第14回茅野市ファミリー
演劇鑑賞は中止します。
広報ちの５月号に掲載し、６月号で詳細
をお知らせする予定だった７月12日
（日）
のファミリー演劇鑑賞公演につきまして
は、新型コロナウイルス感染拡大の状況
を考慮しまして、中止とさせていただき
ました。
問 生涯学習課 文化芸術係（内線632）

2020年工業統計調査
経済産業省では、我が国の製造業の実態
を明らかにすることを目的に、統計法に
基づく基幹統計調査として、2020年６
月１日現在で「2020年工業統計調査」を
実施します。
調査対象
本調査実施のため、5月中旬から統計
調査員がすべての製造事業所に事業所
名や従業者数などを確認に伺い、従業
者４人以上の事業所に対して調査書類
を配布します。一部の事業所について
は、調査書類が国から直送される場合
があります。
回答は、簡単・安心なインターネットを
ご利用ください。
問 地域戦略課 広報戦略係（内線234）
商工課 工業・産業振興係（内線433）

募集
消防団協力事業所の募集

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

消防団協力事業所制度は、事業所の消防
団活動への協力が社会貢献として広く認
められると同時に、事業所の協力を通じ
て、地域防災体制がより一層充実される
ことを目的とした制度です。勤務時間中
に災害出動するにあたり、消防団員が不
利益をこうむらないように、
事業所に協力
をいただき、推進していくものです。従業
員のうち消防団員が２名以上いる事業所
などに表示証を交付させていただきます。
交付式

２月・８月の年２回

※８月の交付式は、７月27日
（月）
までの
申込事業所を対象とします。
問

茅野消防署

☎72−0119

お知らせ
「第66回八ヶ岳開山祭」
イベント中止のお知らせ

水道メーターの取り替え

６月７日（日）に赤岳山頂と北横岳山頂に

現在、市の水道をお使いの場所には、使
用水量計測用のメーターが設置されてい
ます。このメーターは、法令により検定
から有効期間（８年）内に取り替えを行う
ことになっています。
令和２年度中に水道課の委託を受けた市
指定業者が取り替えに伺いますので、ご
理解ご協力をお願いします。
なお、次の点にご留意ください。
・取り替えの対象者には、事前にはがき
で通知します。
・取り壊しにより建物が存在せず、水道
を使用していない場合には、取り替え
を行わないことがあります。
・この取り替えに関するお客様の費用負
担は一切ありません。
・水道課や業者の名をかたり、費用を請
求するなどの悪質な行為にはくれぐれ
もご注意ください。
問 水道課 給水維持係（内線666）

イベントについては、新型コロナウィル

て開催を予定していた一般参加の開山祭
スの感染拡大防止のため、中止となりま
した。関係者で神事のみ執り行います。
（時間、場所は未定。
）
また、神事に参列される方に例年お配り
している「記念バッジ」の配布は行いま
せん。例年と同様に６月中旬以降に八ヶ
岳の各山小屋で販売予定です。
問

ちの観光まちづくり推進機構
☎78−8550

今年の茅野市こどもまつりは
中止します
今年の６月に予定していました茅野市こ
どもまつりは、
新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、中止させていただきます。
問

こども課

こども係（内線612）

医療・福祉
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 ６月10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）

認知症の人の家族会
認知症の症状や介護の悩みに、先輩介護
者さんからアドバイスをもたったり、他
の参加者にアドバイスしたり、介護の愚
痴などを打ち明けたりして、身体的・精
神的な負担の軽減を図ります。ちょっと
した息抜きにいらっしゃいませんか。
とき ６月24日
（水）
午前10時30分〜正午
ところ 茅野市役所 ７階 705会議室
対象 認知症の方を介護されているご家族
問 高齢者・保険課 介護保険係
（内線337）

第20回
長野県障がい者スポーツ大会
障がいに配慮した競技内容となっており、
多くの選手が日頃の練習の成果を発揮し、
白熱した競技を繰り広げます。参加をご
希望される方、興味のある方はお問い合
わせください。
とき ９月13日
（日）
※雨天の場合、競技内容に変更あり
ところ 松本市 松本平広域公園 陸上競
技場 ほか
参加費 無料
対象 身体障がい者、知的障がい者、精
神障がい者
申込期間 ６月８日
（月）
まで
申込・問 地域福祉課 障害福祉係
（内線316）
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親子でチャレンジ!
調べ学習講座
お子さん（小中学生）といっしょに、親子
で図書館の本や資料を使って、身近な疑
問や不思議を調べてみませんか？調べ学
習のやりかたを知って、
親子で楽しみなが
ら調べ学習にチャレンジしましょう。
とき ６月20日（土）、21日
（日）
午後１時〜４時30分
ところ 茅野市図書館
２階会議室・どんぐり図書室
持ち物 筆記用具
対象 茅野市内の小中学生
定員 両日とも親子８組ずつ
申込期間 〜６月14日
（日）
申込・問 茅野市こども読書
活動応援センター
☎75−1250

尖石縄文考古館
尖

尖石縄文考古館
休館日

６月１日（月）、８日（月）、15日（月）、
22日（月）、29日（月）
問 尖石縄文考古館 ☎76−2270

縄文教室②
尖
「仮面の女神を作ってみよう」
国宝
「土偶」
（仮面の女神）
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 ６月27日（土）・28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 ６月２日（火）〜21日（日）
問 尖石縄文考古館 ☎76−2270
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図書館でティータイムを
ボランティアグループ「レモングラス」
の皆さんによるハーブティーのサービス
です。
とき ６月11日
（木）
午前10時30分〜11時30分
ところ 茅野市図書館前庭
参加費 無料
持ち物 コップ
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の飾りつけを一緒
にしてみませんか。夏の野菜の飾りつけ
をしてもらいます。
とき ６月13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
参加費 無料
対象 「紙芝居だいすき！」
に参加した方
問 茅野市図書館 ☎72−9085

七夕おはなし会
地域の読書ボランティアの方と図書館職
員による大型絵本の読み聞かせやパネル
シアターなど楽しいおはなしをたくさん
用意しています。
どなたでも参加いただけますので、ご家
族みなさんでご参加ください。
図書館フロアには七夕飾りもあります。
みなさんのお願いを短冊に書いてみませ
んか。
とき 7月４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

「広報ちの」の自動配信も！

「茅野市公共施設再編計画（仮称）
たたき台」についてご意見をお寄せ
ください。
「茅野市公共施設再編計画（仮称）たたき
台」について、幅広い市民の皆さんのご
意見を募集します。
応募締切 ６月５日
（金）
必着
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３階管理課、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）および住所をご記
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、障
害等により書面等での意見の提出が困
難な方は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 管理課 施設管理係（内線164）

図書館

図書館 休館日
６月１日（月）、８日（月）、15日（月）、
22日
（月）
、26日
（金）
、29日
（月）
問 茅野市図書館 ☎72−9085

博

プラネタリウム６月のテーマ
「部分日食を見よう」

とき

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
＊投影休止の日もあります。
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）は開館時よりお
ひとりにつき１枚お渡しします。
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300

博

部分日食を見よう

日食グラスや投影板、ピンホールなど、
いろいろな方法で欠けた太陽を観察しよ
う。食最大は午後５時ごろです。
とき ６月21日（日）午後３時〜６時
＊雨天曇天の場合は中止します
ところ 総合博物館
参加費 無料（申込不要）
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300

博

星空観望会

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 ６月27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
参加費 無料
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎73−0300

博

古文書相談会

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 ６月27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

作って遊ぼう!
ワクワク科学工作

博

八ヶ岳総合博物館

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。
６月は「空気の力で走る風船カー」
。
とき

６月21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

16名
（要申込）

参加費

300円

参加資格

小学生以上

申込開始

５月20日
（水）
から受付

申込・問

八ヶ岳総合博物館
☎73−0300

苔玉をつくろう

博

博

６月１日（月）、８日（月）、15日（月）、
22日
（月）
、29日
（月）
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300

博

お部屋にかざれる自分だけの苔玉をつく
りませんか。
とき

６月27日
（土）午後１時〜３時

ところ

総合博物館

講師

上原泰子さん

定員

10名

参加費

1,000円
（材料費）

申込期間
問

６月２日
（火）午前10時〜

八ヶ岳総合博物館

☎73−0300

八ヶ岳総合博物館
休館日

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！初心者も楽しく
体験できます。お気軽にご参加ください。
とき ６月13日
（土）
、14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 ねじばな会員
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）
＊お申込み一人ずつ、1回とさせていた
だきます。
申込開始 ５月20日
（水）
から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎73−0300

博

古文書解読講座
（第２回目）

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連続講座
（第
２回目）
です。今回のみの参加も可能です。
とき ６月21日
（日）
午後１時30分〜３時30分
または25日
（木）午後７時〜９時
ところ 総合博物館
参加費 500円
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300
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茅野市美術館

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
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

前宮と本宮の間に位置し、諏訪上社の神

寿齢讃歌−人生のマエストロ−
美
写真展15
「講評会」公開での開催中止について

にされていた皆様には心よりお詫び申し

随時お伝えさせていただきます。

上げます。講師の写真家・英伸三氏には

☎72−1000

のや武田信玄の書状など、長野県宝・茅

しています。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

病院公式ホームページや院内掲示などで
広報調整係

しています。諏訪上社の祭礼に関するも

月14日（日）に予定していた「講評会」は、
公開での開催を中止いたします。楽しみ

諏訪中央病院

官を務めた守矢家の古文書を保管、公開

野市指定文化財を含む約1600点を収蔵
お年寄りを被写体にした公募写真展。６

る情報、今後の催しに関する情報などは

問

守矢史料館

講評をいただき、その内容を共有する予
定です。方法が決まりましたら応募者の
皆様にお知らせするほか、ウェブサイト
等にてご案内いたします。
講師

英伸三（写真家、現代写真研究所

守

所長）
※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

その他施設・団体等

神長官守矢史料館
６月の休館日

６月１日（月）、８日（月）、15日（月）、
22日
（月）
、29日
（月）
問

神長官守矢史料館

☎73−7567

茅野市民館

八ヶ岳森林文化の会
会員募集
NPO法人 八ヶ岳森林文化の会は、八ヶ
岳地域の森林を学び、つくり、楽しむ活
動を通し森林の大切さを認識することに
より、私たちの生活に欠かせない、美し
くいきいきとした森林を守り育てること
を目的に活動しています。私たちと一緒
に活動していただける会員と賛助会員を
募集しています。当会の下記ホームペー
ジを参考に、会員応募とイベント参加を、
お待ちしています。
申込・問

NPO法人 八ヶ岳森林文化の会
☎・FAX75−1772

茅野市民館をサポートしませんか2020

Eメール shinrin̲bunka@yahoo.co.jp
ホームページ https://8moribunka.org/

美

第１期収蔵作品展
「それぞれの出会い」

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

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

演劇家の柏木陽さんを講師に、茅野市民

４月12日から開催を予定しておりまし

館で舞台づくりのクラブ活動！

た第１期収蔵作品展「それぞれの出会い」

ある方はお問合せください。

は延期いたします。開催期間が決まりま

講師

顧問
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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

柏木 陽（NPO法人演劇百貨店代
表／演劇家）

したらウェブサイト等でご案内いたしま
す。

興味の

茅野市美術館（茅野市民館内）

※詳しくはお問合せください。

☎82−8222

問

茅野市民館

☎82−8222

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

６月28日（日）雨天決行

受付時間
ところ

午前９時〜正午
富士見町役場玄関

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
問

包丁・はさみ類など

茅野広域シルバー人材センター
☎73−0224

シルバー人材センター
入会説明会・審査日程
説明会

６月10日
（水）午後２時〜

審査会

６月19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 ずりあおう 〜不用品を活用し
あいましょう〜
ゆずります
おひな様／五月人形／大きな絵（ユリの
花）
／フォークギター
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／綿敷毛布／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。

６ 月の納税等
◆市県民税（１期） ◆上下水道料金
◆国民健康保険税（１期）
◆市営住宅使用料 ◆保育料
【納期限・振替日 ６月30日（火）
】

守ろう！電波のルール
６月１日から10日は、電波利用環境保護
周知啓発強化期間です。私たちみんなの
財産である電波の利用環境を守るため、
不法無線局をなくし、電波を正しく使い
ましょう。電波に関することは、信越総
合通信局までお気軽にご相談ください。
問 信越総合通信局
無線設備への混信・妨害および違法な
無線設備の情報に関すること
監視調査課 ☎026−234−9976
テレビ・ラジオなど放送の受信障害に
関すること
受信障害対策官 ☎026−234−9991

「相続証明制度」をご利用
ください
相続が発生すると、預貯金口座の解約、
保険金の請求、相続税の申告等様々な手
続きが必要です。これらの手続きには、
お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等
を取得し、金融機関や保険会社ごとに提
出する必要があることから、手数料も負
担になり、戸除籍謄本等の束を持ち歩か
なければなりません。
相続証明制度は、登記所（法務局）に戸除
籍謄本等の束と一覧図を提出すれば、そ
の一覧図に証明文を付した写しを無料で
交付します。その後は，一覧図の写しを
ご利用すれば，戸除籍謄本等の束を提出
する必要がないので大変便利です。
問 長野地方法務局諏訪支局
☎52−1043

令和３年４月採用 諏訪広域
連合職員を募集します
職種 消防士
勤務場所 消防本部または諏訪圏域内の
消防署
区分 社会人・上級・中級・初級
採用予定数 社会人・上級・中級
８名程度
（各区分若干名）
初級 １名程度
（若干名）
受付期間・試験日
社会人・上級・中級
受付期間 ６月1日
（月）
〜６月19日
（金）
第一次試験 ７月12日
（日）
第二次試験 ８月23日
（日）
初級
受付期間 ８月３日
（月）
〜８月21日
（金）
第一次試験 ９月20日
（日）
第二次試験 10月18日
（日）
受験資格など詳しくは、諏訪広域連合
ホームページをご覧いただくか、諏訪
広域連合事務局（諏訪市役所内）へお問
い合わせください。
URL：http://www.union.suwa.lg.jp/
問 諏訪広域連合事務局
☎52−4141
（内線373・374）

その他施設・団体等
信州山の日
市民登山参加者募集
「御小屋山（御柱山）」−2022年御柱祭の
御用材を切り出す山に行ってみよう。
江戸時代以降、諏訪大社上社の御用材を
調達してきた山。伊勢湾台風の倒木被害
で、過去4回は御小屋山を休ませるとい
うことで、別の地域から調達してきまし
たが、次回2022年の御柱祭は伝統にの
っとって御小屋山から調達することにな
りました。そこで、今年の市民登山は、
諏訪大社奥宮と標高2136mの御小屋山
を訪ねます。
※標高差約650ｍ、８月の市民登山にご
参加予定の方は足慣らしも兼ねてご参
加ください
とき ７月26日
（日）
午前９時〜午後２時
（予定）
ところ 美濃戸口・八ケ岳山荘前集合
参加費 500円
（保険料）※当日集めます
※自家用車でご参加の場合は別途駐車
料500円がかかります
申込方法 氏名・生年月日・住所・電話
番号・血液型を電話、メールにてご連
絡ください
申込期間 〜７月19日
（日）
問 茅野市山岳協会事務局
☎090−4949−4548
（午後７時以降にお願いします)
E-mail:chinoalpineclub@gmail.com

第１回 あそびのひろば
入園前のお子さん、１歳半、３歳児健診
を受けて、子育ての悩みや不安も、広場で
交流したり相談すればずいぶん情報が得
られます。こんなあそびなら家でもでき
そう、専門家に相談にのってもらえると
ころがあって安心した等、そんな声を伺
える場を用意しました。ご利用ください。
とき ６月16日
（火）
午前9時30分〜11時30分
ところ 諏訪市いきいき元気館
講師 療育コーディネーター 坂本由紀子 先生
（信濃医療福祉センター）
対象 ３歳児までの親子
※企画しましたが、本年度は中止とさせ
ていただきます。
申込・問 諏訪圏域障がい者総合支援セ
ンターオアシス
☎54−7713 FAX54−7723

こんなときはここへ
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・説明会
相談の種類

日

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。
時

相談場所

連絡先

備

考

トレーニング室
利用者説明会
【要事前予約】

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、
①6/11（木）10：00〜
茅野市総合体育館 説明会当日は、必ず運動用の上履き
総合体育館
②6/17（水）14：00〜
トレーニング室 ☎71−1645 をご持参ください。
③6/23（火）19：00〜
※利用者登録とトレーニング室利用
の仕方の説明です。

法律相談【要予約】
相談員：
①牛山 秀樹 弁護士
②竹村
隆 弁護士

①6/2（火）
13：00〜17：00
②6/10（水）
13：00〜15：00
※電話予約は5/26
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

6/9（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

6/18（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

6/6（土）、6/14（日）
生涯学習課
6/20（土）、6/27（土）
（内線634）
茅野市ひと
・
まち
13：00〜16：00
受付内容：日常生活全般の悩み事
または、
プラザ
※開催日が変更になる
対象者：どなたでも
場合もありますので、 （ゆいわーく茅野） 相談員
初めての方は、事前に
090-8846-0491
ご連絡ください。

若者向けキャリア・コン
サルティング【要予約】 6/3（水）
相談員：ジョブカフェ信州
13：30〜16：30
若年者就業支援アドバイザー
司法書士法律相談
【要予約】

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。

6/10（水）
15：00〜17：00
6/5・12・19・26（金） 茅野市ひと・まち
茅野市社会福祉
9：00〜12：00
プラザ２階
協議会
社会福祉協議会
☎73−4431
①6/6・20（土）
相談室
13：00〜16：00
②6/12・26（金）
18：30〜20：30

心配ごと相談

結婚相談
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市役所8階
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）
617）
市役所6階
までお気軽にご相談ください。
8：30〜17：15
（こども課内） 発達支援センター
（内線618）

女性のための相談
【要予約】

6/20（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、
☎73−0888 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】

6/26（金）
10：00〜12：00

電話予約は平日10：00〜16：00受付。
諏訪地区更生保護
必要な場合には適切な専門機関を
サポートセンター
ご紹介します。
☎55−2786
お気軽にご相談ください。
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諏訪市公民館
302会議室

