
♨

情報ネットワーク情報ネットワーク情報ネットワーク情報ネットワーク情報ネットワーク情報ネットワーク

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、２
月11日（火）建国記念日、２月24日（月）
の天皇誕生日の振替休日も休まず営業し
ますので、ご利用ください。
問　アクアランド茅野　☎73－1890
　　縄文の湯　☎71－6080

人権擁護委員は、法務大臣が委嘱する民
間の方々です。
人権擁護委員は、市民の方々の人権擁護
意識を高めるために、地域の中で人権思
想を広め、人権侵害が起きないように見
守り、人権を擁護していくことが望まし
いという考えから、人権の花運動をはじ
め、街頭啓発や人権作文コンクールなど
の活動を中心に、人権啓発活動を行って
います。
茅野市の人権擁護委員は、次の皆さんで
す。
高山　衛さん、矢崎美知子さん、榛葉和
夫さん、藤山武博さん、宮坂和生さん、
大久保功身さん
奥原貴美子さん、樋口和津子さん
※令和２年１月１日付で樋口和津子さん
　が新たに法務大臣から委嘱されました。
問　市民課　市民係（内線254）

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

あなたの勇気ある一歩が尊い命を救いま
す。ご協力をお願いします。
２月９日（日）の献血では、骨髄バンクド
ナー登録会も実施します。
（骨髄バンクドナー登録の対象年齢18歳
～54歳）
とき　２月９日（日）
　　　　午前 10時～11時45分
　　　　午後 １時～３時30分
　　　２月21日（金）
　　　　午前 10時～正午
　　　　午後 １時～３時30分
ところ　（２月９日）茅野市健康管理センター
　　　　（２月21日）茅野市役所議会棟
対象　男性：17歳～69歳
　　　女性：18歳～69歳
問　健康づくり推進課（茅野市健康管理
　　センター内）☎82－0105

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　２月19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
問　高齢者・保険課　介護保険係
　　（内線336）

公共施設の将来を考える市民ワークショ
ップを昨年10月から、これまでに４回
開催しました。はじめに、市の将来的な
人口や財政状況の見通し、保有する公共
施設などの情報を共有したうえで、スポ
ーツ施設など６つのテーマについて、意
見交換をしていただきました。
これまでの市民ワークショップの振り返
りと、会場にお越しいただいた方との意
見交換を行います。皆さんのご参加をお
待ちしています。
とき　２月16日（日）午後１時～
ところ　茅野市役所 ８階大ホール
問　管理課　施設管理係（内線164）

このほど人権擁護委員の矢崎美知子さん

が法務大臣から表彰されました。矢崎さ

んは平成20年から人権相談委員として

活躍されており、長年にわたり人権擁護

委員として相談や保育園・学校等での啓

発活動にご尽力いただきました。

問　市民課　市民係（内線254）

建設工事、建設コンサルタント等、役務

提供等、物品・印刷製本等の入札参加資

格審査申請の中間年追加受付（有効期間

１年間）を行います。

提出書類、方法等については、市ホームペ

ージをご覧ください。なお、昨年度申請

済みの方は手続きする必要はありません。

受付期間　２月３日（月）～２月28日（金）

問　管理課　契約検査係

　　（内線166・167）

公益財団法人長野県市町村振興協会の宝

くじによる助成で、以下の備品を整備し

ました。

中村区　椅子、椅子用台車

柏原区　机、椅子、椅子用台車

塩之目区　ノートパソコン、移動かまど、

　　　　　ガソリン発電機、LEDチャー

　　　　　ジライト、簡易物置

問　パートナーシップのまちづくり推進課

　　（内線142）
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献血のお願い

矢崎美知子さん

樋口和津子さん

市営温泉施設は
次の日も営業します

法務大臣から新たに人権擁護
委員に委嘱されました

人権擁護委員に対する
法務大臣表彰受賞

令和元・２年度入札参加資格
審査申請の追加受付

オレンジ・カフェすわちゅうに
お茶を飲みに来ませんか？

宝くじの助成金によりコミュニティ
活動備品を整備しました

公共施設の将来を考える
市民ワークショップのまとめ
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ニホンザルは、雑食性で人が栽培する農
作物はほとんど食べます。土地への執着
も強く、一度覚えると同じ場所に来るよ
うになります。
また、人に慣れてくると、威嚇したり噛
みついてきたりします。
現在市内でもニホンザルの目撃が散見さ
れており、今後の被害防止のため、早め
の対策が必要です。
対策には、ニホンザル出没情報の収集が
重要です。ニホンザルを見かけましたら、
情報提供をお願いいたします。情報提供
のときは、「いつ」「どこで」「どんなサル
だったか」「何頭で出たか」「被害があっ
たか」をご連絡ください。
皆さんからの情報を今後の対策に活かし
ていきます。
問　農林課　鳥獣被害対策係（内線408）

「市民農園」の募集を行いますので、希望
される方は、お申し込みください。
場所　①玉川穴山（望岳の湯上）
　　　②宮川丸山（丸山工業団地北）
　　　③湖東笹原（鉢巻線上）
　　　④玉川粟沢（茅野市ゴルフ練習場
　　　　第３駐車場東側）
　　　※トイレ、倉庫、水道等の設備は
　　　　ありません。
区画数　①～④各農園若干（詳細はお問
　　　　い合わせください）
面積　１区画約100㎡
利用料　１シーズン5,000円（畦畔の草
　　　　刈り、耕起等は園主が行います。）
使用期間　令和２年４月～11月末日　
　　　　　（最長５年まで更新可）
利用条件
・販売を目的としない自家用野菜の栽培
　として使用すること。
・利用区画および周囲の通路清掃・除草
を行い、環境整備・保全に努めること。

・栽培に必要な苗、資材、農機具等は、
　ご自身でご準備いただきます。
対象　茅野市内に居住している方（茅野
　　　市内の別荘の方も含む）
申込期間 ２月21日（金）までに下記へお
　　　　　申し込みください
申込・問　農林課　農業支援センター　
　　　　　（内線404）
　　　　　E-mail：norin@city.chino.lg.jp

広
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この事業は、18歳以下の子どもがいる家

庭（18歳に達する年度の３月末までは対

象家庭となります）に交付された「パス

ポートカード」を、協賛店舗での買物の

際に提示すると、店舗ごとに定めたサー

ビスや特典が受けられるものです。地域

全体で子育て家庭を応援するため、多く

の協賛店舗のご協力をいただいています。

現在の「パスポートカード」の有効期限

は令和２年（2020年）３月31日までと

なっています。引き続き対象となるご家

庭には、令和２年３月中に新しいパスポ
ートカードを世帯主宛に送付します。カ

ードが届かない場合はこども課こども・

家庭支援係へご連絡ください。

問　こども課こども・家庭支援係
　　（内線614）

市内の小中学校で優秀と認められた書写

作品を展示します。大勢の皆さんに見て

いただきたいと思います。展示最終日の

鑑賞は午後４時までです。

会期　１月31日（金）～２月７日（金）
　　　月～土　午前９時～午後９時30分

　　　日　午前９時～午後５時30分

ところ　茅野市中央公民館
問　学校教育課　学務係（内線607）

多留姫の滝 載酒亭（さいしゅてい）に設

置してある投句箱に寄せられた俳句や短

歌を展示します。併せて「多留姫文学自

然の里創造委員会」の1年間の活動記録

や、イベント写真も展示します。

とき　２月17日（月）～２月28日（金）
　　　市役所の開庁時間中

　　　（最終日は午後4時まで）

ところ　市役所１階ロビー
問　生涯学習課　生涯学習係（内線634）

２月２日から３月１日までに65歳になる
方を対象にしていますが、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　２月12日（水）
　　　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２年１月から、一般県道渋ノ湯堀線
上の角名橋（笹原区内）において、９トン
を超える車両の通行ができなくなります。
大型車両は迂回していただくことになり
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。なお、乗用車や
路線バスは今までどおり通行可能です。
問　長野県諏訪建設事務所　維持管理課 
　　管理係　☎53－6000
　　茅野市　国県関連事業推進室
　　（内線522）

増えすぎたニホンジカ、イノシシによる
農林業等への被害を防止するため、市内
の山林内において猟銃を使用したニホン
ジカとイノシシの捕獲活動を実施します。
捕獲活動にあたり、捕獲実施日は、安全
対策のため実施場所周辺に注意看板等を
設置します。なお、捕獲日程は、日程が
決まり次第、茅野市公式ホームページに
掲載します。
実施期間中に野外で作業するときや山林
へ入るときには、事故の防止にご協力く
ださい。
※天候等により、日程等が変更となる場
　合があります。
実施期間　２月16日（日）～３月18日（木）
ところ　鳥獣保護区を含む市内一円
問　農林課　鳥獣被害対策係（内線408）

広報ちの　2020.215

一般県道 渋ノ湯堀線 角名橋の
車両重量制限（９トン規制）

２月の介護保険制度説明会ながの子育て家庭優待パスポート

小中学生書写作品展

多留姫文学祭

有害鳥獣の捕獲を実施します

ニホンザルによる農業被害防止
のための情報提供のお願い

「市民農園」の利用者を
募集します
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さきおりでランチョンマット 図書館 休館に関するお知らせ博

博

冬の探鳥会博

古文書相談会博

縄文プロジェクト実行市民会議「縄文」を
識る部会主催の講演会です。
とき　２月16日（日）　
　　　午後１時30分～３時
講師　谷畑美帆さん（明治大学文化部兼
　　　任講師、明治大学黒耀石研究セン
　　　ター客員研究員）
ところ 尖石縄文考古館ガイダンスルーム
定員　80名
料金　無料（館内をご覧の場合は観覧料
　　　が必要です。）
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

野鳥についてのお話と、史跡公園周辺を
回りながら野鳥を観察します。
とき　３月１日（日）
　　　午前９時～11時30分
ところ　尖石縄文考古館ロビー（集合）
　　　　史跡公園・竜神池周辺
料金　無料
持ち物　寒くない服装・（お持ちの方は
　　　　双眼鏡・野鳥図鑑）
対象　小学校５年生以上（４年生以下の
　　　方は大人と参加してください）
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

休館日　２月３日（月）、10日（月）、
　　　　12日（水）、17日（月）、25日（火）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

令和元年度、総合博物館で活動した市民
研究員、博物館はたおりボランティアね
じばな、茅野ミヤマシロチョウの会の活
動記録や作品などを展示します。
会期　２月22日（土）～３月22日（日）
ところ　総合博物館
料金 通常入館料（３月22日は入館無料）
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

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 ２月８日（土）、９日（日）、28日（金）
　　　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）
　　　＊お申込みは一人ずつ、1回とさ
　　　　せていただきます。
申込期間　１月21日（火）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

諏訪湖畔と周辺水田の冬鳥を観察します。
とき　２月11日（火・祝）
　　　午前８時30分～11時
集合場所　諏訪市すわっこランド前湖周
　　　　　沿い駐車場
講師　両角英晴さん（日本野鳥の会諏訪
　　　支部）
定員　20名（要申込）
参加費　無料
申込期間　１月21日（火）から受付
申込・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　２月15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

休館日　２月３日（月）、10日（月）、
　　　　12日（水）、17日（月）、
　　　　25日（火）、28日（金）
問　茅野市図書館　☎72－9085

地域の読書ボランティアさんと図書館職
員による、ひなまつりのおはなし会です。
とき　２月29日（土）
　　　午前10時30分～11時30分
ところ 茅野市図書館２階 おはなしの部屋
問　茅野市図書館　☎72－9085

「図書館を飾ろう！」で子どもたちに飾
ってもらう春の花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　３月４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

休館日　２月３日（月）、10日（月）、
　　　　12日（水）、17日（月）、
　　　　25日（火）
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

考古館・史跡公園・竜神池周辺にやって
くる野鳥を中心とした写真の展示を行い
ます。
会期　２月24日（月）～３月29日（日）
ところ　尖石縄文考古館ロビー
料金　無料（館内をご覧の場合は観覧料
　　　が必要です。）
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

茅野市図書館
図書館の飾りを作ろう!

探鳥会「史跡公園にやってくる
野鳥を観察しよう」

縄文を識る講演会
「骨から探る縄文時代の社会と生活」

今を生きる私たちが骨から学ぶ

活動発表展

ひなまつりおはなし会

尖石縄文考古館
休館に関するお知らせ

尖

尖

八ヶ岳総合博物館
休館に関するお知らせ

博

尖

ロビー展
「史跡公園・竜神池周辺の野鳥たち」尖

■展示物の解説動画をQRコードを読み

　取って見てみよう！

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、解説動画が見られます。

タブレットの貸し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

休館日　２月３日（月）、12日（水）、

　　　　17日（月）、25日（火）

問　神長官守矢史料館　☎73－7567

とき　～2020年３月（全12回）

ところ　茅野市民館、介護老人保健施設

　　　　やすらぎの丘

講師　西田豊子（劇作家、演出家）、嶽本

　　　あゆ美（劇作家、演出家）、叶雄大

　　　（劇作・演出家、表現教育家）

参加費　無料（事前にお申し込みください）

■２月の予定

①２月８日（土）午後１時30分～

　茅野市民館 アトリエ

②２月15日（土）午後１時30分～

　茅野市民館 アトリエ

③２月16日（日）正午～

　場所はお問合せください

問　茅野市民館　☎82－8222

高校演劇の大会。埼玉県、新潟県、群馬
県、栃木県、長野県の各県大会を勝ち抜
いてきた演劇部、計12校の上演。その
中から１～２校が夏の全国大会（全国高
等学校演劇大会）に進む。
とき　２月１日（土）
　　　午前９時開場、９時15分開会式、
　　　９時50分開演（１校目）
　　　２月２日（日）
　　　午前９時開場、９時30分開演（１
　　　校目）
ところ 茅野市民館 マルチホール
料金　無料
問　長野県諏訪実業高等学校
　　小池　☎52－0359
主催　関東高等学校演劇協議会、全国高
　　　等学校演劇協議会、長野県高等学
　　　校文化連盟、長野県高等学校演劇
　　　連盟
共催　茅野市民館指定管理者 株式会社
　　　地域文化創造

とき　２月24日（月・休）午後１時30分
ところ　茅野市民館 アトリエ
講師　英伸三（写真家、現代写真研究所
　　　所長）
料金　無料
　　　※詳しくはお問合せください
問　茅野市美術館　☎82－8222

会期　～２月９日（日）
　　　午前10時～午後６時　※火曜休館
ところ　茅野市美術館
観覧料　無料
■関連企画
●作家によるギャラリートーク
とき　１月26日（日）午前11時
ところ　茅野市美術館
参加費　無料（申込不要）
話し手　塚田裕（画家）、前沢知子（美術家・
　　　　美術教育研究家）
●対話による作品鑑賞会
とき　２月８日（土）午前11時開始
ところ　茅野市美術館
参加費　無料（申込み不要）
ガイド　辰野美術館学芸員、茅野市美術
　　　　館学芸員
問　（一財）長野県文化振興事業団
　　☎0263－34－7100
　　（キッセイ文化ホール内）

広報ちの　2020.217

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。
２月は「静電気ベル」。
とき　２月16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　各回16名（要申込）
参加費　300円
参加資格　小学生以上
申込開始　１月21日（火）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

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　２月９日（日）午前10時～11時
　　　＊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
申込開始　１月21日（火）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　２月29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
申込開始　１月21日（火）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。２月のテーマは「メシエ天体」。
とき　毎週土・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
　　　※２月９日（土）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　整理券は、当日開館時から、お
　　　　一人につき１枚お渡しします。
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

ワクワク科学工作博博物館からのお知らせ博

守

昼間の星を見る会博

星空観望会博

プラネタリウム博

神長官守矢史料館
休館に関するお知らせ

寿齢讃歌－人生のマエストロ－
写真展15 
関連企画 講座「モノクローム写真の魅力」

シンビズム３　信州ミュージアム・
ネットワークが選んだ作家たち美

C

第55回 関東高等学校演劇
研究大会－茅野会場－C

茅野市民館をサポートしませんか2019
日常からドラマ「みる・きく・あそぶ・
つくりあう」
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■展示物の解説動画をQRコードを読み

　取って見てみよう！

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、解説動画が見られます。

タブレットの貸し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

休館日　２月３日（月）、12日（水）、

　　　　17日（月）、25日（火）

問　神長官守矢史料館　☎73－7567

とき　～2020年３月（全12回）

ところ　茅野市民館、介護老人保健施設

　　　　やすらぎの丘

講師　西田豊子（劇作家、演出家）、嶽本

　　　あゆ美（劇作家、演出家）、叶雄大

　　　（劇作・演出家、表現教育家）

参加費　無料（事前にお申し込みください）

■２月の予定

①２月８日（土）午後１時30分～

　茅野市民館 アトリエ

②２月15日（土）午後１時30分～

　茅野市民館 アトリエ

③２月16日（日）正午～

　場所はお問合せください

問　茅野市民館　☎82－8222

高校演劇の大会。埼玉県、新潟県、群馬
県、栃木県、長野県の各県大会を勝ち抜
いてきた演劇部、計12校の上演。その
中から１～２校が夏の全国大会（全国高
等学校演劇大会）に進む。
とき　２月１日（土）
　　　午前９時開場、９時15分開会式、
　　　９時50分開演（１校目）
　　　２月２日（日）
　　　午前９時開場、９時30分開演（１
　　　校目）
ところ 茅野市民館 マルチホール
料金　無料
問　長野県諏訪実業高等学校
　　小池　☎52－0359
主催　関東高等学校演劇協議会、全国高
　　　等学校演劇協議会、長野県高等学
　　　校文化連盟、長野県高等学校演劇
　　　連盟
共催　茅野市民館指定管理者 株式会社
　　　地域文化創造

とき　２月24日（月・休）午後１時30分
ところ　茅野市民館 アトリエ
講師　英伸三（写真家、現代写真研究所
　　　所長）
料金　無料
　　　※詳しくはお問合せください
問　茅野市美術館　☎82－8222

会期　～２月９日（日）
　　　午前10時～午後６時　※火曜休館
ところ　茅野市美術館
観覧料　無料
■関連企画
●作家によるギャラリートーク
とき　１月26日（日）午前11時
ところ　茅野市美術館
参加費　無料（申込不要）
話し手　塚田裕（画家）、前沢知子（美術家・
　　　　美術教育研究家）
●対話による作品鑑賞会
とき　２月８日（土）午前11時開始
ところ　茅野市美術館
参加費　無料（申込み不要）
ガイド　辰野美術館学芸員、茅野市美術
　　　　館学芸員
問　（一財）長野県文化振興事業団
　　☎0263－34－7100
　　（キッセイ文化ホール内）

広報ちの　2020.217

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。
２月は「静電気ベル」。
とき　２月16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　各回16名（要申込）
参加費　300円
参加資格　小学生以上
申込開始　１月21日（火）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

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　２月９日（日）午前10時～11時
　　　＊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
申込開始　１月21日（火）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　２月29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
申込開始　１月21日（火）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。２月のテーマは「メシエ天体」。
とき　毎週土・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
　　　※２月９日（土）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　整理券は、当日開館時から、お
　　　　一人につき１枚お渡しします。
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

ワクワク科学工作博博物館からのお知らせ博

守

昼間の星を見る会博

星空観望会博

プラネタリウム博

神長官守矢史料館
休館に関するお知らせ

寿齢讃歌－人生のマエストロ－
写真展15 
関連企画 講座「モノクローム写真の魅力」

シンビズム３　信州ミュージアム・
ネットワークが選んだ作家たち美

C

第55回 関東高等学校演劇
研究大会－茅野会場－C

茅野市民館をサポートしませんか2019
日常からドラマ「みる・きく・あそぶ・
つくりあう」

C



茅野市文化芸術推進事業の企画として、
茅野市内のミュージアム、および関連施
設をバスで巡ります。
ピクニック その２「凍みる冬に生きる工夫」
とき　２月22日（土）
　　　午前９時30分～午後３時30分
ところ　茅野市八ヶ岳総合博物館、茅野
　　　　市民館／茅野市美術館、笹原地
　　　　区ほか
料金　無料（要入館料）
集合・解散　茅野市民館
定員　20名（先着・要事前申込）
受付開始　１月24日（金）
問　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　☎82－8222　

■「考えてみよう！依存症について」
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　２月５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）

市民の皆さんが冬季における心身の健康
と体力の増進を図るとともに、生涯スポ
ーツとしてのスキー、スノーボード等の
普及を目指して、市民デーを開催します。
晴天率が高く雪質が最高の時期です。ど
うぞお越しください。
期間　１月20日（月）～２月２日（日）
ところ　車山高原SKYPARKスキー場
対象　市民（市内在住、在勤、在学の方）
　　　市民と一緒に来た方またはグルー
　　　プ（５名まで）
内容　対象の方のリフト１日券を一律
　　　2,000円とする。
　　　※市民であることを証明できるも
　　　　の（免許証など）をご提示くだ
　　　　さい。
問　スポーツ健康課　☎72－8399
　　車山高原SKYPARKスキー場
　　☎68－2626

「対話」と「イメージ」をテーマに収蔵作品
の中から作品を展示します。
会期　２月16日（日）～３月29日（日）
　　　午前９時～午後７時　※火曜休館
ところ　茅野市美術館 常設展示室
観覧料　無料
問　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　☎82－8222　

第４期収蔵作品展の会場で、諏訪市出身
の彫刻家・藤森汎（1940－）の特集展示
を開催します。
会期　２月16日（日）～３月29日（日）
　　　午前９時～午後７時　※火曜休館
ところ　茅野市美術館 常設展示室
観覧料　無料
問　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　☎82－8222　

舞台衣装家・時広真吾氏の手がける多彩
な舞台衣装を一堂に集めた展覧会を開催
します。国内外の舞台で多くの俳優やパ
フォーマーと競演してきた衣装たち。世
界中の貴重な布地がふんだんに使われ、
独創的なデザインにより独自の美の力が
備わった作品の数々をご堪能ください。
会期　２月29日（土）～３月６日（金）
　　　午前10時～午後６時（２／29、３／1、
　　　３／６は午後９時まで）※火曜休館
ところ　茅野市美術館 企画展示室
観覧料　無料
※茅野市民館主催事業「ショーケース」
■関連企画
●オープニング・アクト
時広氏の創造した舞台衣装を身にまとい、
パフォーマーが音楽とともに「装艶（そう
えん）」するパフォーマンスをお届けします。
とき　２月29日（土）午後４時30分開始
ところ　茅野市美術館　企画展示室
料金　無料
●作家によるギャラリートーク
とき　①３月１日（日）午前11時30分、 
　　　②３月６日（金）午前11時30分、 
　　　　　　　　　　　午後２時
ところ　茅野市美術館　企画展示室
料金　無料
●トークショー「舞台衣装創作の歓び」 
時広氏に創作の魅力などをうかがうトー
クショーを開催します。
とき　３月１日（日）午後２時
ところ　茅野市美術館　企画展示室
料金　無料
問　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　☎82－8222　

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　２月12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

説明会　２月12日（水）午後２時～
審査会　２月21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

ゆずります
地唄三味線／三味線のバチ／シングルベ

ッド／ストーブガード（囲みタイプ）／お

ひな様（ガラスケース入）／五月人形／シ

ルバーカー／花嫁人形（ガラスケース入）

／学習机／小型洗濯機（1kg）／加湿機能

つき空気清浄機

ゆずってください
トレーニング用ランニングマシン／クリ

スタルグラス

※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　55,423人　（－48）
　男　　27,737人　（－35）
　女　　27,686人　（－13）
世帯数　23,374世帯（－27）

月の納税等２

（　）内は前月比
令和２年１月１日現在（茅野市独自推計）
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◆国民健康保険税（９期）
◆上下水道料金　◆市営住宅使用料
◆保育料　◆下水道受益者負担金（４期）
◆後期高齢者医療保険料（８期）
　【納期限・振替日　３月２日（月）】

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
入会説明会・審査日程

車山高原SKYPARKスキー場
茅野市民デ―

第４期収蔵作品展
「対話－つながるイメージ」

＋

家族ほのぼのサロン 美ちのミュージアム・ピクニック美

すわちゅう健康教室

信濃美術をみつめる＃７　藤森汎美

時広真吾 舞台衣装展～美の神殿～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：
　五味　正明 弁護士

市役所議会棟
１階大会議室

都市計画課住宅建
築係（内線538）　

1/29（水）
14：10～16：10

2/28（金）
10：00～12：00

無料相談

広報ちの　2020.2

毎週月～金曜日
　　　（祝日除く）
8：30～17：15

19

行政相談
相談員：行政相談委員

司法書士法律相談
【要予約】

心配ごと相談

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

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。

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。

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。

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。

失業、倒産、多重債務、家庭問題な
どについて弁護士が法律相談に応じ、
あわせて保健師による心の健康を含
めた健康相談をお受けします。

また、13：30より専門家によるミニ
セミナーも開催します。

結婚相談

家庭教育相談

空き家なんでも相談会

女性のための相談
【要予約】

くらしと健康の相談会
【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

2/18（火）
9：00～12：00

2/20（木）
10：00～16：00

2/5（水）
13：30～16：30

市役所7階
会議室

市民課市民係
（内線256）

市役所8階
講師控室

市民課市民係
（内線256）

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

2/4（火）
　13：00～17：00
※電話予約１/28
　　　　　　8：30～

2/12（水）
15：00～17：00
2/7・14・21・28（金）
9：00～12：00

①2/1・15（土）
13：00～16：00
②2/7・21（金）
18：30～20：30

2/8（土）10：30～、
11：30～、13：30～、
14：30～

3/5・12・19（木）
10：00～15：00
※申込は希望日の前週
　金曜日正午まで

茅野市社会福祉
協議会

☎73－4431

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）

諏訪保健福祉
事務所

(諏訪合同庁舎　
　　　　 2階)

家庭教育センター
☎73－4151

家庭教育センター
☎73－4151

外国籍市民のための
　　日常生活相談及び
　　　　　日本語教室

毎週日曜日
13：00～16：00
※2／2と2／9は休み
開催日が変更になる場合も
ありますので、初めての方
は、事前にご連絡ください。

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

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）

毎週月～金曜日
　　　（祝日除く）
8：30～17：15

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）

長野県南信労政事務所
☎0265-76-6833
商工課商業労政係
（内線434）

巡回労働相談
【要予約】

市役所4階
会議室

2/5（水）
12：30～15：30

労働条件、解雇・退職、過重労働、職場
におけるハラスメントなどの労働問
題全般について、労働相談員が公正・
中立な立場でアドバイスをします。

生涯学習課
（内線634）
または、
相談員
090-8846-0491

受付内容：日常生活全般の悩み事
対象者：どなたでも
※２月16日（日）（15時～16時）は
中国語が分かる相談員が在席します。

茅野市ひと・まち
プラザ

（ゆいわーく茅野）

諏訪保健福祉事務所
健康づくり支援課
☎57－2927



茅野市文化芸術推進事業の企画として、
茅野市内のミュージアム、および関連施
設をバスで巡ります。
ピクニック その２「凍みる冬に生きる工夫」
とき　２月22日（土）
　　　午前９時30分～午後３時30分
ところ　茅野市八ヶ岳総合博物館、茅野
　　　　市民館／茅野市美術館、笹原地
　　　　区ほか
料金　無料（要入館料）
集合・解散　茅野市民館
定員　20名（先着・要事前申込）
受付開始　１月24日（金）
問　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　☎82－8222　

■「考えてみよう！依存症について」
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　２月５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）

市民の皆さんが冬季における心身の健康
と体力の増進を図るとともに、生涯スポ
ーツとしてのスキー、スノーボード等の
普及を目指して、市民デーを開催します。
晴天率が高く雪質が最高の時期です。ど
うぞお越しください。
期間　１月20日（月）～２月２日（日）
ところ　車山高原SKYPARKスキー場
対象　市民（市内在住、在勤、在学の方）
　　　市民と一緒に来た方またはグルー
　　　プ（５名まで）
内容　対象の方のリフト１日券を一律
　　　2,000円とする。
　　　※市民であることを証明できるも
　　　　の（免許証など）をご提示くだ
　　　　さい。
問　スポーツ健康課　☎72－8399
　　車山高原SKYPARKスキー場
　　☎68－2626

「対話」と「イメージ」をテーマに収蔵作品
の中から作品を展示します。
会期　２月16日（日）～３月29日（日）
　　　午前９時～午後７時　※火曜休館
ところ　茅野市美術館 常設展示室
観覧料　無料
問　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　☎82－8222　

第４期収蔵作品展の会場で、諏訪市出身
の彫刻家・藤森汎（1940－）の特集展示
を開催します。
会期　２月16日（日）～３月29日（日）
　　　午前９時～午後７時　※火曜休館
ところ　茅野市美術館 常設展示室
観覧料　無料
問　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　☎82－8222　

舞台衣装家・時広真吾氏の手がける多彩
な舞台衣装を一堂に集めた展覧会を開催
します。国内外の舞台で多くの俳優やパ
フォーマーと競演してきた衣装たち。世
界中の貴重な布地がふんだんに使われ、
独創的なデザインにより独自の美の力が
備わった作品の数々をご堪能ください。
会期　２月29日（土）～３月６日（金）
　　　午前10時～午後６時（２／29、３／1、
　　　３／６は午後９時まで）※火曜休館
ところ　茅野市美術館 企画展示室
観覧料　無料
※茅野市民館主催事業「ショーケース」
■関連企画
●オープニング・アクト
時広氏の創造した舞台衣装を身にまとい、
パフォーマーが音楽とともに「装艶（そう
えん）」するパフォーマンスをお届けします。
とき　２月29日（土）午後４時30分開始
ところ　茅野市美術館　企画展示室
料金　無料
●作家によるギャラリートーク
とき　①３月１日（日）午前11時30分、 
　　　②３月６日（金）午前11時30分、 
　　　　　　　　　　　午後２時
ところ　茅野市美術館　企画展示室
料金　無料
●トークショー「舞台衣装創作の歓び」 
時広氏に創作の魅力などをうかがうトー
クショーを開催します。
とき　３月１日（日）午後２時
ところ　茅野市美術館　企画展示室
料金　無料
問　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　☎82－8222　

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　２月12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

説明会　２月12日（水）午後２時～
審査会　２月21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

ゆずります
地唄三味線／三味線のバチ／シングルベ

ッド／ストーブガード（囲みタイプ）／お

ひな様（ガラスケース入）／五月人形／シ

ルバーカー／花嫁人形（ガラスケース入）

／学習机／小型洗濯機（1kg）／加湿機能

つき空気清浄機

ゆずってください
トレーニング用ランニングマシン／クリ

スタルグラス

※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　55,423人　（－48）
　男　　27,737人　（－35）
　女　　27,686人　（－13）
世帯数　23,374世帯（－27）

月の納税等２

（　）内は前月比
令和２年１月１日現在（茅野市独自推計）
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◆国民健康保険税（９期）
◆上下水道料金　◆市営住宅使用料
◆保育料　◆下水道受益者負担金（４期）
◆後期高齢者医療保険料（８期）
　【納期限・振替日　３月２日（月）】

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
入会説明会・審査日程

車山高原SKYPARKスキー場
茅野市民デ―

第４期収蔵作品展
「対話－つながるイメージ」

＋

家族ほのぼのサロン 美ちのミュージアム・ピクニック美

すわちゅう健康教室

信濃美術をみつめる＃７　藤森汎美

時広真吾 舞台衣装展～美の神殿～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：
　五味　正明 弁護士

市役所議会棟
１階大会議室

都市計画課住宅建
築係（内線538）　

1/29（水）
14：10～16：10

2/28（金）
10：00～12：00

無料相談

広報ちの　2020.2

毎週月～金曜日
　　　（祝日除く）
8：30～17：15

19

行政相談
相談員：行政相談委員

司法書士法律相談
【要予約】

心配ごと相談

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

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。

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。

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。

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。

失業、倒産、多重債務、家庭問題な
どについて弁護士が法律相談に応じ、
あわせて保健師による心の健康を含
めた健康相談をお受けします。

また、13：30より専門家によるミニ
セミナーも開催します。

結婚相談

家庭教育相談

空き家なんでも相談会

女性のための相談
【要予約】

くらしと健康の相談会
【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

2/18（火）
9：00～12：00

2/20（木）
10：00～16：00

2/5（水）
13：30～16：30

市役所7階
会議室

市民課市民係
（内線256）

市役所8階
講師控室

市民課市民係
（内線256）

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

2/4（火）
　13：00～17：00
※電話予約１/28
　　　　　　8：30～

2/12（水）
15：00～17：00
2/7・14・21・28（金）
9：00～12：00

①2/1・15（土）
13：00～16：00
②2/7・21（金）
18：30～20：30

2/8（土）10：30～、
11：30～、13：30～、
14：30～

3/5・12・19（木）
10：00～15：00
※申込は希望日の前週
　金曜日正午まで

茅野市社会福祉
協議会

☎73－4431

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）

諏訪保健福祉
事務所

(諏訪合同庁舎　
　　　　 2階)

家庭教育センター
☎73－4151

家庭教育センター
☎73－4151

外国籍市民のための
　　日常生活相談及び
　　　　　日本語教室

毎週日曜日
13：00～16：00
※2／2と2／9は休み
開催日が変更になる場合も
ありますので、初めての方
は、事前にご連絡ください。

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

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）

毎週月～金曜日
　　　（祝日除く）
8：30～17：15

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）

長野県南信労政事務所
☎0265-76-6833
商工課商業労政係
（内線434）

巡回労働相談
【要予約】

市役所4階
会議室

2/5（水）
12：30～15：30

労働条件、解雇・退職、過重労働、職場
におけるハラスメントなどの労働問
題全般について、労働相談員が公正・
中立な立場でアドバイスをします。

生涯学習課
（内線634）
または、
相談員
090-8846-0491

受付内容：日常生活全般の悩み事
対象者：どなたでも
※２月16日（日）（15時～16時）は
中国語が分かる相談員が在席します。

茅野市ひと・まち
プラザ

（ゆいわーく茅野）

諏訪保健福祉事務所
健康づくり支援課
☎57－2927




