の「信州八ヶ岳 長寿寒天館」にて上
演されます。
とき　10月20日（日）午後４時開演
ところ　信州八ヶ岳　長寿寒天館
　　　　（茅野市宮川2638）
料金　一般2,000円、高校生以下1,000円
問　NPO法人サポートC（午後１時～７
　　時、火曜休）☎0266－82－8230
主催　（一財）長野県文化振興事業団、
　　　Trunk Theater ちの実行委員会、
　　　長野県
連携　茅野市民館指定管理者  株式会社地
　　　域文化創造
特別協力　まつもと市民芸術館

とき　～10月27日（日）
　　　午前９時～午後７時
ところ　茅野市美術館　常設展示室
料金　無料
■関連企画「きてみて！親子ギャラリー
　ツアー」
とき　10月６日（日）午後１時30分開始
ところ　茅野市美術館　常設展示室
料金　無料（申込不要）
■関連企画「きてみて！ギャラリーツアー」
とき　10月13日（日）午後１時30分開始
ところ　茅野市美術館　常設展示室
料金　無料（申込不要）
問　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　☎82－8222

広報ちの　2019.1025

大型天体望遠鏡を使って昼間の空の星を
観察します。
とき　10月13日（日）
　　　午前10時～11時　
　　　＊雨天曇天の場合は中止します
ところ　総合博物館
講師　若宮崇令さん（前八ヶ岳総合博物
　　　館館長）、博物館職員
定員　20名（要申込）
参加費　無料
申込期間　９月20日（金）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

エアドームで季節の星座のお話や宇宙の
映像を体験できます。テーマは毎月変わ
ります。10月「星座の誕生」。
とき　土・日曜日および祝日。
　　　各日 午前10時30分～と午後１時
　　　30分～の2回
　　　※10月20日（日）、26日（土）　　
　　　　午前・午後の投影はありません。
ところ　総合博物館
定員　各回20名（先着順）
参加費　要入館料
その他　整理券（当日分）は開館時からお
　　　　１人につき１枚お渡しします。
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

青少年自然の森周辺のコケ観察と学習を
行います。
とき　10月17日（木）午後１時～３時
集合場所　尖石縄文考古館駐車場
講師　平岡照代さん（平岡環境科学研究所）
参加費　無料（要申込）
服装・持ち物　歩きやすい服装、飲み物、
　　　　　　　記録帳等
申込期間　９月20日（金）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

総合博物館周辺のシダ観察と学習を行い
ます。
とき　10月27日（日）
　　　午前10時～午後３時
集合場所　総合博物館
講師　佐藤利幸さん（信州大学名誉教授）
参加費　無料（要申込）
服装・持ち物　歩きやすい服装、飲み物、
　　　　　　　記録帳等、昼食
申込期間　９月20日（金）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73ー0300

犬、猫の避妊・去勢手術に助成金がでます

美

守 神長官守矢史料館
休館に関するお知らせ

第２期収蔵作品展
「そして、道は続く」

守
企画展「守矢文書にみる
改元・元年の古文書」
ギャラリートーク

博 昼間の星を見る会

博 プラネタリウム

博 コケ観察会

博 シダ観察会

岡 谷 市

諏 訪 市

岡谷動物病院
城南ペットクリニック
諏訪かりん動物病院
すえひろ動物病院
テンダーペットクリニック

富士見町

茅 野 市

ふじみ動物病院
カレンタック動物病院
ちの動物病院
ひらさわ動物クリニック

茅野市民館 みんなの劇場「はこ／
BOXES じいちゃんのオルゴール♪」
デフ・パペットシアター・ひとみ

C
長野県芸術監督団事業

トランクシアター・プロジェクト2019
「月夜のファウスト」茅野公演



休館日　10月７日（月）、15日（火）、21
　　　　日（月）、23日（水）、28日（月）
※10月14日（月）体育の日、22日（火）
　の国民の祝日は祝日開館します。
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

信州の哺乳動物研究の先駆者である両角
徹郎先生、両角源美先生の研究に関する
資料を展示し、その業績を紹介します。
会期　10月５日（土）～12月１日（日）
ところ　総合博物館
料金　通常入館料
【関連イベント】ギャラリートーク
とき　10月14日（月・祝）
　　　午後１時30分～３時
ところ　総合博物館
講師　牛山英彦さん（前茅野市教育長）
　　　酒井秋男さん（医学博士、元信州大
　　　　学医学部助教授、元中国青海省
　　　　高原医学研究所客員教授、元松
　　　　本大学人間健康学部教授）
参加費　通常入館料（申込不要）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

皆さんの古文書学習における疑問・質問
などにお答えします。鑑定等は行いませ
ん。
とき　10月19日（土）
　　　午後１時30分～３時
ところ　総合博物館
講師　博物館職員
参加費　無料（申込不要）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

■QRコードを読み取って展示解説動画
　を見よう
展示物の案内板にQRコードを設置して
あります。スマートフォンなどで読み取
っていただくと、展示物について詳しく
知ることができる解説動画が見られます。
タブレットの貸出しもしていますので、
ご覧ください。
■さきおりコースター体験
展示してある高機ではたおり体験ができ
ます。細く裂いた布を横糸にして織るさ
きおりでコースターを作ってみませんか。
（作品のお渡しは後日になります。）
とき　開館中、毎日（所要時間15分程度）
ところ　総合博物館
参加費　100円（別途入館料が必要です。）
対象　小学校高学年以上（踏み木に足が
　　　届く身長の方が対象になります）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

広報ちの　2019.10 24

昔ながらの高機を使ってランチョンマッ
トを織ってみましょう！初心者の方も楽
しく体験できます。お気軽にご参加くだ
さい。
とき　10月12日（土）、13日（日）
　　　いずれも午前10時～11時30分
　　　と午後１時～２時30分
ところ　総合博物館
講師　博物館はたおりボランティアねじ
　　　ばな
定員　各回５名（要申込）
参加費　400円
対象　小学校高学年以上（踏み木に足が
　　　届く身長の方が対象になります）
　　　＊原則、申込１回につき、記名１
　　　　名とさせていただきます。
申込期間　９月20日（金）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

糸巻きやおさ通しなどはた織りの基本の
工程を学びながら、本格的な「織り」を
体験してみませんか。
とき　10月27日（日）、11月10日（日）、
　　　17日（日）、12月８日（日）、12月
　　　15日（日）の全５回。
　　　１～４回目　午前10時～正午
　　　５回目　時間は後日調整。
ところ　総合博物館
講師　博物館職員、博物館はたおりボラ
　　　ンティアねじばな
参加費　1,000円（初回のみ）
定員　５名（要申込）
対象　原則、毎回参加できる方。踏み木
　　　に足が届く身長の方。
申込期間　10月１日（火）から受付
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

博物館はたおりボランティアねじばなの
会員が制作したバッグ、ベスト、ランチ
ョンマットなどを展示販売します。
とき　10月19日（土）
　　　　午前11時～午後４時30分
　　　10月20日（日）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　ワークラボ八ヶ岳（ベルビア２階）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

山ぶどうのつるで小さなかごを作ります。
一輪挿しやペン立てにします。
とき　10月13日（日）
　　　１回目　午前９時30分～11時30分、
　　　２回目　午後１時30分～３時30分
ところ　総合博物館
講師　上原泰子さん
定員　各回５名（要申込）
参加費　2,000円
申込期間　10月１日（火）
　　　　　午前10時から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

部屋のインテリアとして飾れる「花炭」を、
木の実などをそのままの形で炭にして作
ります。たき火ではお芋も一緒に焼いて
楽しみましょう。（雨天時など、内容を一
部変更する場合があります。）
とき　10月19日（土）午前10時～正午
ところ　総合博物館
講師　博物館職員
定員　20名（要申込）
参加費　100円（材料費）
申込期間　９月20日（金）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

季節の星座探訪と、大型天体望遠鏡によ
る見ごろの惑星・天体の観察を行います。
とき　10月５日（土）
　　　午後７時～８時30分
　　　＊雨天曇天の場合は中止します。
ところ　北部中学校天体ドーム
　　　　（北部生涯学習センター）
講師　若宮崇令さん（前八ヶ岳総合博物
　　　館館長）、博物館職員
定員　20名（要申込）
参加費　無料
申込期間　９月20日（金）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73ー0300

やさしい科学工作を通じて、科学の不思
議さやおもしろさを体験してもらいます。
10月は「電気ブチゴマ」。
とき　10月20日（日）
　　　午前10時～11時30分
ところ　総合博物館
講師　市民研究員実験工作グループ
定員　16名（要申込）
参加費　300円
参加資格　小学生以上
申込期間　９月20日（金）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

古文書相談会

星空観望会

博

博

博物館からのお知らせ博

さきおりでランチョンマット博

さきおり展示即売会博

八ヶ岳総合博物館
休館に関するお知らせ

博 企画展
「信州哺乳動物研究の先駆者」

博 ふるさと工芸講座
「織りを知る」（全５回）

博 アンコールイベント　
かご作り

博

博

ワクワク科学工作博

毎月お楽しみ会
花炭と焼き芋づくり

C

休館日　10月７日（月）、15日（火）、23
　　　　日（水）、28日（月）
※10月14日（月）体育の日、22日（火）の
　国民の祝日は祝日開館します。
問　神長官守矢史料館　☎73－7567

とき　10月12日（土）午後１時30分～
ところ　神長官守矢史料館
参加費　通常入館料（申込不要）
問　神長官守矢史料館　☎73－7567

ろう者と聴者がともにつくる人形劇団「デ
フ・パペットシアター・ひとみ」による、
人形とマイムのパフォーマンスと、「はこ」
が雄弁に語る、セリフのない人形劇。家族
三世代の愛情と絆の物語をお届けします。
とき　10月５日（土）午後１時30分開演
　　　（午後１時開場）
ところ　茅野市民館 マルチホール
※公演終了後に劇団員による質疑応答が
　あります
※前日に、茅野市内小学４年生招待公演
　があります
料金　〈全席自由〉おとな2,000円、こ
　　　ども（高校生以下）500円、ペア（お
　　　とな１名+こども１名）2,300円
　　　茅野市市民館　友の会会員（おとな）
　　　1,600円
※おすすめは４歳からです。３歳以下のお
　子様のひざ上鑑賞は無料です。未就学
　のお子様には託児サービスもございま
　す（要予約）。
問　茅野市民館　☎82－8222

助成金額　避妊手術　5,000円　去勢手術　3,000円
支給時期　令和２年１月以降
対象期間　令和元年８月１日～令和２年１月31日に実施される手術
助成対象　①犬：保護施設・保健所等からの譲渡犬
　　　　　②猫：捨て猫、迷い猫、譲渡猫、野良猫等
申込期間　10月１日（火）～12月13日（金）
手術を行う病院　下記協力病院で手術を行ってください

申込方法　往復はがきに必要事項をご記入のうえ郵送してください。
　【往信】表面　〒392－8601　諏訪市上川1－1644－10　諏訪合同庁舎２F諏訪　
　　　　　　　 保健福祉事務所内　長野県動物愛護会諏訪支部事務局　宛
　　　　 裏面　①住所　②氏名　③自宅電話番号　④犬／猫　⑤オス／メス
　　　　　　　 ⑥入手先　⑦手術を行う動物病院名
　【返信】表面　申請者の郵便番号、住所、氏名
　　　　 裏面　動物愛護会からの連絡を記載して返信します。
　※応募多数の場合は抽選となるため、助成金を受けられないことがあります。
　※手術内容が分かる動物病院発行の領収書（オリジナル、コピー不可）が必要にな
　　りますので、大切に保管しておいてください。
　※他の動物愛護団体等で助成を受けたものは受け付けできません。
　問　長野県動物愛護会諏訪支部　☎23－5998
　　　長野県獣医師会諏訪支部　☎53－1155

長野県芸術監督団事業「トランクシアタ
ー・プロジェクト」は、長野県芸術監督
（演劇）の串田和美さんと、県内各地域の
実行委員会が協働して演劇作品を届ける
取り組みです。トランクひとつに演劇を
詰め込んで、街のカフェ、倉庫から劇場
までさまざまな空間を会場に、巡回公演
します。今年の作品は、串田さんが脚本・
演出を手掛ける新作「月夜のファウスト」。
茅野では10月20日（日）、茅野市宮川安
国寺の「信州八ヶ岳 長寿寒天館」にて上
演されます。
とき　10月20日（日）午後４時開演
ところ　信州八ヶ岳　長寿寒天館
　　　　（茅野市宮川2638）
料金　一般2,000円、高校生以下1,000円
問　NPO法人サポートC（午後１時～７
　　時、火曜休）☎0266－82－8230
主催　（一財）長野県文化振興事業団、
　　　Trunk Theater ちの実行委員会、
　　　長野県
連携　茅野市民館指定管理者  株式会社地
　　　域文化創造
特別協力　まつもと市民芸術館

とき　～10月27日（日）
　　　午前９時～午後７時
ところ　茅野市美術館　常設展示室
料金　無料
■関連企画「きてみて！親子ギャラリー
　ツアー」
とき　10月６日（日）午後１時30分開始
ところ　茅野市美術館　常設展示室
料金　無料（申込不要）
■関連企画「きてみて！ギャラリーツアー」
とき　10月13日（日）午後１時30分開始
ところ　茅野市美術館　常設展示室
料金　無料（申込不要）
問　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　☎82－8222

広報ちの　2019.1025

大型天体望遠鏡を使って昼間の空の星を
観察します。
とき　10月13日（日）
　　　午前10時～11時　
　　　＊雨天曇天の場合は中止します
ところ　総合博物館
講師　若宮崇令さん（前八ヶ岳総合博物
　　　館館長）、博物館職員
定員　20名（要申込）
参加費　無料
申込期間　９月20日（金）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

エアドームで季節の星座のお話や宇宙の
映像を体験できます。テーマは毎月変わ
ります。10月「星座の誕生」。
とき　土・日曜日および祝日。
　　　各日 午前10時30分～と午後１時
　　　30分～の2回
　　　※10月20日（日）、26日（土）　　
　　　　午前・午後の投影はありません。
ところ　総合博物館
定員　各回20名（先着順）
参加費　要入館料
その他　整理券（当日分）は開館時からお
　　　　１人につき１枚お渡しします。
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

青少年自然の森周辺のコケ観察と学習を
行います。
とき　10月17日（木）午後１時～３時
集合場所　尖石縄文考古館駐車場
講師　平岡照代さん（平岡環境科学研究所）
参加費　無料（要申込）
服装・持ち物　歩きやすい服装、飲み物、
　　　　　　　記録帳等
申込期間　９月20日（金）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

総合博物館周辺のシダ観察と学習を行い
ます。
とき　10月27日（日）
　　　午前10時～午後３時
集合場所　総合博物館
講師　佐藤利幸さん（信州大学名誉教授）
参加費　無料（要申込）
服装・持ち物　歩きやすい服装、飲み物、
　　　　　　　記録帳等、昼食
申込期間　９月20日（金）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73ー0300

犬、猫の避妊・去勢手術に助成金がでます

美

守 神長官守矢史料館
休館に関するお知らせ

第２期収蔵作品展
「そして、道は続く」

守
企画展「守矢文書にみる
改元・元年の古文書」
ギャラリートーク

博 昼間の星を見る会

博 プラネタリウム

博 コケ観察会

博 シダ観察会

岡 谷 市

諏 訪 市

岡谷動物病院
城南ペットクリニック
諏訪かりん動物病院
すえひろ動物病院
テンダーペットクリニック

富士見町

茅 野 市

ふじみ動物病院
カレンタック動物病院
ちの動物病院
ひらさわ動物クリニック

茅野市民館 みんなの劇場「はこ／
BOXES じいちゃんのオルゴール♪」
デフ・パペットシアター・ひとみ

C
長野県芸術監督団事業

トランクシアター・プロジェクト2019
「月夜のファウスト」茅野公演



精神障害者のご家族の会です。悩みや不
安、体験などを自由に語り合うことがで
きます。事前申込は不要で、どなたでも
参加できます。（毎月第２水曜日に定例会
を開催しています。）
とき　10月９日（水）午後１時30分～
ところ　ひまわり作業所　会議室
　　　　（茅野市宮川4297）
対象　精神障害者のご家族
参加費　300円（お茶代等）
問　NPO法人やまびこ会　☎73－2334

幅広く美術を愛する人の「小品作品」発
表の場です。あなたの作品をお待ちして
おります。
とき　10月13日（日）～10月20日（日）
　　　午前９時30分～午後５時（13日
　　　は午後１時～、20日は午後４時
　　　まで)
ところ　茅野市美術館市民ギャラリー（茅
　　　　野市民館内）
種別　日本画・洋画・彫刻・工芸・書・
　　　版画・色紙・デッサン・細密画など
出品料　1,500円（16歳～18歳は無料）
主催　茅野市美術協会
　　　※詳細はお問い合わせください。
問　茅野市美術協会　会長　田中
　　☎080－1097－1678

「自分の体・病気を知ろう」や「手術室見
学」といった体験ツアー、「コーヒー＆焼
きマシュマロ」、「御茶処」のコーナーが
人気です。他にも吹奏楽の演奏、バザー
や屋台村もあります。ポップコーンや豚
汁などの振舞あり。みなさんどうぞお出
掛けください。
とき　10月19日（土）
　　　午前10時～午後３時
ところ　諏訪中央病院
問　諏訪中央病院　総務課広報調整係　
　　☎72－1000（内線1557）

■「もっと知りたい！血圧と動脈硬化の関
　係」と題して、濵口實医師がやさしく、
　わかりやすくお話します。お気軽にお
　立ち寄りください。健康に関するご質
　問・ご相談もお受けします。
とき　10月９日（水） 
　　　午前11時～11時30分
ところ　諏訪中央病院1Fエントランスホール
参加費　無料（申込不要）
問　諏訪中央病院　総務課広報調整係　
　　☎72－1000（内線1557）

茅野のこどもたちは学校で「縄文」のいろ
いろに触れて、そこから自分なりに思いめ
ぐらして、いろいろなものをつくってい
ます。想像の翼を広げた、こどもたちの
JOMONアート。市内小中学生の作品を、
茅野市民館の共有スペースに展示します。
とき　10月４日（金）～10月20日（日）
　　　午前９時～午後10時　※火曜休館
ところ　茅野市民館 中庭、ロビー ほか
料金　無料
問　茅野市美術館　☎82－8222

令和元年度「ハロウィンジャンボ宝くじ」、
「ハロウィンジャンボミニ」が下記のとお
り発売されます。今年のハロウィンジャ
ンボ宝くじは１等・前後賞合わせて５億
円、同時発売のハロウィンジャンボミニ
は１等・前後賞合わせて3,000万円です。
この宝くじの収益金は、長野県の販売実
績により配分され、市町村の明るく住み
よいまちづくりに使われますので、長野
県内の宝くじ売場でお買い求めください。
販売期間　９月24日（火）～10月18日（金）
発売場所　宝くじ売場
証票単価　300円
抽選日　10月30日（水）
※詳細はお問い合わせいただくか、市公
　式ホームページをご覧ください。
問　長野県市町村振興協会　
　　☎026－234－3611

諏訪の街並みを舞台に諏訪地域在住の男
性と、移住を考えている女性とをマッチ
ングする『諏訪エリアde縁結び』を実
施します。
内容は、某街歩き番組を彷彿させるJR
上諏訪駅周辺の散策、リノベーションカ
フェでランチ等の諏訪の魅力・再発見ま
ち歩きツアーです。
諏訪地域に住んでいる人も、そうでない
人も新しい縁を求めている方のご応募、
お待ちしています。
とき　11月２日（土 ） 
　　　午前10時～午後６時（予定）
ところ　すわっチャオ周辺
参加費　5,000円（当日支払い）
対象
男性　諏訪地域内に在住・在勤で且つ10
　　　月27日開催する事前セミナーに
　　　参加出来る方
女性　諏訪圏域外に在住・在勤
男女ともに30代
定員　男性12名、女性12名
　　　最少催行人数各４名
申込期間　10月22日（火）までに次の１
　～８を記載して、Eメールでお申込く
　ださい。
　①氏名（フリガナ）、②住所、③年齢、
　④性別、⑤職業、　⑥携帯電話番号、
　⑦メールアドレス、⑧参加動機
　メール送付先：apply.kkt@gmail.com
問　婚活de八ヶ岳推進委員会
　　☎090－8857－2864

シルバー人材センターでは、好評をいた
だいています刃物研ぎを次のとおり開催
します。
とき　10月27日（日）雨天決行
受付時間　午前９時～正午
ところ　茅野市健康管理センター前
料金　300円～500円（研ぐものにより
　　　金額は異なります）
対象のもの　包丁・はさみ類など
問　茅野広域シルバー人材センター
　　☎73ー0224

説明会　10月９日（水）午後２時～
審査会　10月18日（金）
　　　　午後１時30分～
ところ　茅野広域シルバー人材センター
※事前に申し込みの上、お越しください。
申込・問　茅野広域シルバー人材センター
　　　　　☎73－0224　業務係

ゆずります
リラックスチェア（大型）オットマン付／
ビニールハウスパッカー（No－19）

ゆずってください
曲げワッパ（おひつ）／保育園帽子／業務
用掃除機／琴

※金額は、無料～5,000円の範囲です。
※チャイルドシートを無料で貸し出して
　います。
※最新情報は、「NPO法人エコタウンち
　の」のホームページをご覧ください。
※交渉後の結果および登録後の取り消し、
　変更は必ず環境館へ連絡してください。
問　茅野環境館　☎82－0040
　　（午前９時～午後５時：日・月曜日定休）
なお、広報紙が届くまでに一部交渉が成
立する場合がありますのでご了承くださ
い。登録期間は３か月あります。

野市の人口茅
総人口　55,546人　（－53）
　男　　27,798人　（－12）
　女　　27,748人　（－41）
世帯数　23,404世帯（－17）

月の納税等10

（　）内は前月比
令和元年９月１日現在（茅野市独自推計）

広報ちの　2019.10 26

◆市県民税（３期）
◆国民健康保険税（５期）
◆市営住宅使用料　◆保育料　
◆後期高齢者医療保険料（４期）
【納期限・振替日　10月31日（木）】

ずりあおうゆ ～不用品を活用し
　あいましょう～

シルバー人材センター
刃物研ぎイベント

シルバー人材センター
入会説明会・審査日程

＋

家族ほのぼのサロン 縄文アート

諏訪中央病院
第11回病院祭＋

第34回小品展 作品募集

すわちゅう健康教室

諏訪エリアde縁結び

ハロウィンジャンボ宝くじ
等の発売

美
相談の種類 日　時 相談場所 連絡先 備　考

茅野市役所☎72－2101（代表）オペレーターが電話に出ますので内線番号をお伝えください。

法律相談【要予約】
相談員：
　佐藤　義彦 弁護士

行政相談
相談員：行政相談委員

人権相談
相談員：人権擁護委員

司法書士法律相談
【要予約】

心配ごと相談

弁護士が利益相反と判断した場合は
お断りする場合があります。
法律相談を受けてから１年以内の方
は予約できません。

いじめ・体罰・不登校・児童虐待等の相
談、セクハラ・ストーカー・家庭内暴
力等の相談、家族・近隣関係・騒音・公
害等の相談、同和・男女差別等の相談。

道路･農地・公害などの官公庁の仕
事への要望や苦情、身の回りの問題
でお悩みの方はご相談ください。

子育て、家庭教育相談から、いじめ、
不登校などの教育相談までお気軽に
ご相談ください。

家族・夫婦、職場や地域の対人関係、
夫や恋人（パートナー）からの暴力、
その他いろいろな心配事について
一人で悩まずご相談ください。

電話予約は平日10：00～16：00
受付。必要な場合には適切な専門機
関をご紹介します。
お気軽にご相談ください。

結婚相談

家庭教育相談

女性のための相談
【要予約】

保護司による
非行・犯罪相談
【要予約】

外国籍市民のための
　　　　　　　　相談

10/8（火）
9：00～12：00

10/1（火）
受付時間
10：00～16：00

10/1（火）
受付時間
17：00～19：00

10/3（木）
10：00～15：00

10/17（木）
10：00～16：00

10/2（水）
13：30～16：30

市役所7階
会議室

市役所8階
会議室

市民課市民係
（内線256）

市民課市民係
（内線256）

市役所7階
会議室

市民課市民係
（内線256）

市役所7階
会議室

市役所7階
会議室

生涯学習課
（内線634）

市役所8階
相談室

商工課
（内線435）

電話予約時に
会場等をお知
らせします。

諏訪市公民館
302会議室

10/1（火）
13：00～17：00
※電話予約は9/24
　　　　　　8：30～

10/9（水）
15：00～17：00
10/4・11・18・25（金）
9：00～12：00

①10/5・19（土）
13：00～16：00
②10/11・25（金）
18：30～20：30

10/12（土）10：30～、
11：30～、13：30～、
14：30～

毎週月～金曜日
　　　（祝日除く）
9：00～17：00

10/25（金）
10：00～12：00

無料相談

茅野市社会福祉
協議会

☎73－4431

長野地方裁判所
諏訪支部庶務課
☎52－9211

長野県司法書士会
諏訪支部
代表　田中
☎78－3693

家庭教育センター
☎73－4151

家庭教育センター
☎73－4151
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外国籍市民のための
　　日常生活相談及び
　　　　　日本語教室

「法の日」週間 
無料法律相談所の開設
について（予約不要）

「県下一斉司法書士
　無料相談」相談所
　　　の開設について
（予約不要）

毎週日曜日
13：00～16：00
※10/27は休み
初めての方は、事前に
ご連絡ください。

生涯学習課
（内線634）
または、
相談員
090-8846-0491

茅野市市民活動
センター

（ゆいわーく茅野）

長野地方・家庭
裁判所諏訪支部

庁舎内

茅野市ひと・まち
プラザ２階

社会福祉協議会
相談室

子育てや家庭問題、いじめ、不登校
などの教育相談や発達に関する相談
までお気軽にご相談ください。

子育て、家庭、教育、
発達に関する相談

毎週月～金曜日
　　　（祝日除く）
8：30～17：15

27

金銭・土地・交通事故等の問題、成
年後見、離婚・扶養・相続等家庭内
のもめ事、差別・いじめ等の人権問
題、遺言や任意後見契約などの公正
証書に関する問題などでお困りの方
はお気軽にご利用ください。

・不動産の登記、会社（法人）の登記に
関するもの、クレジット、消費者金融、
カードローン等債務に関するもの、高
齢者、障がい者等の財産管理に関す
るもの等お気軽にご相談ください。

若者向けキャリア・コンサ
ルティング【要予約】
相談員：ジョブカフェ信州
若年者就業支援アドバイザー

諏訪地区更生保護
サポートセンター
☎55－2786

家庭教育センター
相談室

（ちの地区コミュニ
ティセンター北側）

こども課
こども・家庭相談係
（内線615・616・     
　　　　　　617）
発達支援センター
（内線618）

受付内容：日常生活全般の悩み事
対象者：どなたでも
相談語：英語、ポルトガル語、タガ
ログ語、中国語、日本語

仕事探しに関してお悩みのおおむね
40歳未満の方が対象です。

受付内容：日常生活全般の悩み事
対象者：どなたでも
※10月13日（日）（15時～16時）は
中国語が分かる相談員が在席します。

こども・家庭総合
支援拠点

「育ちあいちの」
市役所6階

（こども課内）



精神障害者のご家族の会です。悩みや不
安、体験などを自由に語り合うことがで
きます。事前申込は不要で、どなたでも
参加できます。（毎月第２水曜日に定例会
を開催しています。）
とき　10月９日（水）午後１時30分～
ところ　ひまわり作業所　会議室
　　　　（茅野市宮川4297）
対象　精神障害者のご家族
参加費　300円（お茶代等）
問　NPO法人やまびこ会　☎73－2334

幅広く美術を愛する人の「小品作品」発
表の場です。あなたの作品をお待ちして
おります。
とき　10月13日（日）～10月20日（日）
　　　午前９時30分～午後５時（13日
　　　は午後１時～、20日は午後４時
　　　まで)
ところ　茅野市美術館市民ギャラリー（茅
　　　　野市民館内）
種別　日本画・洋画・彫刻・工芸・書・
　　　版画・色紙・デッサン・細密画など
出品料　1,500円（16歳～18歳は無料）
主催　茅野市美術協会
　　　※詳細はお問い合わせください。
問　茅野市美術協会　会長　田中
　　☎080－1097－1678

「自分の体・病気を知ろう」や「手術室見
学」といった体験ツアー、「コーヒー＆焼
きマシュマロ」、「御茶処」のコーナーが
人気です。他にも吹奏楽の演奏、バザー
や屋台村もあります。ポップコーンや豚
汁などの振舞あり。みなさんどうぞお出
掛けください。
とき　10月19日（土）
　　　午前10時～午後３時
ところ　諏訪中央病院
問　諏訪中央病院　総務課広報調整係　
　　☎72－1000（内線1557）

■「もっと知りたい！血圧と動脈硬化の関
　係」と題して、濵口實医師がやさしく、
　わかりやすくお話します。お気軽にお
　立ち寄りください。健康に関するご質
　問・ご相談もお受けします。
とき　10月９日（水） 
　　　午前11時～11時30分
ところ　諏訪中央病院1Fエントランスホール
参加費　無料（申込不要）
問　諏訪中央病院　総務課広報調整係　
　　☎72－1000（内線1557）

茅野のこどもたちは学校で「縄文」のいろ
いろに触れて、そこから自分なりに思いめ
ぐらして、いろいろなものをつくってい
ます。想像の翼を広げた、こどもたちの
JOMONアート。市内小中学生の作品を、
茅野市民館の共有スペースに展示します。
とき　10月４日（金）～10月20日（日）
　　　午前９時～午後10時　※火曜休館
ところ　茅野市民館 中庭、ロビー ほか
料金　無料
問　茅野市美術館　☎82－8222

令和元年度「ハロウィンジャンボ宝くじ」、
「ハロウィンジャンボミニ」が下記のとお
り発売されます。今年のハロウィンジャ
ンボ宝くじは１等・前後賞合わせて５億
円、同時発売のハロウィンジャンボミニ
は１等・前後賞合わせて3,000万円です。
この宝くじの収益金は、長野県の販売実
績により配分され、市町村の明るく住み
よいまちづくりに使われますので、長野
県内の宝くじ売場でお買い求めください。
販売期間　９月24日（火）～10月18日（金）
発売場所　宝くじ売場
証票単価　300円
抽選日　10月30日（水）
※詳細はお問い合わせいただくか、市公
　式ホームページをご覧ください。
問　長野県市町村振興協会　
　　☎026－234－3611

諏訪の街並みを舞台に諏訪地域在住の男
性と、移住を考えている女性とをマッチ
ングする『諏訪エリアde縁結び』を実
施します。
内容は、某街歩き番組を彷彿させるJR
上諏訪駅周辺の散策、リノベーションカ
フェでランチ等の諏訪の魅力・再発見ま
ち歩きツアーです。
諏訪地域に住んでいる人も、そうでない
人も新しい縁を求めている方のご応募、
お待ちしています。
とき　11月２日（土 ） 
　　　午前10時～午後６時（予定）
ところ　すわっチャオ周辺
参加費　5,000円（当日支払い）
対象
男性　諏訪地域内に在住・在勤で且つ10
　　　月27日開催する事前セミナーに
　　　参加出来る方
女性　諏訪圏域外に在住・在勤
男女ともに30代
定員　男性12名、女性12名
　　　最少催行人数各４名
申込期間　10月22日（火）までに次の１
　～８を記載して、Eメールでお申込く
　ださい。
　①氏名（フリガナ）、②住所、③年齢、
　④性別、⑤職業、　⑥携帯電話番号、
　⑦メールアドレス、⑧参加動機
　メール送付先：apply.kkt@gmail.com
問　婚活de八ヶ岳推進委員会
　　☎090－8857－2864

シルバー人材センターでは、好評をいた
だいています刃物研ぎを次のとおり開催
します。
とき　10月27日（日）雨天決行
受付時間　午前９時～正午
ところ　茅野市健康管理センター前
料金　300円～500円（研ぐものにより
　　　金額は異なります）
対象のもの　包丁・はさみ類など
問　茅野広域シルバー人材センター
　　☎73ー0224

説明会　10月９日（水）午後２時～
審査会　10月18日（金）
　　　　午後１時30分～
ところ　茅野広域シルバー人材センター
※事前に申し込みの上、お越しください。
申込・問　茅野広域シルバー人材センター
　　　　　☎73－0224　業務係

ゆずります
リラックスチェア（大型）オットマン付／
ビニールハウスパッカー（No－19）

ゆずってください
曲げワッパ（おひつ）／保育園帽子／業務
用掃除機／琴

※金額は、無料～5,000円の範囲です。
※チャイルドシートを無料で貸し出して
　います。
※最新情報は、「NPO法人エコタウンち
　の」のホームページをご覧ください。
※交渉後の結果および登録後の取り消し、
　変更は必ず環境館へ連絡してください。
問　茅野環境館　☎82－0040
　　（午前９時～午後５時：日・月曜日定休）
なお、広報紙が届くまでに一部交渉が成
立する場合がありますのでご了承くださ
い。登録期間は３か月あります。

野市の人口茅
総人口　55,546人　（－53）
　男　　27,798人　（－12）
　女　　27,748人　（－41）
世帯数　23,404世帯（－17）

月の納税等10

（　）内は前月比
令和元年９月１日現在（茅野市独自推計）
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◆市県民税（３期）
◆国民健康保険税（５期）
◆市営住宅使用料　◆保育料　
◆後期高齢者医療保険料（４期）
【納期限・振替日　10月31日（木）】

ずりあおうゆ ～不用品を活用し
　あいましょう～

シルバー人材センター
刃物研ぎイベント

シルバー人材センター
入会説明会・審査日程

＋

家族ほのぼのサロン 縄文アート

諏訪中央病院
第11回病院祭＋

第34回小品展 作品募集

すわちゅう健康教室

諏訪エリアde縁結び

ハロウィンジャンボ宝くじ
等の発売

美
相談の種類 日　時 相談場所 連絡先 備　考

茅野市役所☎72－2101（代表）オペレーターが電話に出ますので内線番号をお伝えください。

法律相談【要予約】
相談員：
　佐藤　義彦 弁護士

行政相談
相談員：行政相談委員

人権相談
相談員：人権擁護委員

司法書士法律相談
【要予約】

心配ごと相談

弁護士が利益相反と判断した場合は
お断りする場合があります。
法律相談を受けてから１年以内の方
は予約できません。

いじめ・体罰・不登校・児童虐待等の相
談、セクハラ・ストーカー・家庭内暴
力等の相談、家族・近隣関係・騒音・公
害等の相談、同和・男女差別等の相談。

道路･農地・公害などの官公庁の仕
事への要望や苦情、身の回りの問題
でお悩みの方はご相談ください。

子育て、家庭教育相談から、いじめ、
不登校などの教育相談までお気軽に
ご相談ください。

家族・夫婦、職場や地域の対人関係、
夫や恋人（パートナー）からの暴力、
その他いろいろな心配事について
一人で悩まずご相談ください。

電話予約は平日10：00～16：00
受付。必要な場合には適切な専門機
関をご紹介します。
お気軽にご相談ください。

結婚相談

家庭教育相談

女性のための相談
【要予約】

保護司による
非行・犯罪相談
【要予約】

外国籍市民のための
　　　　　　　　相談

10/8（火）
9：00～12：00

10/1（火）
受付時間
10：00～16：00

10/1（火）
受付時間
17：00～19：00

10/3（木）
10：00～15：00

10/17（木）
10：00～16：00

10/2（水）
13：30～16：30

市役所7階
会議室

市役所8階
会議室

市民課市民係
（内線256）

市民課市民係
（内線256）

市役所7階
会議室

市民課市民係
（内線256）

市役所7階
会議室

市役所7階
会議室

生涯学習課
（内線634）

市役所8階
相談室

商工課
（内線435）

電話予約時に
会場等をお知
らせします。

諏訪市公民館
302会議室

10/1（火）
13：00～17：00
※電話予約は9/24
　　　　　　8：30～

10/9（水）
15：00～17：00
10/4・11・18・25（金）
9：00～12：00

①10/5・19（土）
13：00～16：00
②10/11・25（金）
18：30～20：30

10/12（土）10：30～、
11：30～、13：30～、
14：30～

毎週月～金曜日
　　　（祝日除く）
9：00～17：00

10/25（金）
10：00～12：00

無料相談

茅野市社会福祉
協議会

☎73－4431

長野地方裁判所
諏訪支部庶務課
☎52－9211

長野県司法書士会
諏訪支部
代表　田中
☎78－3693

家庭教育センター
☎73－4151

家庭教育センター
☎73－4151
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外国籍市民のための
　　日常生活相談及び
　　　　　日本語教室

「法の日」週間 
無料法律相談所の開設
について（予約不要）

「県下一斉司法書士
　無料相談」相談所
　　　の開設について
（予約不要）

毎週日曜日
13：00～16：00
※10/27は休み
初めての方は、事前に
ご連絡ください。

生涯学習課
（内線634）
または、
相談員
090-8846-0491

茅野市市民活動
センター

（ゆいわーく茅野）

長野地方・家庭
裁判所諏訪支部

庁舎内

茅野市ひと・まち
プラザ２階

社会福祉協議会
相談室

子育てや家庭問題、いじめ、不登校
などの教育相談や発達に関する相談
までお気軽にご相談ください。

子育て、家庭、教育、
発達に関する相談

毎週月～金曜日
　　　（祝日除く）
8：30～17：15

27

金銭・土地・交通事故等の問題、成
年後見、離婚・扶養・相続等家庭内
のもめ事、差別・いじめ等の人権問
題、遺言や任意後見契約などの公正
証書に関する問題などでお困りの方
はお気軽にご利用ください。

・不動産の登記、会社（法人）の登記に
関するもの、クレジット、消費者金融、
カードローン等債務に関するもの、高
齢者、障がい者等の財産管理に関す
るもの等お気軽にご相談ください。

若者向けキャリア・コンサ
ルティング【要予約】
相談員：ジョブカフェ信州
若年者就業支援アドバイザー

諏訪地区更生保護
サポートセンター
☎55－2786

家庭教育センター
相談室

（ちの地区コミュニ
ティセンター北側）

こども課
こども・家庭相談係
（内線615・616・     
　　　　　　617）
発達支援センター
（内線618）

受付内容：日常生活全般の悩み事
対象者：どなたでも
相談語：英語、ポルトガル語、タガ
ログ語、中国語、日本語

仕事探しに関してお悩みのおおむね
40歳未満の方が対象です。

受付内容：日常生活全般の悩み事
対象者：どなたでも
※10月13日（日）（15時～16時）は
中国語が分かる相談員が在席します。

こども・家庭総合
支援拠点

「育ちあいちの」
市役所6階

（こども課内）


