
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　４月15日（水）、22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
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）

気軽にインターネットを使ってみません
か？　インターネット（情報の閲覧）はと
ても楽しいものです。身近な道具として、
パソコンを活用してみませんか？興味の
ある方は講習会の見学にお越しください。
諏訪６市町村の皆様、申込みをお待ちし
ています。
講習会は、市民活動組織「茅野市地域情
報化推進ネットワーク」の「障害者・高
齢者パソコン広場」部会会員のボランテ
ィア活動によって行われています。
とき　４月～７月の毎週日曜日
　　　午後２時～４時（全13回予定）
ところ　茅野市情報プラザ（公立諏訪東
　　　　京理科大学生涯学習センター内）
参加費　テキスト代1,100円
対象　諏訪地域在住で原則60歳以上の
　　　方（身体に障害のある方は60歳未
　　　満可、要相談)
定員　先着10名（水・土・日曜日の何れ
　　　かで申込み希望の方の面談を行い
　　　ます。）
申込期間　４月３日（金）まで
問　茅野市地域情報化推進ネットワーク
　　「障害者・高齢者パソコン広場」部会
　　事務局茅野市情報プラザ
　　☎82－7602
　　問い合わせ・面談時間　水曜日・土
　　曜日・日曜日　午後２時～４時（年
　　末年始を除く。事前に電話で申込。）

広

　
告

トレーニング室を安全に利用していただ
くために、毎月３回、説明会を行い、利
用者登録を行っています。市内・市外を
問わず、どなたでも参加できます。
日程については広報ちの「無料相談・説
明会」のページに毎月掲載しますのでご
確認ください。
申込・問　茅野市総合体育館受付
　　　　　☎71－1645
　　　　　またはスポーツ健康課スポー
　　　　　ツ健康係　☎72－8399

運動の苦手な子どもに身体を使って遊ぶ
楽しさと体力向上のための運動を行い、
集団活動の中で「ルールを守ること」の
大切さを学ぶことを目的に今年も幼児ト
リム教室を開催いたします。
とき
・年長火曜日コース
　５月19日（火）～７月21日（火）
　毎週火曜日　全10回
・年長水曜日コース
　５月20日（水）～７月22日（水）
　毎週水曜日　全10回
・年中木曜日コース
　５月21日（木）～７月30日（木）
　毎週木曜日　全10回
ところ　茅野市運動公園総合体育館　　
　　　　サブ体育館
参加費　各講座6,000円
対象　市内在住、在園の
　　　年長児・年中児
定員　各コース20名
　　　※応募多数の場合
　　　　は抽選
申込フォーム・詳細は
こちらから↓
茅野市公式ホームページの「幼児トリム
運動教室」の申込　フォームより申し込
みください。
電話でも申込みできます。
申込期間　４月６日（月）～16日（木）
申込・問　スポーツ健康課スポーツ健康係
　　　　　☎72－8399

空いている時間を利用して、子育てのお

手伝いをしてくださる方を募集していま

す。援助会員として登録をしていただき、

活動した場合は１時間800円から報酬が

受け取れます。

会員登録には養成講習会の参加が必要で

すので、ご参加ください。

■養成講習会

とき　５月22日（金）～７月３日（金）の間

　　　で計７日25時間

　　　時間等詳細はお問い合わせくださ

　　　い。

ところ　玉川地区コミュニティセンター

参加費　初回のみテキスト代1,000円

対象　市内または市近隣に居住する20歳

　　　以上の方で、心身ともに健康で子

　　　どもが好きな方

申込期間　４月１日（水）～４月30日（木）

申込・問　こども課こども係（内線611）

四季折々の彩りをみせる「小泉山体験の

森」で、春の植物観察会を開催します。

この時期にしか見られない草花を探して、

春の小泉山を親子や地域の皆さんと楽し

く散策してみませんか。上古田公民館→

親水ゾーン→下古田二本松→富士浅間神

社→上古田口→上古田公民館とまわりな

がら植物を観察します。なお、雨天中止

の場合は、上古田登り口と上古田公民館

に案内看板を設置します。

とき　４月25日（土）午前９時～正午頃

　　　雨天中止

ところ　小泉山（上古田公民館集合・解散）

問　生涯学習課　生涯学習係（内線634）

脚腰おたっしゃ教室

『高齢者パソコン広場』

市運動公園トレーニング室の利用
には説明会の参加が必要です

令和２年度
前期幼児トリム教室

広報ちの　2020.421

募 ファミリーサポートセンター事業
援助会員を募集しています

小泉山体験の森
「春の植物観察会」

募集

イベント

講座・教室スポーツ

金沢温泉「金鶏の湯」、米沢温泉「塩壺の湯」
は水曜日が定休日ですが、４月29日（水）
昭和の日も休まず営業しますので、ご利
用ください。
問　金鶏の湯　☎82－1503
　　塩壺の湯　☎71－1655

４月２日から５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　４月15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）

妊娠中は、ホルモンバランスの変化等に
よって虫歯や歯周病が進行しやすく、お
母さんの口の中の健康管理が大切な時期
です。産まれてくる赤ちゃんのためにも
歯科健診を受けましょう。
すでに母子健康手帳の交付を受けた方
で、ご希望の方は茅野市健康管理センタ
ーへご連絡ください。ご案内をお送りし
ます。
受診場所　指定歯科医療機関
対象　妊娠中の方
費用　無料
問　健康づくり推進課（健康管理センタ
　ー内）☎82－0105

４月の介護保険制度説明会

成人男性 風しん抗体検査

♨

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
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

検査方法

　・会社の健診、特定健診の血液検査と

　　一緒に実施

　・医療機関で実施

無料クーポン

　●昭和47年４月２日～

　　　　　　昭和54年４月１日生まれ

　　昨年度送られたクーポンが、期限を

　　延長し、そのまま使えます！

　●昭和37年４月２日～

　　　　　　昭和47年４月１日生まれ

　　３月中にクーポンを発送しました。

予防接種

　抗体検査の結果、陰性の方は麻しん風

　しん予防接種を１回受けます。（無料

　です）

問　健康づくり推進課（健康管理センタ

　　ー内）☎82－0105

オレンジ・カフェすわちゅう（認知症カ

フェ）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　４月15日（水）午後２時～午後４時

ところ　諏訪中央病院　エントランスホール

対象　どなたでも

参加費　無料

問　高齢者・保険課　介護保険係

　　（内線336）

市営温泉施設は
次の日も営業します

４月から妊婦歯科健診が
始まります

世界自閉症啓発デー
発達障害啓発週間

オレンジ・カフェすわちゅうに
お茶を飲みに来ませんか？

医療・福祉

広

　
告

広報ちの　2020.4 20

４月２日は国連が定めた「世界自閉症啓

発デー」です。この日に合わせ、自閉症

をはじめとする発達障害に対する理解を

広めるための啓発活動が世界的な規模で

展開されています。また、厚生労働省で

は４月２日～８日を「発達障害啓発週間」

と位置づけ、この期間に国内各地で建物

を青くライトアップするなどのさまざま

なイベントが行われています。発達障害

の特性がある人には一見してわかりにく

い“生活のしづらさ（光や音、味、匂い

を敏感に感じる、声が出てしまったりじ

っとしていられない等）”があります。

世界自閉症啓発デーをきっかけとして、

発達障害の特性がある人の生活のしづら

さに対する皆さんのご理解をお願いしま

す。

問　地域福祉課 障害福祉係 　

　　（内線315、316）

諏訪地区にお住まいで障害のある方のス

ポーツの振興を図ることを目的とした、

スポーツ大会が開催されます。

とき　５月30日（土） 

　　　午前９時～午後３時

ところ　茅野市運動公園

競技内容（予定）

　100ｍ競争、立ち幅跳び、アキュラシ

　ー（フライングディスク）、サウンドテ

　ーブルテニス、マレットゴルフ等

　※雨天の場合、競技内容に変更あり

参加費　無料

対象　諏訪郡内に居住する障害者

その他　競技は障害に配慮した内容とな

　　　　っております。

申込期間　４月24日（金）まで

申込・問　地域福祉課障害福祉係

　　　　　（内線316）

第48回
諏訪地区障がい者スポーツ大会

無料でできるのは、今だけ！
★東京オリンピックの前に
　抗体検査を受けましょう
対象
　昭和37年4月2日～昭和54
　年４月１日生まれの男性



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　４月15日（水）、22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
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）

気軽にインターネットを使ってみません
か？　インターネット（情報の閲覧）はと
ても楽しいものです。身近な道具として、
パソコンを活用してみませんか？興味の
ある方は講習会の見学にお越しください。
諏訪６市町村の皆様、申込みをお待ちし
ています。
講習会は、市民活動組織「茅野市地域情
報化推進ネットワーク」の「障害者・高
齢者パソコン広場」部会会員のボランテ
ィア活動によって行われています。
とき　４月～７月の毎週日曜日
　　　午後２時～４時（全13回予定）
ところ　茅野市情報プラザ（公立諏訪東
　　　　京理科大学生涯学習センター内）
参加費　テキスト代1,100円
対象　諏訪地域在住で原則60歳以上の
　　　方（身体に障害のある方は60歳未
　　　満可、要相談)
定員　先着10名（水・土・日曜日の何れ
　　　かで申込み希望の方の面談を行い
　　　ます。）
申込期間　４月３日（金）まで
問　茅野市地域情報化推進ネットワーク
　　「障害者・高齢者パソコン広場」部会
　　事務局茅野市情報プラザ
　　☎82－7602
　　問い合わせ・面談時間　水曜日・土
　　曜日・日曜日　午後２時～４時（年
　　末年始を除く。事前に電話で申込。）

広

　
告

トレーニング室を安全に利用していただ
くために、毎月３回、説明会を行い、利
用者登録を行っています。市内・市外を
問わず、どなたでも参加できます。
日程については広報ちの「無料相談・説
明会」のページに毎月掲載しますのでご
確認ください。
申込・問　茅野市総合体育館受付
　　　　　☎71－1645
　　　　　またはスポーツ健康課スポー
　　　　　ツ健康係　☎72－8399

運動の苦手な子どもに身体を使って遊ぶ
楽しさと体力向上のための運動を行い、
集団活動の中で「ルールを守ること」の
大切さを学ぶことを目的に今年も幼児ト
リム教室を開催いたします。
とき
・年長火曜日コース
　５月19日（火）～７月21日（火）
　毎週火曜日　全10回
・年長水曜日コース
　５月20日（水）～７月22日（水）
　毎週水曜日　全10回
・年中木曜日コース
　５月21日（木）～７月30日（木）
　毎週木曜日　全10回
ところ　茅野市運動公園総合体育館　　
　　　　サブ体育館
参加費　各講座6,000円
対象　市内在住、在園の
　　　年長児・年中児
定員　各コース20名
　　　※応募多数の場合
　　　　は抽選
申込フォーム・詳細は
こちらから↓
茅野市公式ホームページの「幼児トリム
運動教室」の申込　フォームより申し込
みください。
電話でも申込みできます。
申込期間　４月６日（月）～16日（木）
申込・問　スポーツ健康課スポーツ健康係
　　　　　☎72－8399

空いている時間を利用して、子育てのお

手伝いをしてくださる方を募集していま

す。援助会員として登録をしていただき、

活動した場合は１時間800円から報酬が

受け取れます。

会員登録には養成講習会の参加が必要で

すので、ご参加ください。

■養成講習会

とき　５月22日（金）～７月３日（金）の間

　　　で計７日25時間

　　　時間等詳細はお問い合わせくださ

　　　い。

ところ　玉川地区コミュニティセンター

参加費　初回のみテキスト代1,000円

対象　市内または市近隣に居住する20歳

　　　以上の方で、心身ともに健康で子

　　　どもが好きな方

申込期間　４月１日（水）～４月30日（木）

申込・問　こども課こども係（内線611）

四季折々の彩りをみせる「小泉山体験の

森」で、春の植物観察会を開催します。

この時期にしか見られない草花を探して、

春の小泉山を親子や地域の皆さんと楽し

く散策してみませんか。上古田公民館→

親水ゾーン→下古田二本松→富士浅間神

社→上古田口→上古田公民館とまわりな

がら植物を観察します。なお、雨天中止

の場合は、上古田登り口と上古田公民館

に案内看板を設置します。

とき　４月25日（土）午前９時～正午頃

　　　雨天中止

ところ　小泉山（上古田公民館集合・解散）

問　生涯学習課　生涯学習係（内線634）

脚腰おたっしゃ教室

『高齢者パソコン広場』

市運動公園トレーニング室の利用
には説明会の参加が必要です

令和２年度
前期幼児トリム教室

広報ちの　2020.421

募 ファミリーサポートセンター事業
援助会員を募集しています

小泉山体験の森
「春の植物観察会」

募集

イベント

講座・教室スポーツ

金沢温泉「金鶏の湯」、米沢温泉「塩壺の湯」
は水曜日が定休日ですが、４月29日（水）
昭和の日も休まず営業しますので、ご利
用ください。
問　金鶏の湯　☎82－1503
　　塩壺の湯　☎71－1655

４月２日から５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　４月15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）

妊娠中は、ホルモンバランスの変化等に
よって虫歯や歯周病が進行しやすく、お
母さんの口の中の健康管理が大切な時期
です。産まれてくる赤ちゃんのためにも
歯科健診を受けましょう。
すでに母子健康手帳の交付を受けた方
で、ご希望の方は茅野市健康管理センタ
ーへご連絡ください。ご案内をお送りし
ます。
受診場所　指定歯科医療機関
対象　妊娠中の方
費用　無料
問　健康づくり推進課（健康管理センタ
　ー内）☎82－0105

４月の介護保険制度説明会

成人男性 風しん抗体検査

♨

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
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

検査方法

　・会社の健診、特定健診の血液検査と

　　一緒に実施

　・医療機関で実施

無料クーポン

　●昭和47年４月２日～

　　　　　　昭和54年４月１日生まれ

　　昨年度送られたクーポンが、期限を

　　延長し、そのまま使えます！

　●昭和37年４月２日～

　　　　　　昭和47年４月１日生まれ

　　３月中にクーポンを発送しました。

予防接種

　抗体検査の結果、陰性の方は麻しん風

　しん予防接種を１回受けます。（無料

　です）

問　健康づくり推進課（健康管理センタ

　　ー内）☎82－0105

オレンジ・カフェすわちゅう（認知症カ

フェ）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　４月15日（水）午後２時～午後４時

ところ　諏訪中央病院　エントランスホール

対象　どなたでも

参加費　無料

問　高齢者・保険課　介護保険係

　　（内線336）

市営温泉施設は
次の日も営業します

４月から妊婦歯科健診が
始まります

世界自閉症啓発デー
発達障害啓発週間

オレンジ・カフェすわちゅうに
お茶を飲みに来ませんか？

医療・福祉

広
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４月２日は国連が定めた「世界自閉症啓

発デー」です。この日に合わせ、自閉症

をはじめとする発達障害に対する理解を

広めるための啓発活動が世界的な規模で

展開されています。また、厚生労働省で

は４月２日～８日を「発達障害啓発週間」

と位置づけ、この期間に国内各地で建物

を青くライトアップするなどのさまざま

なイベントが行われています。発達障害

の特性がある人には一見してわかりにく

い“生活のしづらさ（光や音、味、匂い

を敏感に感じる、声が出てしまったりじ

っとしていられない等）”があります。

世界自閉症啓発デーをきっかけとして、

発達障害の特性がある人の生活のしづら

さに対する皆さんのご理解をお願いしま

す。

問　地域福祉課 障害福祉係 　

　　（内線315、316）

諏訪地区にお住まいで障害のある方のス

ポーツの振興を図ることを目的とした、

スポーツ大会が開催されます。

とき　５月30日（土） 

　　　午前９時～午後３時

ところ　茅野市運動公園

競技内容（予定）

　100ｍ競争、立ち幅跳び、アキュラシ

　ー（フライングディスク）、サウンドテ

　ーブルテニス、マレットゴルフ等

　※雨天の場合、競技内容に変更あり

参加費　無料

対象　諏訪郡内に居住する障害者

その他　競技は障害に配慮した内容とな

　　　　っております。

申込期間　４月24日（金）まで

申込・問　地域福祉課障害福祉係

　　　　　（内線316）

第48回
諏訪地区障がい者スポーツ大会

無料でできるのは、今だけ！
★東京オリンピックの前に
　抗体検査を受けましょう
対象
　昭和37年4月2日～昭和54
　年４月１日生まれの男性



今年で発足13年目を迎える自然環境保
護団体「茅野ミヤマシロチョウの会」は、
令和２年度総会を下記の日程で開催し、
新規入会受付を行います。
とき　４月12日（日）
　　　午後１時30分～３時30分
ところ　八ヶ岳総合博物館
入会資格　自然環境保護活動に興味のある方
入会金・年会費　2,000円
問　☎080－6937－8332（福田）
　　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

八ヶ岳山麓および諏訪地域の自然・民俗
などについて実践的な活動を通じて学び、
博物館の様々な取り組みに関わっていた
だける市民を養成する講座です。関心の
ある分野に所属し、専門講師の指導を受
けながら学びを深めてみませんか。
募集グループ
　「植物」、「きのこ」、「シダ」、「天文」、
　「実験工作」、「語り伝承」、「コケ」 
　各グループとも活動は月に１～３回程
　度です。出席数等の基準を満たすと認
　定され、それぞれの分野で一層活躍し
　ていただくとともに、可能な範囲で博
　物館活動に関わっていただきます。各
　グループの内容はホームページ等をご
　覧いただくか、お問い合わせください。
応募資格　高校生以上
受講料　無料
申込方法　八ヶ岳総合博物館窓口でお申
　　　　　し込みください。（随時受付）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

「博物館学習会員」になると、茅野市内の
博物館（八ヶ岳総合博物館・尖石縄文考
古館・神長官守矢史料館）の常設展示お
よび企画展・特別展を、有効期間内に何
回でも観覧できます。入会された方には
会員証を発行し、各館の催事情報を隔月
でお送りします。
有効期間
　令和２（2020）年４月１日（水）～
　令和３（2021）年３月31日（水）
入会金・年会費　高校生以上　910円、
　　　　　　　　小中学生　400円
　※諏訪６市町村の小中学生および茅野
　　市在住または在学の高校生は、入館
　　時に図書カードまたは生徒証を提示
　　すれば、３館とも無料で入館できる
　　ので、入会は不要です。
申込方法　八ヶ岳総合博物館または尖石
　　　　　縄文考古館の窓口でお申し込
　　　　　みください。（随時受付）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

博物館の敷地には、多くの桜の木があり、
隠れた名所になっているのをご存じです
か。いろいろな種類の桜があり、４月か
ら５月はじめにかけて楽しむことができ
ます。期間中、館内でのイベントもあり
ます。ご家族でお花見にお越しください。
期間　４月４日（土）～19日（日）
　入館された方にはオリジナルさくら缶
　バッチをプレゼントします。
ところ　総合博物館
【関連イベント】
■さくらツアー
博物館自然観察路をめぐりいろいろな種
類の桜を観察します。
とき　４月11日（土）
　　　午前10時～、午後２時～の２回
料金　無料（申込不要）
■さくらかざぐるまをつくろう
くるくる回る桜の花びらの形をした風車
を作って回してみよう。
とき　４月11日（土）
　　　午前10時～午後４時（随時）
料金　無料（申込不要）

■プラネタリウムでお花見
エアドームに映し出される満開の桜をゆ
ったり見上げてみませんか。
とき　期間中の土・日曜日
　　　午前11時30分～と午後２時30分～
　　　の２回（各回15分間）
定員　各回15名（先着順）
料金　通常入館料
■桜開花予想クイズ
博物館にあるソメイヨシノの開花日を予
想して応募しよう。正解者には粗品をプ
レゼント（来館受取）します。
【ヒント】2019年の開花日は、４月18日
　　　　 でした。
応募方法　開花予想日・お名前・住所・
　電話番号を明記し、総合博物館まで。
　館内備え付け用紙、FAX、メールでも
　受け付けます。（応募は1人1回限り）
応募締切　３月31日（火）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

繁殖期を迎えた留鳥、渡ってきた夏鳥、
渡りを前にした冬鳥を観察します。
とき　４月５日（日）
　　　午前８時～10時
集合場所　運動公園大橋横駐車場
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）
持ち物　双眼鏡（ある方）
参加費　無料
申込期間　３月20日（金・祝）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

■子ども自然研究クラブ
　水生昆虫による水質調査、化石の採集、
　野鳥や植物の観察など、継続的な活動
　を通して子どもたちの自然に対する見
　方・考え方の育成を目指します。
　活動日時
　　毎月第２土曜日９時30分～11時
　　※月によって日時が変わる場合もあります。
■子ども科学工作クラブ
　身近な素材を利用したおもしろい工作
　を通じ、子どもたちの科学的な見方・
　考え方の育成を目指します。
　活動日時
　　毎月第３土曜日10時～11時30分
　　※月によって日時が変わる場合もあります。
■以下両クラブ共通事項
活動期間　１年間
応募資格　小学校４年生～６年生
募集人数　各25名
受講料　いずれも年間3,000円
申込方法　①～③のうち、いずれかの方
　　　　　法でお申込みください。
　①申込用紙（用紙は博物館で配布して
　　います。）
　②メール　参加者氏名（ふりがな）、学
　　校名、学年、保護者氏名、住所、連
　　絡先（自宅）、緊急連絡先（携帯など）
　　を明記のうえ下記問合せ先へ
　③電話
受付期間　方法によって異なります。
　①、②　４月12日（日）必着。
　③４月８日（水）～12日（日）
　　午前10時～午後５時
※応募者多数の場合、抽選とさせていた
　だきます。先着順ではありません。
申込・問　
　八ヶ岳総合博物館
　〒391－0213 豊平6983番地
　☎73－0300　FAX72－6119
　メール：y.hakubutsukan@city.chino.lg.jp

親子での自然体験活動を通じ、「生物との
共生」と「生命の大切さ」を学ぶことを
目的にしたこども育成活動「こども自然
探検隊」の隊員を本年度も募集します。
自然観察・調査や農業・食育体験、クラ
フト工作など、年間20以上のプログラム
を実施します。つきましては、下記の日
程で説明会と入会受け付けを行います。
とき　４月11日（土）午前10時～正午
ところ　八ヶ岳総合博物館
入会資格　小学生～中学生
入会費・年会費　１家族2,000円
問　☎080－6937－8332（福田）、
　　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

博

茅野市博物館学習会員募集博

博

博
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茅野ミヤマシロチョウの会
親子自然体験活動「こども
自然探検隊」隊員募集

茅野ミヤマシロチョウの会
会員募集

子ども自然研究・科学工作
クラブ員募集

博 市民研究員養成講座
受講者募集

博物館さくらweek博

春の探鳥会博

取引や証明に使用する「はかり（家庭用を
除く）」をお持ちの皆さんは、計量法の規
定により、２年ごとに県知事の検査を受
ける必要があります。検査日は９月中旬
を予定しています。前回該当していた皆
さんには、８月にご案内をいたします。
問　商工課　商業労政係（内線434）

４月は、新しく入学する児童や自転車を
利用する生徒が増える季節です。また、
新社会人として運転免許を取得したばか
りのドライバーも増え、事故の危険性が
高まる時期でもあります。この季節にこ
そ、交通ルールの順守と交通マナーの向
上に心がけましょう。
運動のスローガン
思いやり　乗せて信濃路　咲く笑顔（長
野県交通安全スローガン）
運動の重点
【全国重点】
◇子供を始めとする歩行者の安全の確保
◇高齢運転者等の安全運転の励行
◇自転車の安全利用の推進
【長野県重点】
◇通学路・生活道路等の安全確保と歩行
　者保護の徹底
とき　４月６日（月）～４月15日（水）の
　　　10日間
問　建設課交通安全係（内線512）

市内の田や畑で湧き出る水により、収穫
が思うように得られずお困りの方に対し、
この湧水処理に係る費用のうちパイプや
砕石等の材料費の一部を補助する制度が
あります。
対象　茅野市内のほ場整備事業で整備さ
　　　れた田・畑から湧き出る水の処理
　　　に要する費用のうち、パイプや砕
　　　石等の材料費の一部
　※補助を受けた次の年から３年間は耕
　　作することが条件となります。
補助費用　パイプ等の設置１ｍあたり
　1,500円を目安として、申請箇所１箇
　所につき上限150,000円まで
申込期間（予定）
　令和２年４月１日～令和３年２月10日
申込・問　農林課土地改良係（内線406）

広
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広報ちのに掲載してありますイベント等

の日程が、新型コロナウィルスによる感

染症の防止のために、中止や延期になる

可能性があります。ご理解ください。

イベントの中止や延期については、各イ

ベント等の担当へお

問い合わせいただく

か、茅野市ホームペ

ージにも掲載してあ

りますのでご覧くだ

さい。

問　地域戦略課広報戦略係（内線235）

４月６日（月）、13日（月）、20日（月）、

24日（金）、27日（月）、30日（木）

問　茅野市図書館　☎72－9085

４月６日（月）、13日（月）、20日（月）、

27日（月）、30日（木）

問　尖石縄文考古館　☎76－2270

４月６日（月）、13日（月）、20日（月）、

27日（月）、30日（木）

問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

小学生エンジョイスポーツ教室

特定計量器検査について

広報ちの　2020.4 22

４月６日（月）～４月15日（水）
春の全国交通安全運動

田畑の湧水処理に係る費用の
一部補助制度について

新型コロナウィルス対策にご理解ください
イベント等の中止や延期について

区長・自治会長名簿
訂正のお知らせ

図書館　４月の休館日

尖石縄文考古館
４月の休館日

尖

八ヶ岳総合博物館
４月の休館日

博

運動の苦手な子どもでも楽しめる内容と
なっています。
とき　６月15日（月）～９月28日（月）
　　　毎週月曜日午後６時～50分間
　　　ただし、一部の期間お休みします。
ところ　茅野市運動公園総合体育館　　
　　　　サブ体育館
参加費　6,000円
対象　市内在住、在学の小学生（全学年）
定員　40名
　　　※応募多数の場合は抽選
申込フォーム・詳細はこちらから↓
　茅野市公式ホーム
　ページの「小学生
　エンジョイスポー
　ツ教室」の申込フ
　ォームより申し込
　みください。
　電話でも受け付けています。
申込期間　４月６日（月）～16日（木）
申込・問　スポーツ健康課スポーツ健康係
　　　　　☎72－8399

広報ちの２月号に掲載しました「令和２
年茅野市区長・自治会長名簿」について、
以下のとおり訂正がありましたので、お
知らせします。
自然郷自治会の会長について、前期会長
中村八千代様、後期会長池田やよひ様と
掲載していましたが、実際は池田やよひ
様が通年の会長になります。
問　パートナーシップのまちづくり推進
　　課コミュニティ推進係（内線142）

スポーツ

八ヶ岳総合博物館
お知らせ

↑コロナウイルス
　感染症関連情報
　はこちら



今年で発足13年目を迎える自然環境保
護団体「茅野ミヤマシロチョウの会」は、
令和２年度総会を下記の日程で開催し、
新規入会受付を行います。
とき　４月12日（日）
　　　午後１時30分～３時30分
ところ　八ヶ岳総合博物館
入会資格　自然環境保護活動に興味のある方
入会金・年会費　2,000円
問　☎080－6937－8332（福田）
　　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

八ヶ岳山麓および諏訪地域の自然・民俗
などについて実践的な活動を通じて学び、
博物館の様々な取り組みに関わっていた
だける市民を養成する講座です。関心の
ある分野に所属し、専門講師の指導を受
けながら学びを深めてみませんか。
募集グループ
　「植物」、「きのこ」、「シダ」、「天文」、
　「実験工作」、「語り伝承」、「コケ」 
　各グループとも活動は月に１～３回程
　度です。出席数等の基準を満たすと認
　定され、それぞれの分野で一層活躍し
　ていただくとともに、可能な範囲で博
　物館活動に関わっていただきます。各
　グループの内容はホームページ等をご
　覧いただくか、お問い合わせください。
応募資格　高校生以上
受講料　無料
申込方法　八ヶ岳総合博物館窓口でお申
　　　　　し込みください。（随時受付）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

「博物館学習会員」になると、茅野市内の
博物館（八ヶ岳総合博物館・尖石縄文考
古館・神長官守矢史料館）の常設展示お
よび企画展・特別展を、有効期間内に何
回でも観覧できます。入会された方には
会員証を発行し、各館の催事情報を隔月
でお送りします。
有効期間
　令和２（2020）年４月１日（水）～
　令和３（2021）年３月31日（水）
入会金・年会費　高校生以上　910円、
　　　　　　　　小中学生　400円
　※諏訪６市町村の小中学生および茅野
　　市在住または在学の高校生は、入館
　　時に図書カードまたは生徒証を提示
　　すれば、３館とも無料で入館できる
　　ので、入会は不要です。
申込方法　八ヶ岳総合博物館または尖石
　　　　　縄文考古館の窓口でお申し込
　　　　　みください。（随時受付）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

博物館の敷地には、多くの桜の木があり、
隠れた名所になっているのをご存じです
か。いろいろな種類の桜があり、４月か
ら５月はじめにかけて楽しむことができ
ます。期間中、館内でのイベントもあり
ます。ご家族でお花見にお越しください。
期間　４月４日（土）～19日（日）
　入館された方にはオリジナルさくら缶
　バッチをプレゼントします。
ところ　総合博物館
【関連イベント】
■さくらツアー
博物館自然観察路をめぐりいろいろな種
類の桜を観察します。
とき　４月11日（土）
　　　午前10時～、午後２時～の２回
料金　無料（申込不要）
■さくらかざぐるまをつくろう
くるくる回る桜の花びらの形をした風車
を作って回してみよう。
とき　４月11日（土）
　　　午前10時～午後４時（随時）
料金　無料（申込不要）

■プラネタリウムでお花見
エアドームに映し出される満開の桜をゆ
ったり見上げてみませんか。
とき　期間中の土・日曜日
　　　午前11時30分～と午後２時30分～
　　　の２回（各回15分間）
定員　各回15名（先着順）
料金　通常入館料
■桜開花予想クイズ
博物館にあるソメイヨシノの開花日を予
想して応募しよう。正解者には粗品をプ
レゼント（来館受取）します。
【ヒント】2019年の開花日は、４月18日
　　　　 でした。
応募方法　開花予想日・お名前・住所・
　電話番号を明記し、総合博物館まで。
　館内備え付け用紙、FAX、メールでも
　受け付けます。（応募は1人1回限り）
応募締切　３月31日（火）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

繁殖期を迎えた留鳥、渡ってきた夏鳥、
渡りを前にした冬鳥を観察します。
とき　４月５日（日）
　　　午前８時～10時
集合場所　運動公園大橋横駐車場
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）
持ち物　双眼鏡（ある方）
参加費　無料
申込期間　３月20日（金・祝）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

■子ども自然研究クラブ
　水生昆虫による水質調査、化石の採集、
　野鳥や植物の観察など、継続的な活動
　を通して子どもたちの自然に対する見
　方・考え方の育成を目指します。
　活動日時
　　毎月第２土曜日９時30分～11時
　　※月によって日時が変わる場合もあります。
■子ども科学工作クラブ
　身近な素材を利用したおもしろい工作
　を通じ、子どもたちの科学的な見方・
　考え方の育成を目指します。
　活動日時
　　毎月第３土曜日10時～11時30分
　　※月によって日時が変わる場合もあります。
■以下両クラブ共通事項
活動期間　１年間
応募資格　小学校４年生～６年生
募集人数　各25名
受講料　いずれも年間3,000円
申込方法　①～③のうち、いずれかの方
　　　　　法でお申込みください。
　①申込用紙（用紙は博物館で配布して
　　います。）
　②メール　参加者氏名（ふりがな）、学
　　校名、学年、保護者氏名、住所、連
　　絡先（自宅）、緊急連絡先（携帯など）
　　を明記のうえ下記問合せ先へ
　③電話
受付期間　方法によって異なります。
　①、②　４月12日（日）必着。
　③４月８日（水）～12日（日）
　　午前10時～午後５時
※応募者多数の場合、抽選とさせていた
　だきます。先着順ではありません。
申込・問　
　八ヶ岳総合博物館
　〒391－0213 豊平6983番地
　☎73－0300　FAX72－6119
　メール：y.hakubutsukan@city.chino.lg.jp

親子での自然体験活動を通じ、「生物との
共生」と「生命の大切さ」を学ぶことを
目的にしたこども育成活動「こども自然
探検隊」の隊員を本年度も募集します。
自然観察・調査や農業・食育体験、クラ
フト工作など、年間20以上のプログラム
を実施します。つきましては、下記の日
程で説明会と入会受け付けを行います。
とき　４月11日（土）午前10時～正午
ところ　八ヶ岳総合博物館
入会資格　小学生～中学生
入会費・年会費　１家族2,000円
問　☎080－6937－8332（福田）、
　　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

博

茅野市博物館学習会員募集博

博

博
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茅野ミヤマシロチョウの会
親子自然体験活動「こども
自然探検隊」隊員募集

茅野ミヤマシロチョウの会
会員募集

子ども自然研究・科学工作
クラブ員募集

博 市民研究員養成講座
受講者募集

博物館さくらweek博

春の探鳥会博

取引や証明に使用する「はかり（家庭用を
除く）」をお持ちの皆さんは、計量法の規
定により、２年ごとに県知事の検査を受
ける必要があります。検査日は９月中旬
を予定しています。前回該当していた皆
さんには、８月にご案内をいたします。
問　商工課　商業労政係（内線434）

４月は、新しく入学する児童や自転車を
利用する生徒が増える季節です。また、
新社会人として運転免許を取得したばか
りのドライバーも増え、事故の危険性が
高まる時期でもあります。この季節にこ
そ、交通ルールの順守と交通マナーの向
上に心がけましょう。
運動のスローガン
思いやり　乗せて信濃路　咲く笑顔（長
野県交通安全スローガン）
運動の重点
【全国重点】
◇子供を始めとする歩行者の安全の確保
◇高齢運転者等の安全運転の励行
◇自転車の安全利用の推進
【長野県重点】
◇通学路・生活道路等の安全確保と歩行
　者保護の徹底
とき　４月６日（月）～４月15日（水）の
　　　10日間
問　建設課交通安全係（内線512）

市内の田や畑で湧き出る水により、収穫
が思うように得られずお困りの方に対し、
この湧水処理に係る費用のうちパイプや
砕石等の材料費の一部を補助する制度が
あります。
対象　茅野市内のほ場整備事業で整備さ
　　　れた田・畑から湧き出る水の処理
　　　に要する費用のうち、パイプや砕
　　　石等の材料費の一部
　※補助を受けた次の年から３年間は耕
　　作することが条件となります。
補助費用　パイプ等の設置１ｍあたり
　1,500円を目安として、申請箇所１箇
　所につき上限150,000円まで
申込期間（予定）
　令和２年４月１日～令和３年２月10日
申込・問　農林課土地改良係（内線406）

広

　
告

広報ちのに掲載してありますイベント等

の日程が、新型コロナウィルスによる感

染症の防止のために、中止や延期になる

可能性があります。ご理解ください。

イベントの中止や延期については、各イ

ベント等の担当へお

問い合わせいただく

か、茅野市ホームペ

ージにも掲載してあ

りますのでご覧くだ

さい。

問　地域戦略課広報戦略係（内線235）

４月６日（月）、13日（月）、20日（月）、

24日（金）、27日（月）、30日（木）

問　茅野市図書館　☎72－9085

４月６日（月）、13日（月）、20日（月）、

27日（月）、30日（木）

問　尖石縄文考古館　☎76－2270

４月６日（月）、13日（月）、20日（月）、

27日（月）、30日（木）

問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

小学生エンジョイスポーツ教室

特定計量器検査について
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４月６日（月）～４月15日（水）
春の全国交通安全運動

田畑の湧水処理に係る費用の
一部補助制度について

新型コロナウィルス対策にご理解ください
イベント等の中止や延期について

区長・自治会長名簿
訂正のお知らせ

図書館　４月の休館日

尖石縄文考古館
４月の休館日

尖

八ヶ岳総合博物館
４月の休館日

博

運動の苦手な子どもでも楽しめる内容と
なっています。
とき　６月15日（月）～９月28日（月）
　　　毎週月曜日午後６時～50分間
　　　ただし、一部の期間お休みします。
ところ　茅野市運動公園総合体育館　　
　　　　サブ体育館
参加費　6,000円
対象　市内在住、在学の小学生（全学年）
定員　40名
　　　※応募多数の場合は抽選
申込フォーム・詳細はこちらから↓
　茅野市公式ホーム
　ページの「小学生
　エンジョイスポー
　ツ教室」の申込フ
　ォームより申し込
　みください。
　電話でも受け付けています。
申込期間　４月６日（月）～16日（木）
申込・問　スポーツ健康課スポーツ健康係
　　　　　☎72－8399

広報ちの２月号に掲載しました「令和２
年茅野市区長・自治会長名簿」について、
以下のとおり訂正がありましたので、お
知らせします。
自然郷自治会の会長について、前期会長
中村八千代様、後期会長池田やよひ様と
掲載していましたが、実際は池田やよひ
様が通年の会長になります。
問　パートナーシップのまちづくり推進
　　課コミュニティ推進係（内線142）

スポーツ

八ヶ岳総合博物館
お知らせ

↑コロナウイルス
　感染症関連情報
　はこちら



動植物に興味のある方、月例観察会のメ
ンバーになりませんか。市民の森で動植
物の営みをじっくり観察していきましょ
う。４月から１１月までの年間講座です
が、１回のみの参加も可能です。
活動日　４月から11月まで
　　　　毎月原則第３火曜日
　　　　第１回は４月21日（火）
　　　　午前９時～午後３時
　　　　（雨天時は座学）
ところ　市民の森（吉田山）第一駐車場集合
参加費　年会費2,000円（保険代、資料代）
　　　　１回のみの参加者500円（保険
　　　　代、資料代他）
持ち物　散策のできる服装、雨具、筆記
　　　　用具、弁当、飲み物、お持ちの
　　　　方は双眼鏡等
定員　年会員20名（先着順）
　　　１回のみの参加者は毎回若干名
申込期間　４月14日（火）までに、氏名、
　　　　　住所、連絡先を下記へお申し
　　　　　込みください。
　　　　　１回のみの参加の方は毎月第
　　　　　２火曜日までにお申し込みく
　　　　　ださい。
問　☎／FAX76－6885（井村）
　　Eメール：e_imura@8moribunka.org
　　主催：NPO法人 八ヶ岳森林文化の会
　　URL：http://www.8moribunka.org/

政府の方針を踏まえ、新型コロナウイル
ス感染症の拡大防止の観点から、「所得税
及び復興特別所得税」、個人事業者の「消
費税及び地方消費税」、「贈与税」の申告期
限・納期限については、令和２年４月16
日（木）まで延長されます。
これに伴い、「所得税及び復興特別所得税」
と「消費税及び地方消費税」の振替納税を
利用されている方の振替日も延長するこ
ととしております。
具体的な振替日については、別途国税庁
ホームページ等でお知らせすることとし
ていますので、ご確認ください。住民税申
告につきましてもお済みでない方は４月
16日（木）頃までに申告をお願いします。
申告書を作成できない方は市役所税務課
窓口では申告を受け付けますが、所得税
の確定申告は取扱いませんので、承知く
ださい。（令和２年２月28日現在）
なお、預貯金口座の残高不足等により引
き落としができない場合は、納期限（「所
得税及び復興特別所得税」、「消費税及び
地方消費税」いずれも令和２年４月16日
（木））の翌日から納付日まで延滞税がかか
ります。
問　諏訪税務署　管理運営第一部門
　　☎58－4842
　　税務課　市民税係　
　　☎72－2101（内線172、173、174）

「働き方改革関連法」によるパートタイム・
有期雇用労働法が、2020年４月（中小企
業は、2021年４月）に施行されます。
同じ企業で働く通常の労働者とパートタ
イム労働者・有期雇用労働者との間で、
あらゆる待遇について不合理な差を設け
ることが禁止されます。
詳しくは、長野労働局　雇用環境・均等
室まで
問　長野労働局　雇用環境・均等室
　　☎026－227－0125

人事院は2020年度に次の国家公務員採
用試験を行います。
■総合職試験（院卒者試験、大卒程度試験）
　受付期間　３月27日（金）～４月６日（月）
　第一次試験　４月26日（日）
■一般職試験（大卒程度試験）
　受付期間　４月３日（金）～４月15日（水）
　第一次試験　６月14日（日）
■一般職試験（高卒者試験、社会人試験
　【係員級】）
　受付期間　６月22日（月）～７月１日（水）
　第一次試験　９月６日（日）
※申込はインターネットにより行ってく
　ださい。
　https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html
問　人事院関東事務局
　　☎048－740－2006

毎年、３月下旬は自動車の検査・登録申
請が多く、窓口が大変混み合います、車
検の手続きは、１ケ月前から受検できま
すので、なるべく２月中に、廃車・名義
変更等の手続きは、３月中旬までに申請
されるようお願いします。
問　松本自動車検査登録事務所
　　登録は☎050－5540－2043
　　検査は☎050－5540－2043

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）
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長野労働局からのお知らせ

国家公務員募集

こんなときはここへ

自動車の登録・検査の
手続きはお早めに※１回目の開講式・学科には、犬を同伴しないでください。ご家族の参加は自由です。

　１回目に全員の受付をし、名札、資料等を配布します。
　２回目以降の実技は、犬を同伴して参加してください。
　７回目の最終日には、実技のあと、終了式及び修了証を授与します。
参加条件　犬種を問わず、登録、狂犬病予防ワクチンを済ませた犬。（発情中の犬は
　　　　　ご相談ください）
募集頭数および参加費用等
募集頭数　約30頭（申込順とし、頭数に達し次第終了とします）
参加費　2,000円、テキスト代500円、動物愛護会年会費1,000円（会員は不要）
　　　　その他、首輪・リード代（お持ちの方は不要）
募集期間　５月６日（水）まで
申込方法　（＜１＞か＜２＞のどちらかの方法で申し込んでください）
　＜１＞ハガキによる申し込み（以下の宛先に必要事項を記入の上、郵送してくだ
　　　　さい）
　　　　〒392－8601　諏訪市上川1－1644－10　諏訪保健福祉事務所内
　　　　動物愛護会諏訪支部事務局あて
　　　　※ハガキの裏面に記入すること
　　　　①住所氏名　②電話番号　③犬の名前　④犬種　⑤犬の年齢　⑥犬の性別
　　　　⑦特徴（引っ張る、吠える、咬む、臆病、トイレが出来ない等）
　＜２＞電話による申し込み及び問い合わせ先
　　　　長野県動物愛護会諏訪支部しつけ方部会　☎23－5998（内田まで）
主催　長野県動物愛護会諏訪支部
後援　長野県獣医師会諏訪支部、諏訪飼犬管理対策協議会、長野県諏訪保健福祉事務所

春の「家庭犬しつけ方教室」

回

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

内　容

開講式・学科

実　　　　技

実　　　　技

実　　　　技

実　　　　技

実　　　　技

実技・終了式

日にち

５月10日（日）

５月17日（日）

５月24日（日）

５月31日（日）

６月 7日（日）

６月14日（日）

６月21日（日）

会　　場

諏訪合同庁舎５階講堂

諏訪合同庁舎駐車場

時　間

13：30～15：30

13：30～15：30

その他施設・団体等市民の森
月例観察会メンバー募集!

国税の口座振替日延長と
住民税申告のお知らせ

春の空に見られる美しい二重星や、見か
けの二重星について解説します。今夜の
星空案内もあります。
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
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
　　　　おひとりにつき1枚お渡ししま
　　　　す。なくなり次第、配布終了。
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

■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

４月６日（月）、13日（月）、20日（月）、
27日（月）、30日（木）
問　神長官守矢史料館　☎73－7567

守矢文書にある戦国武将の書状を展示し
ます。
会期　４月25日（土）～７月５日（日）
場所　神長官守矢史料館
料金　通常入館料
問　神長官守矢史料館　☎73－7567

アンデルセンの名作童話「スズの兵隊」を
日本語のナレーションと音楽にのせて贈
る美しい人形劇が、アルゼンチンからや
ってきます。
とき　５月16日（土） 午後２時開演
ところ　茅野市民館マルチホール 特設会場
出演　オマール・アルバレス人形劇団（ア
　　　ルゼンチン）
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
　　　茅野市民館友の会会員（おとな）　
　　　　　　　　　　　　　1,600円
上演時間　約40分
定員　150名
おすすめ　４歳より（託児あり※要予約）
問　茅野市民館　☎82－8222

とき　４月12日（日）～７月６日（月）　
　　　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

　

当院で開催を予定しておりました各種勉
強会や教室等の催しにつきましては、新
型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
のため、開催を見合わせております。
ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解賜
りますようお願い申し上げます。
なお、新型コロナウイルス感染症に関す
る情報、今後の催しに関する情報などは
病院公式ホームページや院内掲示などで
随時お伝えさせていただきます。
問　諏訪中央病院　広報調整係
　　☎72－1000

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　４月11日（土）、12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。
申込期間　３月20日（金・祝）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

春一番のキノコをさがそう！
とき　４月18日（土） 午前９時～正午
　※午後は総合博物館でキノコの同定を
　　行います。希望者は参加できます。
集合場所　尖石縄文考古館駐車場
講師　小山明人さん（菌類懇話会）
参加費　無料
持ち物等　歩きやすい服装、飲み物、記
　　　　　録帳等　
申込期間　３月20日（金・祝）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　４月25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

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　４月25日（土）
　　　午後７時30分～９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　３月20日（金・祝）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

さきおりでランチョンマット博

キノコ観察会

博物館からのお知らせ

博

古文書相談会博

星空観望会博

C

第１期収蔵作品展美

博 プラネタリウム４月のテーマ
「二重星のひみつ」

守 神長官守矢史料館
４月の休館日

博

企画展「戦国武将からの手紙」守
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諏訪中央病院

八ヶ岳総合博物館

守矢史料館

「広報ちの」の自動配信も！

＋

茅野市民館 みんなの劇場　世界のトビラ
アンデルセン童話「スズの兵隊」

諏訪中央病院
イベントの開催を見合わせます

茅野市美術館



動植物に興味のある方、月例観察会のメ
ンバーになりませんか。市民の森で動植
物の営みをじっくり観察していきましょ
う。４月から１１月までの年間講座です
が、１回のみの参加も可能です。
活動日　４月から11月まで
　　　　毎月原則第３火曜日
　　　　第１回は４月21日（火）
　　　　午前９時～午後３時
　　　　（雨天時は座学）
ところ　市民の森（吉田山）第一駐車場集合
参加費　年会費2,000円（保険代、資料代）
　　　　１回のみの参加者500円（保険
　　　　代、資料代他）
持ち物　散策のできる服装、雨具、筆記
　　　　用具、弁当、飲み物、お持ちの
　　　　方は双眼鏡等
定員　年会員20名（先着順）
　　　１回のみの参加者は毎回若干名
申込期間　４月14日（火）までに、氏名、
　　　　　住所、連絡先を下記へお申し
　　　　　込みください。
　　　　　１回のみの参加の方は毎月第
　　　　　２火曜日までにお申し込みく
　　　　　ださい。
問　☎／FAX76－6885（井村）
　　Eメール：e_imura@8moribunka.org
　　主催：NPO法人 八ヶ岳森林文化の会
　　URL：http://www.8moribunka.org/

政府の方針を踏まえ、新型コロナウイル
ス感染症の拡大防止の観点から、「所得税
及び復興特別所得税」、個人事業者の「消
費税及び地方消費税」、「贈与税」の申告期
限・納期限については、令和２年４月16
日（木）まで延長されます。
これに伴い、「所得税及び復興特別所得税」
と「消費税及び地方消費税」の振替納税を
利用されている方の振替日も延長するこ
ととしております。
具体的な振替日については、別途国税庁
ホームページ等でお知らせすることとし
ていますので、ご確認ください。住民税申
告につきましてもお済みでない方は４月
16日（木）頃までに申告をお願いします。
申告書を作成できない方は市役所税務課
窓口では申告を受け付けますが、所得税
の確定申告は取扱いませんので、承知く
ださい。（令和２年２月28日現在）
なお、預貯金口座の残高不足等により引
き落としができない場合は、納期限（「所
得税及び復興特別所得税」、「消費税及び
地方消費税」いずれも令和２年４月16日
（木））の翌日から納付日まで延滞税がかか
ります。
問　諏訪税務署　管理運営第一部門
　　☎58－4842
　　税務課　市民税係　
　　☎72－2101（内線172、173、174）

「働き方改革関連法」によるパートタイム・
有期雇用労働法が、2020年４月（中小企
業は、2021年４月）に施行されます。
同じ企業で働く通常の労働者とパートタ
イム労働者・有期雇用労働者との間で、
あらゆる待遇について不合理な差を設け
ることが禁止されます。
詳しくは、長野労働局　雇用環境・均等
室まで
問　長野労働局　雇用環境・均等室
　　☎026－227－0125

人事院は2020年度に次の国家公務員採
用試験を行います。
■総合職試験（院卒者試験、大卒程度試験）
　受付期間　３月27日（金）～４月６日（月）
　第一次試験　４月26日（日）
■一般職試験（大卒程度試験）
　受付期間　４月３日（金）～４月15日（水）
　第一次試験　６月14日（日）
■一般職試験（高卒者試験、社会人試験
　【係員級】）
　受付期間　６月22日（月）～７月１日（水）
　第一次試験　９月６日（日）
※申込はインターネットにより行ってく
　ださい。
　https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html
問　人事院関東事務局
　　☎048－740－2006

毎年、３月下旬は自動車の検査・登録申
請が多く、窓口が大変混み合います、車
検の手続きは、１ケ月前から受検できま
すので、なるべく２月中に、廃車・名義
変更等の手続きは、３月中旬までに申請
されるようお願いします。
問　松本自動車検査登録事務所
　　登録は☎050－5540－2043
　　検査は☎050－5540－2043

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）
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長野労働局からのお知らせ

国家公務員募集

こんなときはここへ

自動車の登録・検査の
手続きはお早めに※１回目の開講式・学科には、犬を同伴しないでください。ご家族の参加は自由です。

　１回目に全員の受付をし、名札、資料等を配布します。
　２回目以降の実技は、犬を同伴して参加してください。
　７回目の最終日には、実技のあと、終了式及び修了証を授与します。
参加条件　犬種を問わず、登録、狂犬病予防ワクチンを済ませた犬。（発情中の犬は
　　　　　ご相談ください）
募集頭数および参加費用等
募集頭数　約30頭（申込順とし、頭数に達し次第終了とします）
参加費　2,000円、テキスト代500円、動物愛護会年会費1,000円（会員は不要）
　　　　その他、首輪・リード代（お持ちの方は不要）
募集期間　５月６日（水）まで
申込方法　（＜１＞か＜２＞のどちらかの方法で申し込んでください）
　＜１＞ハガキによる申し込み（以下の宛先に必要事項を記入の上、郵送してくだ
　　　　さい）
　　　　〒392－8601　諏訪市上川1－1644－10　諏訪保健福祉事務所内
　　　　動物愛護会諏訪支部事務局あて
　　　　※ハガキの裏面に記入すること
　　　　①住所氏名　②電話番号　③犬の名前　④犬種　⑤犬の年齢　⑥犬の性別
　　　　⑦特徴（引っ張る、吠える、咬む、臆病、トイレが出来ない等）
　＜２＞電話による申し込み及び問い合わせ先
　　　　長野県動物愛護会諏訪支部しつけ方部会　☎23－5998（内田まで）
主催　長野県動物愛護会諏訪支部
後援　長野県獣医師会諏訪支部、諏訪飼犬管理対策協議会、長野県諏訪保健福祉事務所

春の「家庭犬しつけ方教室」

回

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

内　容

開講式・学科

実　　　　技

実　　　　技

実　　　　技

実　　　　技

実　　　　技

実技・終了式

日にち

５月10日（日）

５月17日（日）

５月24日（日）

５月31日（日）

６月 7日（日）

６月14日（日）

６月21日（日）

会　　場

諏訪合同庁舎５階講堂

諏訪合同庁舎駐車場

時　間

13：30～15：30

13：30～15：30

その他施設・団体等市民の森
月例観察会メンバー募集!

国税の口座振替日延長と
住民税申告のお知らせ

春の空に見られる美しい二重星や、見か
けの二重星について解説します。今夜の
星空案内もあります。
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
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
　　　　おひとりにつき1枚お渡ししま
　　　　す。なくなり次第、配布終了。
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

■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

４月６日（月）、13日（月）、20日（月）、
27日（月）、30日（木）
問　神長官守矢史料館　☎73－7567

守矢文書にある戦国武将の書状を展示し
ます。
会期　４月25日（土）～７月５日（日）
場所　神長官守矢史料館
料金　通常入館料
問　神長官守矢史料館　☎73－7567

アンデルセンの名作童話「スズの兵隊」を
日本語のナレーションと音楽にのせて贈
る美しい人形劇が、アルゼンチンからや
ってきます。
とき　５月16日（土） 午後２時開演
ところ　茅野市民館マルチホール 特設会場
出演　オマール・アルバレス人形劇団（ア
　　　ルゼンチン）
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
　　　茅野市民館友の会会員（おとな）　
　　　　　　　　　　　　　1,600円
上演時間　約40分
定員　150名
おすすめ　４歳より（託児あり※要予約）
問　茅野市民館　☎82－8222

とき　４月12日（日）～７月６日（月）　
　　　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

　

当院で開催を予定しておりました各種勉
強会や教室等の催しにつきましては、新
型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
のため、開催を見合わせております。
ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解賜
りますようお願い申し上げます。
なお、新型コロナウイルス感染症に関す
る情報、今後の催しに関する情報などは
病院公式ホームページや院内掲示などで
随時お伝えさせていただきます。
問　諏訪中央病院　広報調整係
　　☎72－1000

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　４月11日（土）、12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。
申込期間　３月20日（金・祝）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

春一番のキノコをさがそう！
とき　４月18日（土） 午前９時～正午
　※午後は総合博物館でキノコの同定を
　　行います。希望者は参加できます。
集合場所　尖石縄文考古館駐車場
講師　小山明人さん（菌類懇話会）
参加費　無料
持ち物等　歩きやすい服装、飲み物、記
　　　　　録帳等　
申込期間　３月20日（金・祝）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　４月25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

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　４月25日（土）
　　　午後７時30分～９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　３月20日（金・祝）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

さきおりでランチョンマット博

キノコ観察会

博物館からのお知らせ

博

古文書相談会博

星空観望会博

C

第１期収蔵作品展美

博 プラネタリウム４月のテーマ
「二重星のひみつ」

守 神長官守矢史料館
４月の休館日

博

企画展「戦国武将からの手紙」守

広報ちの　2020.4 24

茅野市民館

諏訪中央病院

八ヶ岳総合博物館

守矢史料館

「広報ちの」の自動配信も！

＋

茅野市民館 みんなの劇場　世界のトビラ
アンデルセン童話「スズの兵隊」

諏訪中央病院
イベントの開催を見合わせます

茅野市美術館



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）オペレーターに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

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

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。

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

地域職業相談室

税務相談所【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

4/14（火）
9：00～12：00

4/16（木）
10：00～16：00

市役所7階
会議室

総合体育館
トレーニング室

市民課市民係
（内線256）

茅野市総合体育館
☎71－1645

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

生涯学習課
（内線634）

諏訪市公民館
302会議室

茅野駅前
ベルビア２階

下諏訪商工会議所
会館２階

（下諏訪町4611）

4/8（水）
15：00～17：00

4/3・10・17・24（金）
9：00～12：00

①4/4・18（土）
13：00～16：00
②4/10・24（金）
18：30～20：30

4/24（金）
10：00～12：00

無料相談・説明会

茅野市社会福祉
協議会

☎73－4431

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。

女性のための相談
【要予約】

電話予約時に
会場等をお知
らせします。

4/18（土）10：30～、
11：30～、13：30～、
14：30～

家庭教育センター
☎73－0888
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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

4/4（土）、4/12（日）
4/18（土）、4/25（土）
13：00～16：00

生涯学習課
（内線634）
または、
相談員
090-8846-0491

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

木曜日を除く毎週月～土曜日
 　　　（祝日除く）
 10：00～17：30

毎月第２水曜日
　　（３月を除く）
10：00～12：00

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）
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諏訪地区更生保護
サポートセンター
☎55－2786

当日の受付はしておりませんので、
事前に電話での予約をしていただき、
説明会当日は、必ず運動用の上履き
をご持参ください。
※利用者登録とトレーニング室利用
の仕方の説明です。

トレーニング室
　利用者説明会
　　　【要事前予約】

①4/9（木） 10：00～
②4/15（水）14：00～
③4/21（火）19：00～
※各回先着20名

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

受付内容：日常生活全般の悩み事
対象者：どなたでも※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

（ゆいわーく茅野）

4/7（火）
13：00～17：00
※電話予約は3/31
　　　　　　8：30～

ふるさとハローワーク
☎　72-2029　
FAX　73-7933　

☎28－6666 主催：関東信越税理士会諏訪支部

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　４月26日（日）雨天決行

受付時間　午前９時～11時

ところ　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

　　☎73－0224

説明会　４月８日（水）午後２時～

審査会　４月17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

長野県内の事業場で働くすべての労働者
に適用される「長野県最低賃金」が令和
元年10月４日（金）から時間額848円に
改正されました。この機会に、賃金の確
認をしてみてください。
なお、対象となる賃金は、通常の労働時
間・労働日に対応する賃金で、臨時に支
払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当お
よび家族手当などは含まれません。
また、賃金の引き上げに向けた中小企業
への助成金等支援制度がありますので、
ご活用ください。
問　長野労働局労働基準部賃金室
　　☎026－223－0555
　　岡谷労働基準監督署　☎22－3454

両親の認知症への備えを考えたい方、障
がいのあるお子様の親亡き後のことを考
えたい方、独身で身寄りがなく、老後が
心配な方、などなど、成年後見制度につ
いて学んでみませんか？　相続や遺言な
どとあわせて行政書士がわかりやすくお
話します。個別の無料相談会も行います。
とき　４月19日（日）
公開講座　午後１時30分～３時
無料相談会　午後３時～４時30分
会場　諏訪湖ハイツ（岡谷総合福祉センター）
受講料　無料（事前申し込み不要）
講師　宮澤優一（行政書士・一般社団法
　　　人コスモス成年後見サポートセン
　　　ター会員）
問　コスモスしなの岡谷事務局　
　　☎22－0080

ゆずります
一面鏡ドレッサー／クラッシックギター
（本5冊付）／ダブルベッド／市松人形
／おひなさま／五月人形／こたつ／ホッ
トカーペット／チェスト（白・グリーン
各１つ）／食器棚（白）／電子レンジ台／
ベビーベッド／姿見／マットレス／座布
団（5枚）

ゆずってください
物置／冷蔵庫／おひなさま／敷布団（新
品）／扇風機／CDラジカセ／鍵盤ハーモ
ニカ／電動ランニングマシン
※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　55,300人　（－102）
　男　　27,675人　（－ 62）
　女　　27,625人　（－ 40）
世帯数　23,361世帯（－ 35）

月の納税等４

（　）内は前月比
令和２年３月１日現在（茅野市独自推計）
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◆固定資産税・都市計画税（１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
　　　　　　　（３月加入者のみ）
【納期限・振替日　４月30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 市民公開講座

みんなで考える成年後見
～将来の安心のために～

２月25日
お友達が育ているお
花『ラナンキュラス』。
花びらがフリルのよ
うで、豪華で可愛ら
しい姿に初めて出会
った時から一目惚れ。
一番好きなお花にな
りました
春の訪れを感じる
空間で幸せいっぱい
に…!

SNS「チノクラシ」でママが茅野市の魅力を発信‼
子育て中のママたちが特派員になり、インスタグラム「チノクラシ」で「暮らしの中で見つけたまち
の魅力」を写真や動画で投稿しています。「フォロー」「いいね！」お願いします。

～今月の投稿～ チーム「ちのくら」メンバー

Instagram
QRｺｰﾄﾞ

フェイスブック、アメブロは
「チノクラシ」で検索

長野県内の最低賃金のお知らせ



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）オペレーターに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

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

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。

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

地域職業相談室

税務相談所【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

4/14（火）
9：00～12：00

4/16（木）
10：00～16：00

市役所7階
会議室

総合体育館
トレーニング室

市民課市民係
（内線256）

茅野市総合体育館
☎71－1645

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

生涯学習課
（内線634）

諏訪市公民館
302会議室

茅野駅前
ベルビア２階

下諏訪商工会議所
会館２階

（下諏訪町4611）

4/8（水）
15：00～17：00

4/3・10・17・24（金）
9：00～12：00

①4/4・18（土）
13：00～16：00
②4/10・24（金）
18：30～20：30

4/24（金）
10：00～12：00

無料相談・説明会

茅野市社会福祉
協議会

☎73－4431

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。

女性のための相談
【要予約】

電話予約時に
会場等をお知
らせします。

4/18（土）10：30～、
11：30～、13：30～、
14：30～

家庭教育センター
☎73－0888
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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

4/4（土）、4/12（日）
4/18（土）、4/25（土）
13：00～16：00

生涯学習課
（内線634）
または、
相談員
090-8846-0491

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

木曜日を除く毎週月～土曜日
 　　　（祝日除く）
 10：00～17：30

毎月第２水曜日
　　（３月を除く）
10：00～12：00

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）
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諏訪地区更生保護
サポートセンター
☎55－2786

当日の受付はしておりませんので、
事前に電話での予約をしていただき、
説明会当日は、必ず運動用の上履き
をご持参ください。
※利用者登録とトレーニング室利用
の仕方の説明です。

トレーニング室
　利用者説明会
　　　【要事前予約】

①4/9（木） 10：00～
②4/15（水）14：00～
③4/21（火）19：00～
※各回先着20名

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

受付内容：日常生活全般の悩み事
対象者：どなたでも※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

（ゆいわーく茅野）

4/7（火）
13：00～17：00
※電話予約は3/31
　　　　　　8：30～

ふるさとハローワーク
☎　72-2029　
FAX　73-7933　

☎28－6666 主催：関東信越税理士会諏訪支部

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　４月26日（日）雨天決行

受付時間　午前９時～11時

ところ　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

　　☎73－0224

説明会　４月８日（水）午後２時～

審査会　４月17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

長野県内の事業場で働くすべての労働者
に適用される「長野県最低賃金」が令和
元年10月４日（金）から時間額848円に
改正されました。この機会に、賃金の確
認をしてみてください。
なお、対象となる賃金は、通常の労働時
間・労働日に対応する賃金で、臨時に支
払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当お
よび家族手当などは含まれません。
また、賃金の引き上げに向けた中小企業
への助成金等支援制度がありますので、
ご活用ください。
問　長野労働局労働基準部賃金室
　　☎026－223－0555
　　岡谷労働基準監督署　☎22－3454

両親の認知症への備えを考えたい方、障
がいのあるお子様の親亡き後のことを考
えたい方、独身で身寄りがなく、老後が
心配な方、などなど、成年後見制度につ
いて学んでみませんか？　相続や遺言な
どとあわせて行政書士がわかりやすくお
話します。個別の無料相談会も行います。
とき　４月19日（日）
公開講座　午後１時30分～３時
無料相談会　午後３時～４時30分
会場　諏訪湖ハイツ（岡谷総合福祉センター）
受講料　無料（事前申し込み不要）
講師　宮澤優一（行政書士・一般社団法
　　　人コスモス成年後見サポートセン
　　　ター会員）
問　コスモスしなの岡谷事務局　
　　☎22－0080

ゆずります
一面鏡ドレッサー／クラッシックギター
（本5冊付）／ダブルベッド／市松人形
／おひなさま／五月人形／こたつ／ホッ
トカーペット／チェスト（白・グリーン
各１つ）／食器棚（白）／電子レンジ台／
ベビーベッド／姿見／マットレス／座布
団（5枚）

ゆずってください
物置／冷蔵庫／おひなさま／敷布団（新
品）／扇風機／CDラジカセ／鍵盤ハーモ
ニカ／電動ランニングマシン
※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　55,300人　（－102）
　男　　27,675人　（－ 62）
　女　　27,625人　（－ 40）
世帯数　23,361世帯（－ 35）

月の納税等４

（　）内は前月比
令和２年３月１日現在（茅野市独自推計）

広報ちの　2020.4 26

◆固定資産税・都市計画税（１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
　　　　　　　（３月加入者のみ）
【納期限・振替日　４月30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 市民公開講座

みんなで考える成年後見
～将来の安心のために～

２月25日
お友達が育ているお
花『ラナンキュラス』。
花びらがフリルのよ
うで、豪華で可愛ら
しい姿に初めて出会
った時から一目惚れ。
一番好きなお花にな
りました
春の訪れを感じる
空間で幸せいっぱい
に…!

SNS「チノクラシ」でママが茅野市の魅力を発信‼
子育て中のママたちが特派員になり、インスタグラム「チノクラシ」で「暮らしの中で見つけたまち
の魅力」を写真や動画で投稿しています。「フォロー」「いいね！」お願いします。

～今月の投稿～ チーム「ちのくら」メンバー

Instagram
QRｺｰﾄﾞ

フェイスブック、アメブロは
「チノクラシ」で検索

長野県内の最低賃金のお知らせ


