
９月13日（日）に開催予定でありました
第14回八ヶ岳縄文の里マラソン大会は、
全国的な新型コロナウイルス感染拡大に
伴い、大会の開催を中止としました。本
大会への参加を楽しみにされていたラン
ナーの皆さんをはじめ、開催に向けてご
協力いただきました関係機関の皆さんに
はどうかご理解いただきますようお願い
します。
問　「八ヶ岳縄文の里マラソン大会」事務局
　　☎72－8399

令和２年７月１日（水）から営業を予定し
ていました茅野市運動公園プールは、新
型コロナウイルス感染症感染拡大防止の
ため、今年度の営業を休止することとい
たしました。
本施設へのご来場を楽しみにされていた
市民の皆さんには大変申し訳ありません
が、ご理解いただきますようお願い申し
上げます。
問　スポーツ健康課スポーツ健康係
　　☎72－8399
　　茅野市運動公園プール
　　☎72－5815

尖石温泉「縄文の湯」・河原温泉「河原の
湯」は木曜日が定休日ですが、７月23日
（木）海の日も休まず営業します。また、
玉宮温泉「望岳の湯」は金曜日が定休日
ですが、７月24日（金）スポーツの日も休
まず営業しますので、ご利用ください。
問　縄文の湯　☎71－6080
　　河原の湯　☎79－6162
　　望岳の湯　☎82－8833

長野県後期高齢者医療広域連合では、高
齢者の方の健康づくり事業の一環として
歯科口腔健診を行います。費用は無料で
すので、この機会に受診しましょう。
受診期間　７月１日（水）～12月30日（水）
　＊新型コロナウイルス感染症の影響に
　　より期間を変更する場合があります。
対象医療機関　県歯科医師会所属の歯科医院
　＊対象医療機関に、直接予約してくだ
　　さい。
費用　無料
　＊健診により治療が必要になった場合
　　は、その治療費は本人負担となります。
対象
（１）昭和19年４月１日～昭和20年３
　　　月31日生まれた方
（２）昭和15年４月１日～昭和19年３
　　　月31日生まれの被保険者のうち、
　　　直近で生活習慣病に係る受診をさ
　　　れた経歴があり、かつ、令和元年
　　　度に歯科医療の受診がなかった方
　※６月下旬に対象者に対し、案内通知
　　と受診券を送付します。
持ち物　受診券、被保険者証、
　　　　お薬手帳（無い場合は、不要です）
問　長野県後期高齢者医療広域連合　　
　　業務課　給付係
　　☎026－229－5320

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

茅野市では、在宅の寝たきりの高齢者な

どの心身のリフレッシュを図り、介護さ

れている方のご負担を軽減する「訪問理

美容助成事業」を実施しています。この

事業にご協力をいただける理髪店または

美容院を、次のとおり募集します。

応募条件　次の①～③の条件を満たし、

　市内に事業所を有する理髪店または美

　容院を応募対象とします。

　①茅野市訪問理美容助成事業実施要綱

　　に基づき、サービス提供を行うこと。

　②保健所から理容所開設検査確認済証、

　　または美容所開設検査確認済証の交

　　付を受けていること。

　③利用者に対する損害賠償保険に加入

　　していること。

応募方法

　茅野市役所　高齢者・保険課　高齢者

　福祉係まで、お電話にてお申込みくだ

　さい。

募集開始　７月１日（水）

　通年で応募を受け付けます。

問　高齢者・保険課　高齢者福祉係

　　（内線334）

医療・福祉

募集スポーツ
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こんにちは茅野市です　放送内容

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

♨ 市営温泉施設は
次の日も営業します

歯科口腔健診を受けましょう
～後期高齢者歯科口腔健診～

訪問理美容を実施していただく
理髪店、美容院を募集します

募
第14回八ヶ岳縄文の里マラソン
大会中止のお知らせ

茅野市運動公園プール
営業休止のお知らせ

ビーナチャンネルは現在特別編成で放送しています。
「こんにちは茅野市です」は、新型コロナウイルス感染症
に関する内容を中心にお伝えします。
「おたっしゃ体操」の放送時間変更
～６月30日
　午前６時30分～、午後０時30分～、午後５時30分～
７月１日～
　午前７時30分～、午後０時30分～、午後５時30分～
自宅で体を動かせる「ヨガ」や「太極拳」などの番組の
放送も予定しています。
放送内容は随時更新しているため、最新の情報はホーム
ページでご覧ください。



夏の行楽シーズンを迎えて、県内外から
多くの観光客が来県されることが予想さ
れます。
この時期は、飲酒運転による交通事故や、
バイクの転倒による重傷事故などが多発
する傾向にあります。
交通ルールを遵守し、思いやりのある運
転で交通事故を防止しましょう。
【運動の基本】
子どもと高齢者の交通事故防止
【運動の重点】
・歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
・高齢者運転者等の安全運転の励行
・飲酒運転の根絶
とき　７月22日（水）から７月31日（金）の10日間
問　建設課交通安全係（内線512）

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）

ツキノワグマが冬眠から目覚める春先や
餌が少ない夏場にツキノワグマと遭遇す
ることが多くなります。ツキノワグマと
の遭遇による人身被害を防ぐため、以下
のことを心がけてください。
◆朝夕の行動は避ける
◆周囲の確認をしっかりとする
◆クマのいる場所に近づかない
◆笛、ラジオ、鈴などの携帯を
◆子グマを見たら立ち去る
◆犬は連れて行かない
問　農林課　鳥獣被害対策係（内線408）

茅野市そば生産者協議会ではJA信州諏訪
と共催で、そば栽培指導会の開催を予定
しています。なお、新型コロナウイルス
感染拡大の状況によっては、中止する場
合があります。また、開催される場合に
おいても、マスクの着用と発熱等の症状
がある場合には出席をご遠慮いただくよ
うお願いします。
とき　７月７日（火）
　　　①午後２時～
　　　②午後３時～
ところ　①JA信州諏訪玉宮集荷所
　　　　②JA信州諏訪茅野市北部集荷所
問　農林課農業支援センター（内線404）

茅野市温泉施設農産物直売所連絡協議会
が運営する｢望岳の湯直売所｣の営業を予
定しています。なお、「縄文の湯直売所」
は出品者減少により本年も営業いたしま
せん。また、新型コロナウイルス感染拡
大の状況によっては、営業を中止する場
合があります。
期間　７月４日（土）～11月28日（土）
　　　毎週水・土曜日
　　　午前９時～午前11時30分
ところ　望岳の湯
問　農林課農業支援センター（内線404）

令和２年度「サマージャンボ宝くじ」、「サ
マージャンボミニ」が下記のとおり発売
されます。今年のサマージャンボ宝くじ
は１等・前後賞合わせて７億円、同時発
売のサマージャンボミニは１等１千万円
（前後賞なし）です。
この宝くじの収益金は、長野県の販売実
績により配分され、市町村の明るく住み
よいまちづくりに使われますので、長野
県内の宝くじ売場でお買い求めください。
販売期間　７月14日（火）～８月14日（金）
発売場所　宝くじ売場
証票単価　300円
抽せん日　８月21日（金）
問　長野県市町村振興協会
　　☎026－234－3611

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。
期間
・年長水曜日コース
　８月26日（水）～10月28日（水）
　　毎週水曜日　全10回
・年中木曜日コース
　８月27日（木）～10月29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　７月20日（月）～30日（木）
申込・問　スポーツ健康課スポーツ健康係
　　　　　☎72－8399

道路沿線や河川敷等、市内全域の美しい
環境を守ろうとする市民意識を高めるこ
とを目的とし、市内一円で清掃活動が行
われます。
実施に伴い、通勤バイパス茅野橋上から
広瀬橋までの両岸が午前８時20分～午
前９時30分まで通行止めになります。
通行には十分な注意とご協力をお願いし
ます。また、清掃活動によるごみの持込
みがありますので、諏訪南清掃センター
の混雑が予想されます。ご理解をお願い
いたします。
とき　７月４日（土）
　　　午前８時30分～午前10時
　　　※予備日　７月11日（土）
問　美サイクルセンター　☎72－2905

お知らせ

広
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茅野市温泉施設農産物直売所

夏の交通安全やまびこ運動 令和２年度
後期幼児トリム教室

「茅野市そば生産者協議会」
栽培指導会

サマージャンボ宝くじ等の発売

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

ツキノワグマによる人身被害
防止の注意喚起

夏季市内クリーンウォーク
および第２回上川アダプト
プログラムを実施します



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・お友達と一緒に

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！人数制限があります。

とき　７月23日（木・祝）

　　　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

どんぐりや、まつぼっくりなどいろいろ

な木の実を使って自分の好きな作品を作

ります。自分だけの素敵な夏の思い出を

作ってみませんか。

とき　７月26日（日）

　　　①午前10時15分～11時30分

　　　②午後１時15分～２時30分

ところ　茅野市図書館２階　おはなしの部屋

参加費　１人300円

対象　市内在住の小学４～６年生（保護

　　　者の方の同伴はご遠慮ください）

定員　各回８名（先着順）

申込期間　６月30日（火）午前10時～

申込・問　茅野市図書館　☎72－9085

７月６日（月）、13日（月）

問　尖石縄文考古館　☎76－2270

７月23日（木・祝）は開館記念日につき無

料開館いたします。

問　尖石縄文考古館　☎76－2270

７月６日（月）、13日（月）、20日（月）、
27日（月）
問　茅野市図書館　☎72－9085

子ども（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てみましょう。
とき　７月４日（土）、５日（日）
　　　午後１時～４時30分
ところ　茅野市図書館
　　　　２階閲覧室・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　～７月２日（木）
問　茅野市こども読書
　　活動応援センター
　　☎75－1250

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　７月９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

「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　７月11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

新型コロナウイルス対策のため、入館時

に体温測定・ご連絡先の記入をお願いし

ています。また体験学習の受け付けは当

面の間中止しています。詳しくは当館

HPをご覧いただくか、直接お問い合わ

せください。

問　文化財課考古館係　☎76－2270

７月６日（月）、13日（月）、20日（月）、

27日（月）

問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

星空と地上風景を同一画面におさめた幻

想的な写真を展示します。

会期　７月18日（土）～９月22日（火・祝）

会場　八ヶ岳総合博物館

料金　通常入館料

問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300
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尖

尖 開館記念日　無料開館

図書館でティータイムを

図書館
７月の休館日

親子でチャレンジ！
調べ学習講座

夏休みクラフト講座
～夏休みの思い出を作ろう！～

尖石縄文考古館
７月の休館日

博 企画展
「星の風景　星景写真展Ⅱ」

博 八ヶ岳総合博物館
７月の休館日

茅野市図書館
図書館を飾ろう！

図書館

尖石縄文考古館

八ヶ岳総合博物館

茅野高校図書委員さんと楽しむ
わくわくおはなし会尖 尖石縄文考古館からの

お知らせ

くるみの木と天の川（撮影　前田 徳彦）



夏休みの博物館で、普段できない学習体
験をしてみませんか。自然や科学に親し
む講座を行います。（要申込）
対象は小・中学生。
申込開始日　７月７日（火）
　　　　　　午前10時から受付。
 ※定員に達し次第、受付終了。キャン
　　セル分は、当日午前８時30分より
　　電話で受け付けます。
①鳥も驚く本格的なバードコールを作ろう！
とき　７月23日（木・祝）
　　　午前９時30分～11時
講師　笠原修さん（市民研究員実験工作
　　　グループ）
定員　８名
参加費　300円
②水平コマ型日時計作りに挑戦してみよう！
とき　７月24日（金・祝）
　　　午前９時30分～11時
講師　若宮崇令さん（市民研究員実験工
　　　作グループ）
定員　８名
参加費　300円

③小枝や木の実で楽しいネイチャークラ
　フトに挑戦しよう！
とき　７月25日（土）
　　　午前９時30分～11時
講師　福田勝男さん（茅野ミヤマシロチ
　　　ョウの会　会長）
定員　８名
参加費　300円
④諏訪地方の名物・寒天のヒミツを解き
　明かそう。食べる宝石「こはく糖」を
　作ろう！
とき　８月１日（土）午前９時30分～正午
講師　博物館職員
定員　８名
参加費　300円
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！初心者も楽しく
体験できます。お気軽にご参加ください。
とき　７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　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）
　　　＊申込みは一人ずつ、１回まで
申込開始　６月20日（土）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　７月19日（日）
　　　午後１時30分～３時30分
　　　または、23日（木・祝）午後７時～９時
ところ　総合博物館
参加費　500円（資料代・初回のみ）
申込　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

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　７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

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。
７月は「星時計を作ろう」。
とき　７月19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　８名（要申込）
参加費　300円
参加資格　小学生以上
申込開始　６月20日（土）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

藍の生葉で絹のストールを染めます。

とき　７月26日（日）午前10時～正午

ところ　総合博物館

定員　10名

参加費　2,000円（材料費）

持ち物　エプロン、帽子、ゴム手袋

申込期間　７月２日（木）午前10時～

問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

とき　土・日曜日および祝日

　　　＊投影休止の日もあります。

　　　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10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

夏の星座観察をしたり、望遠鏡を使った

天体観察を行います。

とき　７月11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

申込期間　６月20日（土）から受付

申込・問　八ヶ岳総合博物館

　　　　　☎73－0300
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さきおりでランチョンマット

古文書解読講座博

博夏休み子ども教室博

古文書相談会

博物館で星空観察会

博

毎月お楽しみ会
草木染博

プラネタリウム７月のテーマ
「北極星と南極星」博

博

作って遊ぼう！
ワクワク科学工作博



７月６日（月）～８日（水）、13日（月）、
20日（月）、27日（月）
問　神長官守矢史料館　☎73－7567

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）

４月３日、社会福祉法人つるみね福祉会
が運営する「児童家庭支援センターつつ
じ」が茅野駅前の商業施設ベルビア内に
開所しました。岡谷市の児童養護施設つ
つじが丘学園と連携した支援体制をとっ
ています。
※児童家庭支援センターは、地域の子ど
　もやご家庭の相談を受けたり、地域の
　専門機関と協力して、子どもたちを取
　り巻く様々な課題を一緒に考える場所
　です。
ところ　ベルビア３階（茅野駅前）
相談料　無料
何ができるの？
・子育てに関する相談ができます。
・子どもや家族の心のケアを行っていま
　す。
・里親家庭や里親希望の方をサポートし
　ています。
相談時間
月曜日から土曜日　午前10時～午後５時
（木曜日、日曜日、祝祭日は休み）
※必要に応じて時間外対応いたします。

児童福祉に関する知識を持ち、地域の市
町村・保育園・学校と連携する「相談員」、
里親に関することは「里親支援専門相談
員」、子ども・家庭・支援者の心のケアは
「心理士」といったスタッフが多方面から
皆さんをサポートします。
問　児童家庭支援センターつつじ
　　☎75－1108

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　７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
参加費　無料
申込期間　６月20日（土）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

地域にゆかりのある作家の作品を収集・
展示する茅野市美術館。2020年で開館
40周年を迎えます。第１期収蔵作品展で
は、これまで当館の企画展にて特集して
きた８人の画家の作品を取り上げます。
茅野市で生まれ育った者、教員として過
ごした者、蓼科高原を愛し滞在した者な
ど、この地域との出会いは様々です。本
展を通して、それぞれの地域との「出会
い」をみつめます。
［展示作家］小堀四郎、篠原昭登、田村一
男、中尾彰、松樹路人、宮芳平、矢﨑博
信、矢崎牧廣
とき　～７月６日（月）
　　　午前10時～午後6時
ところ　茅野市美術館 常設展示室
観覧料　無料
※新型コロナウイルス感染症の影響によ
　り変更等が生じる場合がございます。
問　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　☎82－8222

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　７月26日（日）雨天決行
受付時間　午前９時～正午
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　７月８日（水）午後２時～
審査会　７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

ゆずります
一輪車（タイヤ２ヶタイプ）／加湿器／小
型冷蔵庫（２ドア）／布団１セット（かけ２
枚）／組布団２組／コタツセット一式／座
卓／マッサージャー（肩用）

ゆずってください
囲碁セット／マレットゴルフスティック／
昭和歌謡アルバム／ヤシカのカメラ（旧
型）／100㎜ベルトサンダー／サンダー
ポリッシャー／コーヒーミル／パソコン
（オフィス機能付）／プリンター／園児服
（夏用M）

※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７
◆固定資産税・都市計画税
◆国民健康保険税　◆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（１期）
【納期限・振替日　７月31日（金）】

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

その他施設・団体等

こんなときはここへ

星空観望会

八ヶ岳総合博物館
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博

第１期収蔵作品展
「それぞれの出会い」

茅野市美術館

美

守

児童家庭支援センターつつじ

神長官守矢史料館
７月の休館日

守矢史料館



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：
　河嶋　恒平 弁護士

行政相談
相談員：行政相談委員

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

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

7/14（火）
9：00～12：00

7/16（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

司法書士法律相談
【要予約】

7/8（水）
15：00～17：00

7/3・10・17（金）
9：00～12：00

①7/4・18（土）
13：00～16：00
②7/10・24（金）
18：30～20：30

7/31（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。

下諏訪商工会議所
会館２階

（下諏訪町4611）

7/11（土）10：30～、
11：30～、13：30～、
14：30～

家庭教育センター
☎73－0888

☎28－6666

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。

主催：関東信越税理士会諏訪支部

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

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）

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】

①7/9（木）10：00～
②7/15（水）14：00～
③7/21（火）19：00～
※閉鎖期間延長の場合は
　中止となります。

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

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※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）

7/7（火）
　13：00～17：00
※電話予約は6/30
　　　　　　8：30～

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。

7/1（水）
13：30～16：30

市役所8階
相談室

商工課
（内線435）
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税務相談所【要予約】

7/4（土）、12（日）
18（土）、25（土）
13：00～16：00


