
「アクアランド茅野」は火曜日、金沢温

泉「金鶏の湯」、米沢温泉「塩壺の湯」

は水曜日、５月３日（日）から５月６日（水）

まで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

　　アクアランド茅野　☎73－1890

５月２日から６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　５月13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）

オレンジ・カフェすわちゅう（認知症カ

フェ）は、お茶を飲みながらおしゃべり

を楽しんだり、認知症の介護相談や、介

護者同士の情報交換、お悩み相談などが

気軽にできる場所です。お茶をのむだけ

でもOKです。お気軽にお越しください。

とき　５月13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）

５月の介護保険制度説明会

♨

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

検診受診、健康づくり講座などへ参加す
ることで健康づくりに取り組み、ポイン
トを貯めて抽選会に参加できる事業です。
楽しみながら健康づくりに取り組み、健
康の保持増進を図ることを目的としてい
ます。
５ポイントを貯め、応募した人全員に、
参加賞のオリジナルボックスティッシュ
を差し上げ、抽選で60名に、地元の特産
品や健康グッズ等の中から希望した商品
が当たります。
詳しくは、広報５月号と一緒にお配りし
た「茅野市健康づくりポイント用紙」を
ご覧いただくか、下記まで問い合わせく
ださい。
多くの方のご参加をお待ちしています。
対象期間　令和２年3月２日（月）～
　　　　　　令和３年２月28日（日）
応募期間　令和２年５月７日（木）～
　　　　　　令和３年３月５日（金）
問　健康づくり推進課（健康管理センタ
　　ー内）☎82－0105

特定外来生物駆除ボランティア

市営温泉施設は
次の日も営業します

オレンジ・カフェすわちゅうに
お茶を飲みに来ませんか？

「茅野市健康づくりポイント
事業」の応募が始まります！

医療・福祉

募集

広
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近年、特定外来生物に指定されている植

物が繁殖し、在来の植物を駆逐するなど、

その土地本来の生態系が崩れてしまうこ

とが心配されています。

市では、豊かな自然環境を守るため、ま

た、特定外来生物についての知識を深め

ることを目的とし、茅野市尖石縄文考古

館周辺のオオハンゴンソウの駆除作業を

実施します。多くのみなさんのご参加を

お願いします。

とき　５月16日（土）
　　　午前９時～11時30分

　　　※雨天の場合は翌日に延期とし、

　　　　考古館玄関に掲示します。

ところ　茅野市尖石縄文考古館　正面玄関
持ち物　作業のできる服装、長靴、軍手・
　　　　ゴム手袋等

申込・問　環境課（内線263）
　　　　　FAX82－0234

　Eメール：kankyo@city.chino.lg.jp

■特定外来生物とは
「特定外来生物による生態系等に係る被害

の防止に関する法律（外来生物法）」によ

り、生態系や、農林水産業、人の生活に

悪影響を及ぼすおそれがあるとして、指

定された生き物です。（アライグマ、カミ

ツキガメ、ブラックバスなど148種類）

植物は16種類が指定されており、その

内、オオキンケイギク、オオハンゴンソ

ウ、アレチウリの３種類が市内で多く確

認されています。

広報ちの　2020.525

「広報ちの」の自動配信も！

▲オオハンゴンソウ

募



とき　６月13日（土）
　　　午前の部　午前10時～正午
　　　午後の部　午後１時～３時
ところ　茅野市運動公園弓道場
参加費　無料
対象　高校生以上の茅野市民で、年齢・
　　　性別・経験不問（部活に所属して
　　　いる高校生を除く）
　　　運動できる服装で参加（靴下必須）
申込・問
どっとネット茅野弓道
協会ホームページ問い
合わせフォームまたは
☎090－4460－6098
竹内ひかり（協会長）

とき
早朝コース
　５月16日（土）～８月８日（土）
　毎週　土曜日午前６時～７時
昼間コース
　５月20日（水）～７月８日（水）
　毎週水曜日の午後1時～３時　
夜間コース
　５月20日（水）～７月８日（水）
　毎週水曜日午後７時30分～９時
ところ　茅野市運動公園テニスコート
参加費　
　昼・夜コース　１人3,000円
　朝コース　１人2,000円
　開講日に納入をお願いします。　
対象　初心者・初級程度の方
定員　各コース20名
申込方法　テニス協会宮澤宅へFAXして
　ください。FAXのない方は、宮澤携帯
　へ電話してください。
その他
　練習中のケガ、事故等は自己責任です
　ので保険は各自でご加入の上ご参加く
　ださい。
　運動のできる支度、ラケット、テニス
　靴、飲料水持参でご参加ください。
　雨天時は中止です。わからない場合宮
　澤携帯までご連絡ください。
　参加人数が少ない場合、中止になるこ
　とがあります。
申込・問　茅野市テニス協会宮澤
　　　　　FAX73－3309
　　　　　☎090－1118－3738

広
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茅野市では各種イベントを開催する際に

AEDの貸出を行っています。

貸出用AEDは茅野消防署に２台あります

ので、事前に予約状況をお問い合わせく

ださい。

対象　茅野市民を主な対象とするイベン

　ト等

申込方法　貸出を受けようとする日の３ヶ

　月前から1週間前までに、AED借用申

　請書を茅野消防署へ提出。

条件　AEDの貸出については、救命救急

　講習等を受けた者を会場に配置してく

　ださい。

申込・問　茅野消防署　☎72－0119

茅野駅前ベルビア出張所　

５月２日（土）・５月３日（日）システム機

器の改修のため臨時休業いたします。

５月４日（月）からは通常営業となります。

茅野市マイナンバーセンター

５月２日（土）～５月６日（水）住基ネット

のメンテナンスのため、全国的にマイナ

ンバー業務が稼動不可となるため、臨時

休業いたします。また５月７日（木）は定

休日となります。

５月８日（金）からは通常営業となります。

ご不便をおかけいたしますが、よろしく

お願いいたします。

問　市民課戸籍係（内線258）

　　茅野駅前ベルビア出張所

　　☎71－1663

　　茅野市マイナンバーセンター

　　☎75－0120

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）、ヨガマット又はバス
タオルをご持参いただき、お気軽にご参
加ください。
とき　５月13日（水）、５月20日（水）、
　　　５月27日（水）
　　　午前10時30分～午前11時30分
　　　なお、新型コロナウイルス感染状
　　　況などにより開催を中止する場合
　　　があります。
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）

茅野市少林寺拳法協会では初心者少林寺
拳法教室の受講者を募集します。全７回
で基本的な少林寺拳法を指導いたします。
この機会に護身術を身に付けてはいかが
でしょうか。
とき　５月19日、26日
　　　６月２日、９日、16日、23日、
　　　30日（各火曜日）
　　　午後７時30分～８時30分
ところ　総合体育館柔道場
対象　中学生以上
定員　20人
申込・問　NPO法人茅野市スポーツ協会
　☎82－0606　FAX82－0678
　E-mail:chinoshi.taikyo@blue.ocn.ne.jp

脚腰おたっしゃ教室

初心者少林寺拳法教室

初めての弓道教室

令和２年度春季硬式テニス教室

自動体外式除細動器（AED）
の貸出

茅野駅前ベルビア出張所
茅野市マイナンバーセンター
の臨時休業

講座・教室お知らせ

スポーツ
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家庭や事業所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！
違反者には厳しい罰則があります！
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
　行事で行う焼却
・庭先での落ち葉たきなど軽微なもの、
　など
市には、雑草などの焼却による煙の苦情
が大変多く寄せられます。やむを得ず焼
却するときは周りに迷惑をかけないよう、
よく乾燥させ、風向きや量、時間帯など
に十分注意し、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、風の強い日や建物付
近での焼却は火災の原因になりますので
やめましょう。
なお、家庭の庭から出た草木は「燃える
ごみ」として処分できます。よく乾燥さ
せてから指定袋（可燃ごみ）に入れ、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)

市役所等の窓口で発行する所得課税扶養
証明書につきまして、新年度分（令和２
年度分）の発行を６月10日（水）より開
始いたします。
マイナンバーカードを用いて全国のコン
ビニエンスストア等のマルチコピー機で
も取得できるようになっていますが、こ
ちらは、切替作業を行う６月９日（火）に
終日、発行を休止させていただき、翌日
の６月10日（水）午前６時30分から、令
和２年度の証明書が取得できるようにな
ります。同時に、平成31年度分はコン
ビニエンスストアでは取得できなくなり
ますのでご注意ください。
問　税務課市民税係
　　（内線172・173・174）

5月１日（金）～5月11日（月）、18日（月）、
25日（月）
問　茅野市図書館　☎72ー9085

茅野市では、災害時の情報伝達手段とし
て「同報系戸別受信機」を販売していま
す。購入希望がありましたら、下記まで
ご連絡をお願いします。
申込時には、名前、お住まいの地区、購
入希望台数、ご連絡先をお知らせくださ
い。申込後、購入代金の納付書をお送り
します。代金を納入していただいた後、
事業所、ご家庭への設置となります。
なお、同報系戸別受信機以外に、防災行
政無線（こうほうちの）を屋内で受信でき
る装置としまして、各区・自治会の区内
放送受信機があります。各区・自治会の
区内放送受信機につきましては、ご自身
が加入している区・自治会へお問い合わ
せください。　
申込受付期間　４月１日（水）～
購入価格　30,000円（税込）
※実勢価格約50,000円。差額分は市が
　負担します。購入価格は、市の負担分
　を除いた額となっています。
電源　商用電源AC100Vおよび電池電源　
　（単１、単２、単３のいずれか１種類の
　アルカリ乾電池２本）
問　防災課防災係（内線182）

野焼きは違法です!所得課税扶養証明書の発行開始

図書館 休館日

防災行政無線
同報系戸別受信機の販売
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放送期間 こんにちは茅野市です　放送内容

５月１日

～５月７日

５月８日

～５月14日

５月15日

～５月21日

５月22日

～５月31日

●特集　市民の森

●CHUKOらんどチノチノ新入生歓迎ライブ

●特集　市民の森

●ファミリー演劇鑑賞チケット販売

●特集　耐塩素性病原生物対策用装置の取組

●八ヶ岳縄文の里マラソン大会参加者募集

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

▲野焼きで黒い煙があがる様子

図書館

●特集　耐塩素性病原生物対策用装置の取組

●おいしく楽しく健康講座参加者募集

広
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国宝「土偶」（縄文のビーナス）を実物大で
作り、乾燥後野焼きを体験する講座です。
野焼きは10月11日（日）に予定していま
すので、参加をお願いします。（野焼きに
参加しないと焼くことができません）受
講希望者多数の場合は、申込締切後抽選
といたします。
とき　５月30日（土）・31日（日）
　　　午前10時～午後３時30分
ところ　尖石縄文考古館
受講料　1,000円
持ち物　お弁当・汚れても良い服装・汚
　　　　れても良いタオル２枚・ビニー
　　　　ル袋（50㎝×50㎝位のもの）
対象　小学校５年生以上
定員　20名
申込期間　５月１日（金）～24日（日） 
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

５月１日（金）～５月11日（月）、18日（月）、
25日（月）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

毎年５月18日「国際博物館の日」は無料
開館としていますが、本年は月曜日・休
館日ですので、この前日５月17日（日）を
無料開館とします。
無料開館となる施設
　尖石縄文考古館、八ヶ岳総合博物館、
　神長官守矢史料館
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

シーズン到来のベストスポットで鳥見を
体験しませんか。申込不要です。お気軽
にご参加ください。
とき　４月26日（日）～６月７日（日）の
　　　毎週日曜日（５月３日は除く）
　　　午前６時～８時
集合場所　青少年自然の森　管理棟前
講師　両角英晴さん（日本野鳥の会諏訪）
持ち物　双眼鏡（ある方）
参加費　無料（申込不要）
その他　荒天中止（小雨実施）。車でお越
　しの場合、青少年自然の森管理棟裏駐
　車スペースをご利用ください。
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

無料開館のお知らせ博

博
八ヶ岳総合博物館

休館日

尖

早朝のすがすがしさの中、渡ってきた夏

鳥たちや留鳥のさえずりを聞き、きれい

な姿を観察します。

とき　５月３日（日・祝）

　　　午前５時30分～８時30分

集合場所　尖石縄文考古館東側駐車場

講師　両角英晴さん（日本野鳥の会諏訪）

定員　20名（要申込）

持ち物　双眼鏡（ある方）

申込期間　４月21日（火）から受付

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　５月９日（土）、10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

　　　届く身長が対象になります）

　　　＊申込みは一人ずつ、１回まで

申込開始　４月21日（火）から受付

申込・問　八ヶ岳総合博物館

　　　　　☎73－0300

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。

５月は「鏡を使った実験・工作」。

とき　５月17日（日）

　　　午前10時～11時30分

ところ　総合博物館

講師　赤坂行男さん（子どもの科学遊び

　　　クラブ代表）

定員　各回16名（要申込）

持ち物　双眼鏡（ある方）

参加費　300円

参加資格　小学生以上

申込期間　４月21日（火）から受付

申込・問　八ヶ岳総合博物館

　　　　　☎73－0300

蔵書点検のため茅野市図書館本館・各地

区分室・市民館図書室は休館となります。

■休館日

本館　５月11日（月）～22日（金）

各地区の分室

　５月11日（月）～12日（火）

市民館図書室

　５月11日（月）、13日（水）

＊共通＊

・この期間内、貸出・延長・予約・リク

　エスト・調査相談などはできません。

　（インターネット登録の手続きをしてあ

　る方のみＷＥＢから予約・延長ができ

　ます。）

・本・雑誌の返却は本館ブックポストを

　ご利用ください。茅野市図書館所蔵の

　本・雑誌のみ市民館ブックポストへの

　返却もできます。

・CDなどの視聴覚資料は、ブックポス 

　トへの返却はできません。破損の恐れ

　があるため休館明けにカウンターへお

　持ちください。（諏訪地域内にある図書

　館の本館であれば、茅野市図書館休館

　期間内でも返却することができます。

　休日・開館時間が異なりますので、ご

　注意ください。）

問　茅野市図書館　☎72－9085

５月１日（金）～５月11日（月）、18日（月）、

25日（月）

問　尖石縄文考古館　☎76－2270

毎年５月18日「国際博物館の日」は無料

開館としていますが、本年は月曜日・休

館日ですので、この前日５月17日（日）を

無料開館とします。

問　尖石縄文考古館　☎76－2270

早朝探鳥会博

春の探鳥会博

博

博 さきおりでランチョンマット
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尖石縄文考古館

八ヶ岳総合博物館

蔵書点検に伴う図書館休館

国際博物館の日 無料開館

尖石縄文考古館
休館日

尖

縄文教室①「縄文のビーナスを
作ってみよう

尖

作って遊ぼう！
ワクワク科学工作



【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。なお、当館ではFREE・
Wi-Fiをご利用いただけます。
【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

５月１日（金）～５月11日（月）、18日（月）、
25日（月）
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。
とき　５月３日（日・祝）
　　　午後１時30分～２時30分
ところ　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

地域に暮らす皆さんの持つアイデアを共
有して文化の種を見つける、事業提案の
プレゼンテーション「茅野市民館　よりあ
い劇場」。２月20日～３月30日の期間で
募集し、33の個人・団体から64件の提
案が寄せられました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
５月９日（土）に予定していた発表は中止
いたしますが、寄せられたアイデア提案
を公開し、共有していきます。くわしくは
専用ウェブサイトにてご案内いたします。
●よりあい劇場2020→2021ウェブサイト
http://www.chinoshiminkan.jp/info/2021yoriai.html
問　茅野市民館　☎82－8222

茅野市民館で舞台づくりのクラブ活動が
始まります。NPO法人演劇百貨店の柏
木陽さんを講師に迎え、ワークショップ
を通じてオリジナルパフォーマンスを創
作します。
講師　柏木 陽（NPO法人演劇百貨店代
　　　表／演劇家）
顧問　辻野隆之（茅野市民館ディレクタ
　　　ー／茅野市美術館長）
※詳しくはお問合せください。
問　茅野市民館　☎82－8222

広報ちの４月号に掲載した『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」』公演は、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため延期
となりました。延期日程など詳細は茅野
市民館ウェブサイト等で改めてご案内い
たします。楽しみにされていた皆様には
心よりお詫び申し上げます。どうぞご了
承ください。
問　茅野市民館　☎82－8222

新型コロナウイルス感染拡大防止のため
の臨時休館に伴い、４月12日から開催を
予定しておりました第１期収蔵作品展「そ
れぞれの出会い」は延期いたします。開
催期間が決まりましたら茅野市民館ウェ
ブサイト等でご案内いたします。
※詳しくはお問合せください。
問　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　☎82－8222　

お年寄りを被写体にした公募写真展「寿
齢讃歌－人生のマエストロ－写真展」で
は写真を募集します。おおむね75歳以上
の高齢者を被写体とした写真を公募し、
講師による講評会を経て茅野市美術館に
展示し、さらに作品集に掲載します。
募集期間　５月１日（金）～31日（日）
講師　英 伸三（写真家）
応募枚数　１人３点まで提出可能 
　※カラー、モノクロームどちらも可。
　※写真家・木之下晃氏没後５年の今回
　　は、被写体の存在がひきたつモノク
　　ローム独自の表現に挑戦した写真の
　　ご応募もお待ちしております
参加費　一般／1人：3,000円、高校生
　　　　以下／1人：2,000円
■写真展　９月12日（土）～27日（日）
問　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　☎82－8222

季節の星座観察や、望遠鏡を使った天体
観察を行います。
とき　５月16日（土） 
　　　午後７時30分～９時
　　　※雨天の場合、室内で星・宇宙の
　　　　お話をします。
ところ　総合博物館
講師　市民研究員天文グループ
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　５月30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　４月21日（火）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

茅野市内における江戸時代の文書を使い、
古文書の解読をやさしく学ぶ全６回の講
座です。日曜日の午後と木曜日の夜の２
回開講します。講座内容は同じです。今
回のみの参加もできます。
とき　５月17日（日）
　　　午後１時30分～３時30分　
　　　５月21日（木）午後７時～９時
ところ　総合博物館
講師　博物館職員
参加費　500円
申込方法　初回受講時、総合博物館の窓
　　　　　口で直接お申し込みください
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

ブラックホールの影が撮影されたM87の
ほかにも、宇宙のいたるところに潜んで
います。吸い込まれる心配はないの？最
新の話題を紹介します。
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
　　　※５月30日（土）の午後の一般投影
　　　　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
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博

博 プラネタリウム５月のテーマ
「ブラックホールはどこにある?」

守 神長官守矢史料館
休館日

守 企画展「戦国武将からの手紙」
ギャラリートーク

茅野市民館 よりあい劇場
2020→2021 アイデア発表

C

C

茅野市民館からのお知らせ

博 星空観望会

博物館からのお知らせ

博 古文書解読講座
美

守矢史料館

茅野市民館

茅野市民館をサポートしませんか2020
演劇の『種』育てましょ！ 花を咲かせ実を
結ばせるクラブ活動

C

美 寿齢讃歌－人生のマエストロ－写真展15
写真募集

第１期収蔵作品展
「それぞれの出会い」

茅野美術館

博 博物館で星空観察会



NPO法人八ヶ岳森林文化の会では、ガ
イドブック「市民の森に集う」に続き、
ガイドブック２「森を楽しむ」を製作し
ました。
ガイドブック２は、市民の森のガイドブ
ックとしての利用のほか、里山の役割や
豊富な写真による動植物の紹介など、身
近な里山を学ぶハンドブックとしても利
用することができます。動植物の紹介に
ついては、134種類の植物と167種の
昆虫をカラー写真で紹介しています。
市民の森での散策、家族での森遊びにご
利用下さい。ご希望の方には300円で配
布いたしますので、下記へお問い合せ下
さい。
問　NPO法人 八ヶ岳森林文化の会
　☎75－1772
　Eメール：shinrin_bunka@yahoo.co.jp
取り扱い所　茅野市尖石縄文考古館　売店
　☎76－2270　〒391－0213
　長野県茅野市豊平4734－132

チェーンソーと薪わり機の安全な操作方
法を学び、間伐材で薪づくりを体験して
みませんか。割った薪はお持ち帰りでき
ます。
とき　５月24日（日）午前９時～午後３時
　　　雨天の場合は５月31日（日）に延期
ところ　市民の森（吉田山）山頂広場
参加費　2,000円（保険代を含む）
定員　30名（先着順）18歳以上の方どな
　　　たでも参加できます。
持ち物　服装：動き易いズボン、長袖の
　上衣、手袋、安全靴、ヘルメット※、
　防護ズボン※
　道具：チェーンソー※、ご自分のソー
　チェーンに合った“やすり”　
　その他：お弁当、飲み物、着替え等
　※は貸出可能です。（数に限りあり）
申込期間　４月25日（土）から５月20日
　（水）までに氏名、性別、住所、電話番
　号（緊急連絡先）、軽トラ（４輪駆動車）、
　チェーンソーの有無を下記へお申し込
　みください。
申込・問　☎090－5437－2881（川手）
　Eメール：kawate@8moribunka.org
　URL：https://8moribunka.org/

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）

当院で定期的に開催しております各種勉

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

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」の

申告期限・納付期限が令和２年４月16日

（木）まで延長されたことに伴い、振替納

税を利用されている方の口座振替日は次

のとおり変更になりました。

・所得税及び復興特別所得税

　５月15日（金）

・消費税及び地方消費税

　５月19日（火）

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、４月17日か

ら納付日まで延滞税がかかりますので、

事前に預貯金口座の残高の確認をお願い

します。

問　諏訪税務署　管理運営第一部門　

　　☎58－4842

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　５月24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　５月13日（水）午後２時～
審査会　５月22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
掛布団／組布団／毛布／折りたたみベッ
ド／マットレス／ペットゲージ／酵素玄
米用保温器／クラシックレコード／木製
ベッド／学習机／カラーBOX／市松人
形／セミダブル敷布団／囲碁盤セット／
冷蔵庫／電子オルガン

ゆずってください
２ドア小型冷蔵庫／１人用ソファー／食
卓イス／綿敷布団／茶ダンス／マージャ
ンパイ、マット／組布団／２段ベッド／
こたつダイニングセット／ウッドレース
／座卓／ロックミシン／インターロッキ
ング

※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。

月の納税等５
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◆軽自動車税（全期）◆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（１期）
　【納期限・振替日　６月１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
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

市民の森
ガイドブック２のお知らせ

NPO法人　八ヶ岳森林文化の会
春の薪づくり講習会

その他施設・団体等

国税の口座振替日変更

こんなときはここへ

諏訪中央病院

＋ 諏訪中央病院
イベントの開催を見合わせます



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：
　　西村　崇伸 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

くらしと健康の相談会

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

5/19（火）
9：00～12：00

5/21（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

5/13（水）
15：00～17：00

5/1・8・15・22・29（金）
9：00～12：00

①5/2・16（土）
13：00～16：00
②5/8・22（金）
18：30～20：30

5/29（金）
10：00～12：00

6/4・11・18・25（木）
10：00～15：00
※希望日の前週金曜日
　正午が申込締切

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。

5/16（土）10：30～、
11：30～、13：30～、
14：30～

家庭教育センター
☎73－0888

広報ちの　2020.5

外国籍市民のための
　　日常生活相談及び
　　　　　日本語教室

5/2（土）・10（日）・16（土）
23（土）・30（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

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】

①5/14（木）10：00～
②5/20（水）14：00～
③5/26（火）19：00～

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）

5/12（火）
13：00～17：00
※電話予約は4/28
　　　　　　8：30～

ふるさとハローワーク
☎　72-2029　
FAX　73-7933　

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

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。

市役所8階
相談室

商工課
（内線435）

5/13（水）
13：30～16：30

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。

諏訪保健福祉
事務所

(諏訪合同庁舎2階)

諏訪保健福祉事務所
健康づくり支援課
☎57－2927


