春の全国火災予防運動が
行われます！
「ひとつずつ いいね！で確認 火の用心」
３月１日
（日）
から７日
（土）
までの１週間、
「春の全国火災予防運動」が行われます。
火災とならないよう、次のことに気をつ
けましょう。
・風の強いときの草焼きはやめましょう。
・火が消えるのを見届けるまでその場を
離れないようにしましょう。
・水バケツなどを用意し、万が一の際に
初期消火できるようにしましょう。
・たばこの吸殻は確実に消し、投げ捨て
はしないようにしましょう。
・家の周りには燃えやすいものを置かな
いようにして、放火されない環境を作
りましょう。
問 茅野消防署 ☎72−0119

無料耐震診断を受けましょう
昭和56年５月31日以前に建築された木
造住宅の耐震診断を無料で受けることが
できます。
ご自宅の耐震性に不安はありませんか？
まずは、耐震診断を行いましょう。
ご自宅が地震で倒壊したら…あなただけ
の問題ではありません！
診断の結果、地震に弱いとわかった場合
は耐震改修を。
耐震補強工事に要する費用（現地建替え
を含む）の４／５以内の額（上限100万
円）の補助を受けることができます。
申込期間 ４月から受付開始
問 都市計画課 住宅建築係（内線539）
放送期間

ビーナチャンネル
番組表

LCV11ch

基本放送スケジュール
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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一時保育の実施園が変わります
平成30年度から令和元年度にかけて市内

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)

時保育の実施園を変更させていただいて

〒391−8501 塚原二丁目６番１号

おりましたが、全ての工事が完了したこ
とに伴い、一時保育の実施園を下記２園
へ変更します。
現在、一時保育を利用されている方で、
利用園の変更を希望する場合は、変更の
届出が必要になりますので、湖東保育園
または小泉保育園へお問い合わせくださ
い。
実施園
湖東保育園・小泉保育園
↓
宮川第二保育園・小泉保育園
変更日

令和２年３月28日
（土）
から

※湖東保育園の受入れは３月25日（水）
までとなります。
※３月26日（木）〜３月27日（金）の期間
は、受入準備のため一時保育の受入れ
を休止させていただきます。ご迷惑を
おかけしますが、ご理解とご協力をお
願いいたします。
受入人数
問

各園６名

湖東保育園

☎78−2637

小泉保育園

☎72−7401

幼児教育課幼児教育係
（内線622、623）
こんにちは茅野市です

放送内容

●エコであったか団らん会

〜３月７日

● 0123広場運動遊び

３月８日

●農村女性ネットワーク味噌づくり

〜３月14日

●６年生を送る会

３月15日

●イナイイナイアート

〜３月21日

●ひなまつりおはなし会

３月22日

●茅野市民館をサポートしませんか2019
ステップアップ講座
●市民活動交流会

問

お知らせ、募集案内、イベント情報など

保育所のリノベーションを行うために一

３月１日

〜３月30日

情報ネットワーク

地域戦略課広報戦略係

☎72−2101（内線235）

♨

市営温泉施設は
次の日も営業します

玉宮温泉「望岳の湯」は金曜日が定休日
ですが、３月20日（金）春分の日も休ま
ず営業しますので、ご利用ください。
問 望岳の湯 ☎82−8833

３月の介護保険制度説明会
３月２日から４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 ３月11日
（水）
午前９時30分〜11時
ところ 茅野市役所 ８階大ホール
問 高齢者・保険課 介護保険係
（内線337）

新入社員歓迎大会
今春、市内の各事業所に就職される新規
就職者の門出を祝い、
「新入社員歓迎大会」
を開催します。
新入社員の採用を予定されている市内事
業所（企業・団体等）のほか、自営業等の
方などからの申込みも歓迎します。
とき ４月10日
（金）
午後１時30分〜３時45分
ところ 茅野市民館コンサートホール
申込期限 ３月６日
（金）
申込・問 商工課 商業労政係
（内線434）

茅野市学童クラブに不用品を
提供してください
茅野市では利用児童が増加しているため、
学童クラブを増設します。ご家庭で不用
になっているものを提供してください。
提供していただける場合は担当までご連
絡ください。
希望品 子ども向けDVD、折り紙、折り
紙の本、画用紙、色鉛筆、おま
まごとセット
問 学校教育課 学務係（内線607）

令和２年度第１回認知症予防講座
65歳以上の方を対象として、頭と体を
同時に刺激するようなゲーム要素のある
運動を中心とした「認知症予防講座」を
開催します。栄養や口腔ケアの話も聞け
る計10回の講座です。
認知症の原因ははっきりわかっていませ
んが、「認知症になりにくい」生活習慣は
わかってきています。
「認知症になりにく
い」生活習慣を学んで、早い時期から認
知症の予防に取組みましょう。
とき ４月７日（火）〜 火曜日全10回
午前10時〜11時30分
ところ 茅野市運動公園 柔道・剣道場
内容 あたまとからだの運動、口腔ケア
の話等
参加費 無料
対象 市内在住の65歳以上の方
定員 新規受講者枠15名定員と過去の本
講座受講者再受講枠15名
（先着順）
申込期間 ３月16日（月）〜
申込・問 高齢者・保険課 高齢者福祉係
（内線334）

いきいき健幸ルーム
フラダンス講座
４月からはじまるフラダンス講座の受講
者を募集します。
優しい動きと心地よい音楽で、心身とも
に穏やかな時間を過ごしてみませんか。
とき ４月から７月までの全８回
①４月２日（木）②４月16日
（木）
③５月７日（木）④５月21日
（木）
⑤６月３日（水）⑥６月18日
（木）
⑦７月２日（木）⑧７月16日
（木）
午後１時30分〜３時
ところ 茅野市高齢者福祉センター塩壷
の湯ゆうゆう館内「いきいき健
幸ルーム」
参加費 無料
対象 市内在住の65歳以上の方で、過
去に「いきいき健幸ルーム」におけ
る太極拳講座未受講の方。
定員 15名（新規受講者８人、再受講者
７人。申込先着順）
申込期間 ３月17日
（火）〜
申込・問 高齢者・保険課 高齢者福祉係
（内線334・335）

脚腰おたっしゃ教室
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 ３月４日
（水）
、３月11日
（水）
、
３月18日
（水）
、３月25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）

いきいき健幸ルーム 太極拳講座
初めての方でも安心して取り組める太極
拳講座を開講します。これまでの本講座
の受講生において、太極拳に取組んだこ
とで腰痛や膝痛が改善した、という喜び
の声が寄せられています。柔らかく、穏
やかな太極拳の動作で姿勢や呼吸を整え、
健幸な心と身体を養いましょう。
今回は、過去に、いきいき健幸ルーム太
極拳講座を受講（修了）された人が再度受
講できる「再受講枠」も設けます。
とき ４月２日から毎週木曜日
９ヶ月間
（令和２年10月まで）
午前９時30分〜11時
ところ 茅野市高齢者福祉センター塩壷
の湯ゆうゆう館内「いきいき健
幸ルーム」
参加費 無料
対象 市内在住の65歳以上の方
定員 15名（申込先着順）
申込期間 ３月18日
（水）午前８時30分
から、下記の申
込先へ電話にて
募集します。
申込・問 高齢者・保険課
高齢者福祉係
（内線334・335）

ボッチャボールセット貸出
各種団体向けに、公式のボッチャボール
セットをお貸しすることを行っています。
貸出しのルール、予約のルールを守って
いただき、有効にご活用ください。
貸出しのルール
①貸出しは、ボッチャボールセットを２
セットまでとします。
②各種団体への貸出しとし、個人への貸
出しは行っておりません。
③貸出受付は、茅野市役所

高齢者・保

険課高齢者福祉係にて行います。
④貸出し日から返却日までの間は、原則
３日以内とし、出来るだけ多くの団体
等が使用できるようにします。
⑤貸出しは無料とします。
⑥貸出し品は、原則、借用者が物品の持
出しと返却を行ってください。
⑦ボッチャ用具一式は、茅野市 高齢者・
保険課

高齢者福祉係にて保管・管理

しています。
予約のルール
①令和２年度（令和２年４月１日〜令和
３年３月31日）の予約は、１団体６
回の貸出しまで可能とします。
②令和２年度の予約は、３月９日（月）か
ら受付を行います。
料金

無料

申込期間 ３月９日（月）〜
申込・問 高齢者・保険課 高齢者福祉係
（内線334・335）

オレンジ・カフェすわちゅうに
お茶を飲みに来ませんか？
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

３月11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）
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四種混合予防接種が医療機関での
実施に変わります。
令和２年４月から、四種混合予防接種は、
茅野市健康管理センターではなく、医療
機関での実施に変わります。茅野市の指
定医療機関は、本号と同時発行の「各種
検診・予防接種のご案内」でご確認くだ
さい。
対象 生後３か月〜７歳６か月未満
※毎年百日咳が流行し、０歳児は無呼
吸発作など重症化することがありま
す。３か月になったら速やかに接種
しましょう。
ところ 指定医療機関
問 健康づくり推進課 健康推進係（健
康管理センター内）☎82−0105

茅野市不妊及び不育症
治療費助成事業
不妊および不育症の治療を受けたご夫婦
に、治療費の一部を助成しています。
平成31年４月から新たに、長野県から助
成を受けている方も対象となっています。
対象者
助成金の交付申請する日の１年以上前
から市内に居住（住民票がある）してい
る戸籍上の夫婦。ただし、市税の滞納
がないこと。
申請期間
長野県助成交付金決定、または一連の
治療が終了した日、の翌日から起算し
て３か月以内に申請してください。
注意事項
・長野県で行われている「長野県不妊
に悩む方への特定治療支援事業」の
対象となる方は、そちらが優先とな
ります。
・平成31年４月より添付書類が変更
になっております。
・同一のご夫婦に対して、不妊および
不育症治療それぞれ5回までです。
問 健康づくり推進課 健康推進係（健
康管理センター内）☎82−0105

茅野市農産物品目別
アドバイザー制度
茅野市では、市内の新規就農者および市
が推進する品目への生産転換希望の農業
者に対し、熟練農業者がアドバイスを行
う制度を実施しております。
対象品目は、だいこん、キャベツ、パセ
リ、ホーレンソウ、ブロッコリー、セル
リー、エンダイブ、ズッキーニ、菊、り
んどう、トルコギキョウ、カーネーショ
ン、カスミ草、アルストロメリアの14品
目です。
詳細および指導希望者は農業支援センタ
ーまでご連絡ください。
申込・問 農林課 農業支援センター
（内線404）

一緒に令和の時代のまちづくりに
取り組みましょう
茅野市の21世紀の福祉を創る会（通称：
福祉21茅野）は、「パートナーシップの
まちづくり」に共鳴し、集った約100人
で構成し、提言しつつ行動・実践する集
団です。これまで市内４つの保健福祉サ
ービスセンター、0123広場、地区こど
も館などを提案し、地域のコミュニティ
機能を高める活動を通して「みんな同じ
空の下」の理念のもと、支え合いのまち
づくりを目指してきました。
今回、具体的な課題に取り組んでいくた
め、ワーキンググループ形式で組織を改
編しました。この福祉21茅野ワーキング
グループにご参加いただける方はご連絡
ください。（代表幹事・高木宏明（諏訪中
央病院））
ワーキンググループのテーマ
外出支援（いわゆる 足 の問題）、ひき
こもり対策、認知症（早期発見・カフ
ェ・ケアガイドなど）、就労の場（障害
者等雇用問題）、18−20歳問題（いわ
ゆる 制度の隙間 ）、情報発信、便利
帳、福祉教育、高血圧対策
問 地域福祉課福祉総務係（内線302）

茅野市の人口減少対策についてご意見ください
茅野市では、「第２次茅野市地域創生総合戦略」の見直しを進めています。原案をま
とめましたので、市民の皆さんのご意見を募集します。
応募期間 ３月３日（火）
〜３月23日
（月）
資料の閲覧
茅野市ホームページまたは下記の施設で資料を直接閲覧できます。
茅野市役所２階地域戦略課、各地区コミュニティセンター、茅野市役所ベルビア店
応募資格 以下のいずれかに該当する方
①市内に住所を有する方 ②市内の事務所または事業所に勤務する方
③市内に事務所または事業所を有する個人および法人、その他の団体
④市内の学校に在学する方 ⑤市内に別荘等を有する方
応募方法
氏名（または法人名）、住所および電話番号をご記入の上、電子メール、郵送、FAX
で書面にて送付、または持参してください。匿名および電話での受付けはしてい
ませんので、ご了承ください。なお、書面等での意見の提出が困難な方は下記の
問い合わ せ先までお申し出ください。アドレス等詳細はホームページでご確認
ください。
※いただいたご意見は茅野市ホームページ上で公表することとし、個別の回答はい
たしませんので、あらかじめご了承ください。また、同様のご意見は集約するこ
とがあります。
問 地域戦略課 地域創生係 ☎72−2101
（内線232）
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令和２年度ロングモント市・
茅野市ホームステイ交流事業
派遣および受入れの中止
茅野市は、毎年、夏休み期間を利用し、
姉妹都市ロングモント市との間で、中学
生および高校生を対象とした、ホームス
テイ交流事業を行っています。
しかし、令和２年度は、実施時期が東京
オリンピックの開催時期と重なるため、
航空券の手配が大変困難であり、航空運
賃の大幅な値上げも予想されます。また、
観光客等の増加により国内の交通状況も
混雑が予想され、事業の実施が難しい状
況です。このことから、令和２年度のロ
ングモント市への派遣とロングモント市
の学生の受入れは行いません。
令和３年度からは、派遣および受入れを
行う予定ですので、ご理解をお願いしま
す。
問 生涯学習課生涯学習係（内線634）

小泉山体験の森活動パネル展
小泉山体験の森創造委員会と茅野市教育
委員会が整備した「小泉山体験の森」の
紹介や１年間の活動記録と写真、オオム
ラサキ保護活動の記録を展示します。
とき ３月２日
（月）
〜３月13日
（金）
市役所の開庁時間中。ただし最終
日は午後４時まで。
ところ 茅野市役所１階ロビー
問 生涯学習課 生涯学習係（内線634）

木質バイオマスエネルギーの
利用促進をしています
木質バイオマスは、薪やペレット
（おがく
ずを固めたもの）
に代表される循環型のエ
ネルギーとして注目されています。間伐
材や伐採作業時、木材加工時の木片など
をエネルギーとして利用することで、
循環
型社会を作る一助となり、二酸化炭素の
削減にもつながると見込まれています。
茅野市では、木質バイオマスエネルギー
を利用するペレットストーブ・ペレット
ボイラーの導入に補助金を交付しました。
ペレットストーブを導入した方からは、
「暖かい」「やわらかい火が温もりを感じ
る」「雰囲気が良い」といった声をお聞き
します。
今後も、木質バイオマスエネルギーの利
用促進とペレットストーブの適切な使用
の啓発を図っていきます。
問 農林課 林務係（内線408）

「広報ちの」の自動配信も！

博

さきおりでランチョンマット

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！初心者のみなさ
ん大歓迎。お気軽にご参加ください。
とき ３月７日（土）、８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）
＊お申込みは一人ずつ、１回とさ
せていただきます。
申込開始 ２月20日（木）から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎73−0300

博

八ヶ岳総合博物館
休館日

休館日

問

３月２日
（月）
、９日
（月）
、
16日
（月）
、23日
（月）
、
30日
（月）
八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300

博

活動発表展イベントデー

博物館で活動する市民研究員、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
する「活動発表展」最終日です。楽しい体
験ができる様々なイベントを行います。
先着100名様にさきおりコースターをプ
レゼントします。
とき ３月22日
（日）
展示は午後３時30分まで
ところ 総合博物館
入館料 無料
■さきおり体験
花瓶敷などとして使える25㎝四方の作
博
品を織ることができます。
とき 午前10時〜午後２時
定員 時間内先着順
（申込不要）
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。 参加費 300円
■ワクワク科学工作
とき ３月14日（土）
「ガウスの加速器」、「車輪のない電車」、
午後１時30分〜３時
「マジックスクリーン」など人気の科学実
ところ 総合博物館
験や工作を体験できます。
講師 博物館職員
とき 午後１時30分〜３時
参加費 無料（申込不要）
定員 時間内先着順（申込不要）
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300
参加費 無料
■プラネタリウム特別投影
市民研究員天文グループによる投影を行
博
います。
とき ①午前11時30分〜
大型天体望遠鏡を使って昼間の空の星を
②午後１時30分〜
観察します。
③午後２時30分〜
とき ３月８日（日）午前10時〜11時
（各回35分間）
＊雨天曇天の場合は中止します。
定員 各回20名（先着順）
ところ 北部中学校天体ドーム
参加費 無料
（北部生涯学習センター）
その他 整理券は、開館時から、お一人
講師 若宮崇令さん
（前八ヶ岳総合博物館
につき１枚お渡しします。
館長）、博物館職員
■博物館で星空観察会
季節の星座観察や、望遠鏡を使った天体
定員 20名（要申込）
観察を行います。
参加費 無料
とき ３月22日
（日）午後７時〜８時30分
申込開始 ２月20日（木）から受付
※雨天の場合、室内で星・宇宙のお話を
申込・問 八ヶ岳総合博物館
します。
☎73−0300
ところ 総合博物館
講師 市民研究員天文グループ
博
参加費 無料（申込不要）
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
トークイベント
映像を体験できます。テーマは毎月変わ
博
「知りたい！宇宙のおしごと〜宇宙飛行士の
ります。３月のテーマは「宵の明星」。
活躍ときぼう初の科学実験〜」
とき 毎週土・日曜日および祝日。各日
地上とは違う宇宙空間。スペースシャト
午前10時30分〜と午後１時30分〜
ルや国際宇宙ステーションでの科学実験
の２回
※３月22日（日）、28日（土）、29日（日） を行った河村先生に、ロケット打ち上げ
の現場や宇宙飛行士との交流エピソード
午後の一般投影はありません。
をまじえてお話しいただきます。
ところ 総合博物館
とき ３月28日
（土）午後１時30分〜３時
定員 各回20名（先着順）
ところ 総合博物館
参加費 要入館料
講師 河村 洋さん（前公立諏訪東京理科
その他 整理券は、当日開館時から、お
大学学長）
一人につき１枚お渡しします。
参加費 無料
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300

古文書相談会

図書館
開館時間の変更・休館日
４月１日から平日の開館時間が変わります。
開館時間 午前９時30分〜午後６時
３月の休館日 ３月２日
（月）
、９日
（月）
、
16日
（月）
、23日
（月）
、27日
（金）
、
30日
（月）
問 茅野市図書館 ☎72−9085

茅野市図書館
図書館を飾ろう!
「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に「春の花」の飾り
つけを一緒にしてみませんか。
とき ３月1４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
問 茅野市図書館 ☎72−9085

富安陽子さん講演会
「シノダ！」
「ムジナ探偵局」
「やまんばの
むすめまゆのおはなし」シリーズ等、数
多くの作品を発表されている児童文学作
家・富安陽子さんに、絵本や児童書など
の作品が出来るまでを中心にお話いただ
きます。
とき ３月22日
（日）
午後１時30分〜３時30分
ところ ゆいわーく茅野 ３階集会室
定員 100名
問 こども読書活動応援センター
☎75−1250

昼間の星を見る会

プラネタリウム

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 ３月26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 ☎72−9085

尖石縄文考古館
休館日

尖
休館日

問

３月２日（月）、９日（月）、
16日
（月）
、23日
（月）
、
30日
（月）
尖石縄文考古館 ☎76−2270

尖

縄文ゼミナール⑤
「大湯環状列石のあゆみ」

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 ３月21日
（土）
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
定員 80名
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
問 尖石縄文考古館 ☎76−2270
広報ちの
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アート楽しみ隊 vol.30
「春のお弁当まつり」

とき

3月27日（金）〜30日（月）
午後１時30分〜４時（受付時間：
午後１時30分〜３時15分）
ところ サポータールーム
（茅野市民館内）
内容 春のお弁当を、いろいろな材料
（毛
糸、折り紙、箱など）
を使って自由
に作ります。
持ち物 はさみ、のり、筆記用具
参加費 100円（申込不要）
※小学３年生以下は保護者同伴でご参加
ください。
問 茅野市民館 ☎82−8222

美

第4期収蔵作品展
「対話−つながるイメージ」

とき

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
関連企画
■きてみて！親子ギャラリーツアー
とき ３月15日（日）午前11時開始
ところ 茅野市美術館 常設展示室
参加費 無料（申込不要）
■学芸員による作品解説会
とき ３月20日（金・祝）午後２時開始
ところ 茅野市美術館 常設展示室
参加費 無料（申込不要）
問 茅野市美術館（茅野市民館内）
☎82−8222

美

信濃美術をみつめる＃７ 藤森汎

※第４期収蔵作品展と同時開催
関連企画
■作家によるギャラリートーク
とき ３月８日（日）午後２時開始
ところ 茅野市美術館 常設展示室
参加費 無料（申込不要）
（彫刻家・三軌会彫刻部会員）
話し手 藤森汎
問 茅野市美術館（茅野市民館内）
☎82−8222

美

時広真吾 舞台衣装展〜美の神殿〜

とき

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
■クロージング・アクト
舞台衣装家・時広真吾氏の創造した舞台
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 ３月６日（金）午後７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
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小さな子どものすてきな時間
その９
「うたのたね〜おんがくの
はじまり〜」

博

星空観望会

季節の星座探訪と、大型天体望遠鏡によ
山の音楽舎がつくる おと の世界をたの
る見ごろの惑星・天体の観察を行います。
しみませんか。
とき ３月28日
（土）
とき ３月18日
（水）
午後７時〜８時30分
出演 山の音楽舎（はらだまほ、原田正
＊雨天曇天の場合は中止します。
俊、川中美樹）
ところ
北部中学校天体ドーム
ところ 茅野市民館 アトリエ
（北部生涯学習センター）
対象 ０歳〜２歳のお子さんと保護者
講師 若宮崇令さん（前八ヶ岳総合博物
公演
館館長）
、博物館職員
①あんよが上手なお子さん向け公演
定員 20名
（要申込）
午前10時30分開演
参加費 無料
めやす 19か月〜35か月
②ねんね・おすわり・よちよちのお子
申込開始 ２月20日
（木）
から受付
さん向け公演
申込・問 八ヶ岳総合博物館
午後２時30分開演
☎73−0300
めやす ０か月〜18か月、妊婦の方も
ご覧いただけます
博
※月齢の異なるお子さんがいっしょに鑑
賞する場合は、大きい月齢のお子さん
■展示物の解説動画をQRコードを読み
をめやすにしてください。
取って見てみよう！
料金 こども500円、おとな1,200円、
展示物の案内板にQRコードを設置して
ペア（おとな１名＋こども１名）
あります。スマートフォンなどで読み取
1,500円、友の会会員こども500
っていただくと、解説動画が見られます。
円、おとな1,100円、ペア（おと
タブレットの貸し出しもしていますので、
な１名＋こども１名）
1,400円
ご利用ください。
※当日券についてはお問合わせく
ださい。
■さきおりコースター体験
定員 各回20組程度
展示してある高機ではたおり体験ができ
チケット発売開始 ２月22日
（土）
ます。細く裂いた布を横糸にして織るさ
※３歳から小学校３年生までのお子様に
きおりでコースターを作ってみませんか。
は託児サービスがございます
（要予約）
。 （作品のお渡しは後日になります）
問 茅野市民館 ☎82−8222
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
毎年４月２日の「世界自閉症啓発デー」に
届く身長の方が対象になります）
合わせ、市民館を青い光で包むライトア
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300
ップと関連企画を実施します。
■点灯
神長官守矢史料館
市民館を青い光でライトアップします。
守
休館日
とき ４月２日
（木）
午後６時30分〜10時
休館日 ３月２日
（月）
、９日
（月）
、
４月３日
（金）
〜５日
（日）
16日
（月）
、23日
（月）
、
午後７時〜10時
30日
（月）
ところ 茅野市民館
問 神長官守矢史料館 ☎73−7567
料金 無料
■「みんなで奏でるリズム！」＆まぜこぜ
茅野市民館よりあい劇場2020→2021
アートワーク
アイデア発表
とき ４月２日
（木）
■アイデア募集
午後１時30分〜午後３時
暮らしのなかで「こんな素敵なことがあ
ところ ロビー、テラス、他
る」「これは大事にしたい」といった、い
進行 リズムセッション：塩津知広
（パー
ろいろな人の思いや、さまざまな表現へ
カッショニスト）
、アートワーク：
の興味を知り、〈いま、ここ〉から〈これか
矢島史織
（日本画家）
■関連企画 つながる パネル展示
ら〉につなぐ〈種〉を見つけるため、茅野
とき ３月15日
（日）
〜4月11日
（土）
市民館では毎年、事業提案を募集してい
午前９時〜午後10時
ます。地域に暮らす皆さんの持つアイデ
ところ スロープ
アを共有して文化の種を見つける、事業
■関連企画 映画『道草』上映＆トークセ
提案のプレゼンテーション「茅野市民館
ッション
よりあい劇場」。５月の開催に向けて、事
とき ４月５日
（日）
業提案や表現の発表などの「アイデア」を
午後1時30分〜午後４時
募集します。パフォーマンスの応募もOK。
ところ マルチホール
募集期間
２月20日
（木）
〜３月30日
（月）
ゲスト 宍戸大裕氏（
『道草』
監督）他
料金 無料
料金 お問い合わせください
※詳細は茅野市民館までお問合せください。
主催 Light It Up Blue ちの実行委員会
■よりあい劇場（アイデア発表）
共同主催 茅野市民館指定管理者
５月９日
（土）茅野市民館 マルチホール
株式会社地域文化創造
問 茅野市民館 ☎82−8222
問 茅野市民館 ☎82−8222

博物館からのお知らせ
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諏訪６市町村広域手話奉仕員
養成講座

自衛官候補生募集
募集資格は下記のとおりです。
詳細については、茅野地域事務所までお
気軽にお問い合わせください。
募集資格 18歳以上33歳未満
受付期間 年間を通じて受付
試験科目 筆記試験、口述試験、適正検
査及び身体検査
試験日程 受付時にお知らせ
入隊時期 採用予定通知書でお知らせ
採用後「自衛官候補生」（特別職国家公務
員）に任命され、自衛官となるために必
要な教育訓練に専念する新しい採用制度
です。
自衛官候補生として所要の教育を経て３
ヶ月後に２等陸・海・空士（任期制自衛
官）に任命します。任期制自衛官とは、
陸上自衛官は１年９ヶ月（一部技術系は
２年９ヶ月）、海上・航空自衛官は２年
９ヶ月を１任期（２任期目以降は各２年）
として勤務する隊員です。
教育訓練を受けた後に各部隊・基地等に
配属されます。約９ヶ月後、１等陸・海・
空士に昇任し、さらに１年後、陸・海・
空士長に昇任します。
問 茅野地域事務所
（茅野商工会議所１階）
☎82−6785

ゆ ずりあおう

〜不用品を活用し
あいましょう〜

ゆずります
小型冷蔵庫／桐たんす／キーボード／精
米機／オイルヒーター（デロンギ）／全自
動洗濯機（4.5㎏）／キルト用パッチワー
クフープ／コタツ／リクライニングチェ
ア／ガラスケース／ポータブルトイレ／
折りたたみベッド／マットレス／アファ
ス水泳バッグ／学習机／カバー付き座布
団5枚組
ゆずってください
レコードプレーヤー（レトロタイプ）／レ
コード盤／クリスタルグラス／全自動洗
濯機（７〜８㎏）／将棋盤／二段ベッド／
綿敷布団／炊飯器（５合）／園児服（冬、４
歳くらい）／扇風機／電動トレーニング
用ランニングマシン／冷蔵庫

この講座は諏訪地域６市町村の委託を受
けた岡谷市社会福祉協議会が実施します。
とき ４月13日〜３月15日
（祝日を除く毎週月曜日）全41回
午前10時〜12時
ところ おかや総合福祉センター
対象 原則、次の3つの要件を満たす方
①諏訪地域6市町村に在住・在勤・在
学の方
②手話の学習経験のない方
③全日程
（41回）
出席できる見込みの方
参加費 3,300円
（テキスト代・DVD付き）
定員 20名（応募者多数の場合は選考
となります）
申込期間 ３月９日
（月）
〜３月27日
（金）
問 岡谷市社会福祉協議会ホームページ
http://www.okaya-shakyo.or.jp/
または岡谷市社会福祉協議会
☎24−2121

家族ほのぼのサロン
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。
とき ３月11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

◆国民健康保険税（10期）
◆上下水道料金 ◆市営住宅使用料
◆保育料
◆後期高齢者医療保険料（９期）
【納期限・振替日 ３月31日（火）】

茅野市美術館では、公募により集まった
作家によるアートプロジェクトを開催し
ます。
茅野市民館の共有スペースに公募作家の
作品が様々な方法で展示されます。
宝探しのように空間を巡って作品を鑑賞
してみませんか？
とき

３月12日（木）〜３月22日（日）
午前９時〜午後10時 ※火曜休館

ところ

茅野市民館ロビー、スロープ他

観覧料

無料

問

茅野市美術館
（茅野市民館内）
☎82−8222

電源立地地域対策交付金を
活用しています
電源立地地域対策交付金は、水力発電施
設等の所在する市町村の地域振興を目的
とし、周辺地域で行われる公共用施設整
備や、住民福祉の向上に資する事業に対
して、国から交付されます。
本年度の電源立地地域対策交付金440万
円は、高齢者福祉センター塩壺の湯管理
運営事業に活用しました。
問

企画財政課 企画係（内線153）

企業説明会＆働き方相談会の
開催について

シルバー人材センター
入会説明会・審査日程
説明会 ３月11日
（水）午後２時〜
審査会 ３月19日
（木）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

＋

諏訪中央病院
第250回ほろ酔い勉強会

※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
「脳卒中で寝たきりになりたくない！〜敵
います。
を知り己を知れば百戦危うからず〜」
と題
※最新情報は、「NPO法人エコタウンち
して脳神経外科部長佐藤浩企医師と脳卒
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、 中サポートチームが講演します。みなさ
変更は必ず環境館へ連絡してください。 んぜひ足をお運びください。
とき ３月18日
（水）午後２時〜４時
問 茅野環境館 ☎82−0040
（午前９時〜午後５時：日・月曜日定休） ところ 諏訪中央病院 講堂
なお、広報紙が届くまでに一部交渉が成
問 諏訪中央病院 総務課 広報調整係
立する場合がありますのでご了承くださ
☎72−1000（内線1557）
い。登録期間は３か月あります。

３ 月の納税等

イナイナイアート

美

子育てと両立しやすい求人を提出してい
る企業と直接面談を行い就職への一歩を
踏み出しませんか？入園・入学の次期に
併せて働きたい、勤務時間相談したい、
など先ずは話を聞いてみましょう。
参加企業

提出している企業
（５社程度）
とき

３月２日
（月）
午前10時20分〜正午予定

ところ

55,402人 （−21）
27,737人 （
0）
27,665人 （−21）
23,396世帯（＋22）

（ ）内は前月比
令和２年２月１日現在（茅野市独自推計）

茅野市ベルビア３階

こども館

会議室
事前申込は不要です。
問

ハローワーク諏訪

☎58−8609

こんなときはここへ

茅 野市の人口

総人口
男
女
世帯数

子育てと両立しやすい求人を

可燃ゴミと資源物について
美サイクルセンター

☎71−1633

月〜土曜日(祝日可)
午前９時〜午後４時30分
静香苑
（火葬場）
の予約・手続きについて
市役所

☎72−2101（年中無休）
広報ちの
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無料相談
相談の種類

特設人権相談
相談員：人権擁護委員

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。
日

時

3/5（木）
10：00〜15：00

相談場所

連絡先

考

市役所7階
会議室

市民課市民係
（内線256）

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、借地・借家・不動産ト
ラブル・相続登記等の不動産の相談、
家族・近隣関係・騒音・公害等の相談、
同和・男女差別等の相談。相談は無
料で秘密はかたく守られます。

法律相談【要予約】
相談員：
①根岸絋太郞 弁護士
②竹村
隆 弁護士

①3/3（火）13：00〜17：00
②3/11（水）13：00〜15：00
※電話予約は2/25
8：30〜

市役所7階
会議室

市民課市民係
（内線256）

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。

行政相談
相談員：行政相談委員

3/10（火）
9：00〜12：00

市役所7階
会議室

市民課市民係
（内線256）

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。

外国籍市民のための
相談

3/19（木）
10：00〜16：00

市役所7階
会議室

生涯学習課
（内線634）

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

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
※3/8（日）
は休み

生涯学習課
茅野市ひと・まち （内線634）
または、
プラザ
※開催日が変更になる場合
（ゆいわーく茅野） 相談員
もありますので、初めての
090-8846-0491
方は、事前にご連絡ください。
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備

受付内容：日常生活全般の悩み事
対象者：どなたでも
※３月15日（日）
（15時〜16時）は
中国語が分かる相談員が在席します。

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

3/4（水）
13：30〜16：30

市役所8階
相談室

商工課
（内線435）

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。

巡回労働相談
【要予約】

3/18（水）
12：30〜15：30

市役所8階
相談室

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

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。

司法書士法律相談
【要予約】

3/11（水）
15：00〜17：00

心配ごと相談

3/6・13・27（金）
9：00〜12：00

結婚相談

①3/7・21（土）
13：00〜16：00
②3/13・27（金）
18：30〜20：30

茅野市ひと・まち
茅野市社会福祉
プラザ２階
協議会
社会福祉協議会
☎73−4431
相談室

子育て、家庭、教育、
発達に関する相談

こども課
こども・家庭総合支援 こども・家庭相談係
子育てや家庭問題、いじめ、不登校
毎週月〜金曜日
拠点「育ちあいちの」（内線615・616・
などの教育相談や発達に関する相談
（祝日除く）
市役所6階
617）
8：30〜17：15
（こども課内） 発達支援センター までお気軽にご相談ください。
（内線618）

家庭教育相談

家庭教育センター
子育て、家庭教育相談から、いじめ、
毎週月〜金曜日
家庭教育センター 不登校などの教育相談までお気軽に
相談室
（祝日除く）
（ちの地区コミュニ ☎73−4151
ご相談ください。
9：00〜17：00
ティセンター北側）

女性のための相談
【要予約】

3/14（土）10：30〜、 電話予約時に
11：30〜、13：30〜、 会場等をお知
14：30〜
らせします。

家族・夫婦、職場や地域の対人関係、
家庭教育センター 夫や恋人（パートナー）からの暴力、
☎73−4151 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。

保護司による
非行・犯罪相談
【要予約】

3/27（金）
10：00〜12：00

諏訪地区更生保護
サポートセンター
☎55−2786

広報ちの

2020.3

諏訪市公民館
302会議室

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。

