
広報ちの　2020.117

介護相談員を募集します

1 18 19

問　公立諏訪東京理科大学　事務部　☎73－1201

介護保険法に基づく介護サービス提供の場（施設等）を
訪ね、サービス利用者、その家族等の相談に応じる介護
相談員を募集します。
応募資格　市内にお住まいで介護保険に関心のある40
歳以上の方
募集人員　若干名
活動内容　・施設へ月１～２回（１～2時間程度）訪問
　　　　　・月１回の介護相談員連絡会に出席
任期　令和２年４月から２年間
報酬　市の規定による
募集期間　１月14日（火）～１月31日（金）
選考方法　面談と応募書類を参考に選考します。
申込方法　上記までお電話にてご連絡ください。面談
　日を調整します。面談当日に必要事項を記入した応
　募用紙をご持参ください。
　※応募用紙は、茅野市ホームページからダウンロー
　　ドまたは郵送での送付
その他　
　・新しく介護相談員になられた方は、８月に４日間
　　と10月に１日間の予定で東京都にて開催される　
　　介護相談員新任研修への参加をお願いします。
　・研修費用については、市で負担します。

お知
らせ

公立諏訪東京理科大学からの
お知らせ

申込・問　高齢者・保険課　高齢者福祉係　　　　　　　
☎72－2101（内線335） FAX73－0391

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

１月8日

～１月14日

１月15日

～１月21日

１月22日

～月末

●新春市長インタビュー

●０１２３広場 クリスマス会

●新春市長インタビュー

●みんなの学校

●小泉山元旦登山・元旦博物館まつり

●縄文科学学習発表会

●茅野市消防出初式

●令和２年成人式

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）

てれびーな

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。

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。
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大学入試センター試験による車両混雑へのご理解・ご
協力をお願いいたします。

例年、大学入試センター試験の実施に伴い、本学周辺道
路（理科大通り）が、受験生の送迎車両により大変混雑
します。本学を試験場とする受験生の在籍する高等学
校に、自家用車による送迎の自粛および公共交通機関
の利用をお願いしますが、本学周辺道路（理科大通り）
が混雑の際は、ご協力いただきますようお願いします。

とき　　　　月　　　日（土）、　　　日（日）

問　泉野小学校　☎79－3712　永明中学校　☎72－2364

■スケートを楽しもう

とき　　月 　　日（火）、　　日（水）、　　日（木）、

　　　　 　　　日（金）、　　日（月）、　　日（火）、

　　　　 　　　日（水）、　　日（木）

　　　　全日程とも午後５時～６時

ところ　泉野小学校　校庭リンク

■吹奏楽の楽器を体験してみよう

　とき　　　　月　　　日（日）午前10時～正午

　ところ　　永明中学校 音楽室

学校開放講座は、市内の学校が持つ人的・物的財
産を活用して、広く市民の皆さんの生涯学習に役
立てようとするものです。市民のどなたでも参加
いただけます。参加申込、講座の内容等について
は、直接該当校に問い合わせてください。
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学校開放講座（１月～２月分）講座

募集

縄文から連綿と続く八ヶ岳の自然と人々の想いが満ち
た流れ（ストリーム）。八ヶ岳に縁あるアーティストが
集結し、「縄文のうた」を含めたスペシャルプログラム
によるコンサートをお届けします。
　
とき　　　月　　 日（土）　午後５時開演（午後３時30分開場）
ところ　茅野市民館 マルチホール ＊特設会場
スペシャルゲスト　UA（ウーア）、
　　　　　　　　　以莉高露（イーリー・カオルー）
出演　八ヶ岳STREAM BAND　他
総合プロデュース　髙橋　淳
料金［全席自由］一般：前売5,200円、当日6,000円
　こども（小学生以下）：前売2,600円、当日3,000円
　※３歳以下のお子様はひざ上鑑賞無料です。
　茅野市民館友の会会員：4,500円（前売のみ）

16広報ちの　2020.1

問　茅野消防署　消防課消防係　☎72－0119

令和２年茅野市消防出初式の挙行に伴い、車両通行止
めとなりますのでご協力をお願いします。
また、午前９時から、市役所前通り（白岩観音前～JR
茅野駅東口）で、消防団・少年消防隊・消防車両による
分列行進を行いますので、ご観覧ください。

とき　　　　月　　　　日（日）
　　　　午前８時30分～９時30分
ところ　市役所西信号交差点～茅野市民館
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イベ
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１ 12

消防出初式

問　こども課　こども係　☎72－2101（内線612）

とき　　　 　月　　　　日（木）
　　　　午後７時～午後８時30分
ところ　茅野市役所　８階大ホール
対象　市内の大人（申込不要）

内容
　地域で考える賢いネット、スマホの使い方
　～ネット、スマホに子どもの笑顔を奪われないために～
①ネット・スマホの利用、犯罪等の現状
　発表者　茅野市ＩＣＴ教育推進会議家庭情報モラルアッ
　　　　　プ部会員
　内容　全国、茅野市・原村の統計からみるネット・ス
　　　　マホの利用、犯罪等の状況
②ネット・スマホの利用について考える講演会
　講師　子どもとメディア信州代表（松本市立菅野中学校長）
　　　　松島　恒志 先生
　内容　子どもが気づき、自律（セルフコントロール）
　　　　するための、子どもと大人の関わり方
③茅野市のＩＣＴ教育の現状
　発表者　茅野市教育委員会ＩＣＴ担当教育指導主事
　内容　2020年度学習指導要領改正に向けたＩＣＴ教
　　　　育と市内学校での取組の現状
※託児あり　要申込

イベ
ント

301

「家庭情報モラルアップ」講演会

ヤツガタケ STREAM

1 25

問　茅野市民館　☎82－8222

申込・問　都市計画課　住宅建築係　☎72－2101（内線538）

「空き家のことが気になっているが、何から手を付け
てよいかわからない」、「いきなり不動産会社に行って
いいものかどうか」といった方のために、気軽に相談
できる無料相談会を開催します。また、専門家による
空き家についての知識を深めるミニセミナーを、シリ
ーズで毎回開催します。

第１回

とき　　　　月　　　　日（水）
　　　ミニセミナー　午後１時30分～２時
　　　個別相談会　　午後２時10分～
ところ　茅野市役所　議会棟大会議室
セミナー内容
　「空き家で地域は変わる」
　（茅野宅地建物取引業協会・茅野不動産業協同組合）
その他　
・セミナーはどなたでも参加いただけます。（申込不要）
・相談会は予約制です。お申し込み時に空き家物件情
　報（住所等）や相談内容をあらかじめ確認させていた
　だきます。
・２月以降も定期的に開催予定です。
※開催日時やセミナー内容など詳細につきましては広
　報ちの、ホームページで随時お知らせします。

空き家
なんでも相談会・ミニセミナー

イベ
ント

291



広報ちの　2020.117

介護相談員を募集します

1 18 19

問　公立諏訪東京理科大学　事務部　☎73－1201
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　　　　　・月１回の介護相談員連絡会に出席
任期　令和２年４月から２年間
報酬　市の規定による
募集期間　１月14日（火）～１月31日（金）
選考方法　面談と応募書類を参考に選考します。
申込方法　上記までお電話にてご連絡ください。面談
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　　介護相談員新任研修への参加をお願いします。
　・研修費用については、市で負担します。
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大学入試センター試験による車両混雑へのご理解・ご
協力をお願いいたします。

例年、大学入試センター試験の実施に伴い、本学周辺道
路（理科大通り）が、受験生の送迎車両により大変混雑
します。本学を試験場とする受験生の在籍する高等学
校に、自家用車による送迎の自粛および公共交通機関
の利用をお願いしますが、本学周辺道路（理科大通り）
が混雑の際は、ご協力いただきますようお願いします。

とき　　　　月　　　日（土）、　　　日（日）

問　泉野小学校　☎79－3712　永明中学校　☎72－2364

■スケートを楽しもう

とき　　月 　　日（火）、　　日（水）、　　日（木）、

　　　　 　　　日（金）、　　日（月）、　　日（火）、

　　　　 　　　日（水）、　　日（木）

　　　　全日程とも午後５時～６時

ところ　泉野小学校　校庭リンク

■吹奏楽の楽器を体験してみよう

　とき　　　　月　　　日（日）午前10時～正午

　ところ　　永明中学校 音楽室

学校開放講座は、市内の学校が持つ人的・物的財
産を活用して、広く市民の皆さんの生涯学習に役
立てようとするものです。市民のどなたでも参加
いただけます。参加申込、講座の内容等について
は、直接該当校に問い合わせてください。

14 15
17 20

16
21

22 23

1

16２
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縄文から連綿と続く八ヶ岳の自然と人々の想いが満ち
た流れ（ストリーム）。八ヶ岳に縁あるアーティストが
集結し、「縄文のうた」を含めたスペシャルプログラム
によるコンサートをお届けします。
　
とき　　　月　　 日（土）　午後５時開演（午後３時30分開場）
ところ　茅野市民館 マルチホール ＊特設会場
スペシャルゲスト　UA（ウーア）、
　　　　　　　　　以莉高露（イーリー・カオルー）
出演　八ヶ岳STREAM BAND　他
総合プロデュース　髙橋　淳
料金［全席自由］一般：前売5,200円、当日6,000円
　こども（小学生以下）：前売2,600円、当日3,000円
　※３歳以下のお子様はひざ上鑑賞無料です。
　茅野市民館友の会会員：4,500円（前売のみ）

16広報ちの　2020.1

問　茅野消防署　消防課消防係　☎72－0119

令和２年茅野市消防出初式の挙行に伴い、車両通行止
めとなりますのでご協力をお願いします。
また、午前９時から、市役所前通り（白岩観音前～JR
茅野駅東口）で、消防団・少年消防隊・消防車両による
分列行進を行いますので、ご観覧ください。

とき　　　　月　　　　日（日）
　　　　午前８時30分～９時30分
ところ　市役所西信号交差点～茅野市民館
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問　こども課　こども係　☎72－2101（内線612）

とき　　　 　月　　　　日（木）
　　　　午後７時～午後８時30分
ところ　茅野市役所　８階大ホール
対象　市内の大人（申込不要）

内容
　地域で考える賢いネット、スマホの使い方
　～ネット、スマホに子どもの笑顔を奪われないために～
①ネット・スマホの利用、犯罪等の現状
　発表者　茅野市ＩＣＴ教育推進会議家庭情報モラルアッ
　　　　　プ部会員
　内容　全国、茅野市・原村の統計からみるネット・ス
　　　　マホの利用、犯罪等の状況
②ネット・スマホの利用について考える講演会
　講師　子どもとメディア信州代表（松本市立菅野中学校長）
　　　　松島　恒志 先生
　内容　子どもが気づき、自律（セルフコントロール）
　　　　するための、子どもと大人の関わり方
③茅野市のＩＣＴ教育の現状
　発表者　茅野市教育委員会ＩＣＴ担当教育指導主事
　内容　2020年度学習指導要領改正に向けたＩＣＴ教
　　　　育と市内学校での取組の現状
※託児あり　要申込
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問　茅野市民館　☎82－8222

申込・問　都市計画課　住宅建築係　☎72－2101（内線538）

「空き家のことが気になっているが、何から手を付け
てよいかわからない」、「いきなり不動産会社に行って
いいものかどうか」といった方のために、気軽に相談
できる無料相談会を開催します。また、専門家による
空き家についての知識を深めるミニセミナーを、シリ
ーズで毎回開催します。

第１回

とき　　　　月　　　　日（水）
　　　ミニセミナー　午後１時30分～２時
　　　個別相談会　　午後２時10分～
ところ　茅野市役所　議会棟大会議室
セミナー内容
　「空き家で地域は変わる」
　（茅野宅地建物取引業協会・茅野不動産業協同組合）
その他　
・セミナーはどなたでも参加いただけます。（申込不要）
・相談会は予約制です。お申し込み時に空き家物件情
　報（住所等）や相談内容をあらかじめ確認させていた
　だきます。
・２月以降も定期的に開催予定です。
※開催日時やセミナー内容など詳細につきましては広
　報ちの、ホームページで随時お知らせします。
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医療の現場から
コラム

茅野市情報プラザ　～ICT講習会参加者募集のお知らせ～茅野市情報プラザ　～ICT講習会参加者募集のお知らせ～
Vol.22

新しい集落支援員のメンバーが着任しました！

ちの観光まちづくり推進機構で活躍する、新しい茅野市の集落支援員が着任しましたので、紹

介します。三浦さんの着任により、ちの観光まちづくり推進機構の事務局として働く地域おこ

し協力隊及び集落支援員のメンバーはあわせて13人。それぞれがこれまでの経歴や特技をいか

して活躍していきます！

こんにちは。11月に着任した集落支援員の三浦達志と申します。

これまで民間の製造業で35年間、経理の仕事を担当してきま

した。

60歳の定年退職にあたり、子供の頃から学生、社会人の時期

にかけて、旅行やスキーで訪れることの多かった長野県の発

展につながる仕事に参画できないかと考えておりましたとこ

ろ、茅野市の集落支援員の募集があり、応募いたしました。

茅野市は子どもの頃の家族旅行や小学校の林間教室で訪れた

ことがあり、それがきっかけとなって大人になってからも、

白樺湖や蓼科の温泉郷を何度か訪れて懐かしさを感じていたこともあって、茅野市の観光の発

展に参画したいという気持ちがあり、これが集落支援員に応募した動機です。

担当する業務は、経理・総務になります。微力ではありますが茅野市の観光の発展に尽力して

まいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

2020年は一般社団法人ちの観光まちづくり推進機構が発足して三年目になる年。

ようやく形になりはじめた「観光まちづくり」をさらに飛躍させ、茅野市を「世界から選ばれ

る観光地域」「若者の人気定住先」にしていくために、みなさんのご協力と応援、よろしくお

願いいたします。
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医療の現場から
コラム

いつでも起きうる災害に備えを
総合診療科部長 兼 救急総合診療センター副センター長　齋藤　穣

　諏訪中央病院は、南海トラフ巨大地震などの災害が発生したときに、緊急人道支援を円滑に行うために特定非営利活
動法人AMDA（アムダ）と協定を結んでいます。先の台風19号の際は、被災地である長野市にAMDAが支援に入ってい
ることを知り、当院としても何か協力ができないかと考えました。AMDAに問い合わせたところ、支援に来てほしいと
要請があり、医師２名、看護師４名、理学療法士１名、調整員２名の計９名が、長野市の豊野西小学校体育館にある避
難所に医療支援として入りました。豊野西小学校は県内で避難されている方が最も多い避難所でした。体育館の隣の児
童センターも避難所となっており合計で300名近くの方が避難されていました。
　第１陣が現地に到着した時には、AMDAの方々が医療支援だけではなく、市役所や県庁の方々、地元の医療機関の
方々と協力して避難所の運営の支援も行っていました。我々はAMDAの指揮のもとで活動を開始しました。避難者の
方々の健康相談、かかりつけ医が休業したり、常用薬を失ったりした方が医療機関に円滑に受診でき処方してもらえる
ような調整、エコノミークラス症候群のリスクのある方への弾性ストッキングの配布と着用の指導、乾燥や感染の予防
のためのマスクの配布や手洗いの指導、トイレや玄関を清潔に維持するための環境調整、小学生への手指衛生の指導、
避難者の方々の健康状態把握のための情報の取りまとめなど様々な活動を行いました。
　避難所の運営に関してもいろいろなお手伝いをさせていただきました。校長先生や市役所の方との毎日の会議にも参
加させていただきました。医療のことだけではない、いろいろな課題が日々発生していることを知りました。災害時の
医療に関しては、これまで研修を受けて知識はありましたが、避難所の立ち上げ、運営に関しては知識も経験もなく、
初めて知ること、経験することが多くありました。
　気候変動に伴い、大規模な自然災害は徐々に増えてきているように感じます。毎年、日本のどこかで大規模な自然災
害が起きています。長野県でも大雨、大雪、地震などによる自然災害はいつ起こってもおかしくありません。多くの人
が、災害はいつでもどこでも起きうることを認識し、早め早めに対応できるようにならなければいけないと感じました。
　災害に遭う立場になる場合もあれば、支援する立場になる場合もあります。災害拠点病院でなくても地元の方を受け
入れなければならないことは当たり前であり、諏訪中央病院の職員であればだれでも災害に対応できるような体制をと
れるように、普段から用意をしていなければならないと、改めて思いました。

茅野市情報プラザ　～ICT講習会参加者募集のお知らせ～茅野市情報プラザ　～ICT講習会参加者募集のお知らせ～

申込・問　茅野市情報プラザ　☎82－7602　茅野市豊平5000－1　公立諏訪東京理科大学　生涯学習センター内

申込方法  ・電話でお申し込みください。茅野市情報プラザ　☎0266－82－7602
　　　　  ・午前10時～午後５時30分
　　　　  ・12/29～1/3、1/6、1/14、1/18～20、1/25～27は休館日
　　　　  ・申し込み時に、希望講座名・氏名・年齢・電話番号等を確認します。
　　　　  ・応募少数の場合は中止させていただく場合もありますので、ご了承願います。

友達とインターネッ
ト上でも交流できる

【ｆａｃｅｂｏｏｋ】の基礎
を学びましょう！

どっとネットの機能
でホームページを
作成し、茅野市の情
報を、webに公開発
信しましょう！

生活に役立つスマホ

入門講座

【フェイスブック】

どっとネット

簡易ホームページ

作成講習会

講座名 内　　容 時　間 会　場 受講料 申込期間 対　象講習日程

ワークラボ
八ヶ岳

（茅野駅前ベル
ビア2F）

茅野市情報プ
ラザ

（公立諏訪東京
理科大学内）

12月25日
～

１月29日

12月25日
～

１月31日

2,500円　
＋テキスト代

550円

無　料

午後　　　
１時30分

～
３時30分

午後１時
～

４時

６回
　2／ 4㈫
　2／ 7㈮
　2／14㈮
　2／18㈫
　2／21㈮
　2／25㈫

１回
　2／6㈭

・12名 先着順
・スマートフォ
　ンをお使いの
　方
・諏訪地域在住
　で、全日程受
　講可能な方

・８名　先着順
・茅野市在住ま
　たは在勤の方
・事前に情報提
　供者として会
　員登録（無料）

をしていただ
　く必要があり
　ます
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新しい集落支援員のメンバーが着任しました！




