お住まいの地域には、助け合いの
つながりがありますか
◆コミュニティ組織立ち上げ支援
及び区・自治会への加入◆
あなたのお住まいの地域では、ご近所同
士でお互いに助け合うことができますか。
近年各所で地震や豪雨などの大災害が頻
発しています。防災や防犯、福祉の面で
もご近所同士の助け合い、支え合いは大
切です。茅野市には、98の区や自治会
があり、安心、安全な住みよい地域づく
りのために大きな役割を果たしています。
区・自治会がない地域で、助け合いや支
え合いの組織をお考えの場合は、お近く
の地区コミュニティセンターにご相談く
ださい。
また、区・自治会に加入していない方は、
お住まいの地域の区・自治会に加入して
一緒に地域づくりに参加しましょう。
問 パートナーシップのまちづくり推進課
（内線142）

立木の伐採の届出について
茅野市の森林整備計画区域内の立木の伐
採を行うときは、森林法の定めにより
「伐
採及び伐採後の造林の届出書」
の提出が必
要です。
伐採予定地が茅野市の森林整備計画区域
に含まれているかのご確認は、農林課林
務係へお問い合わせください。
■伐採届けについて
森林や立木の伐採をする場合は、事前の
届出が必要です。伐採届の提出は、伐採
を行う90日前から30日前までに必要と
なりますので、早めの手続きをお願いい
たします。
また、災害等に際し、緊急に伐採する場
合は、事後の届出が必要となります。判
断が難しい場合はお問合せ下さい。
■別荘分譲地内での立木の伐採について
別荘分譲地内での立木の伐採につきまし
ては、管理事務所への申請が必要となる
場合がありますので、伐採前に各管理事
務所へご確認いただくようお願いします。
■届出方法
農林課林務係窓口または、茅野市ホーム
ページに様式がありますので、必要書類
添付の上、農林課林務係へご提出くださ
い。
問 農林課 林務係（内線405）

茅野市情報プラザのご紹介
開館時間 午前10時〜午後６時
休館日 月曜日（月曜日が祝日および振
替休日の場合は翌日）
年末年始（12月29日〜１月３日）
新型コロナウイルス感染拡大防止対策
等で臨時休館になる場合があります。
ご利用の際はお問い合わせください。
臨時休館日（確定分）
８月10日
（月）
〜24日
（月）
ところ 公立諏訪東京理科大学 生涯学
習センター内
施設紹介
・個人でパソコン・インターネットが利
用できる施設です。施設の使用は無料
です。
・Windows10でワード、エクセル、パ
ワーポイントをご利用いただけます。
・持ち込まれたUSBメモリーの利用も
可能です。
・ADF付スキャナー
（Ａ４サイズ）、フラ
ットベット型スキャナー（Ａ３サイズ）
をご利用いただけます。
・プリンターによる印刷（有料）も行えま
す。利用枚数に制限があります。
（50
枚まで）
・ご自分のパソコン、スマートフォン等
を持ち込み、無線または有線でインタ
ーネットをご利用いただけます。なお、
Windows7の持ち込みはできません。
※ただし、一部利用できないパソコン及
び閲覧できないサイト、用意できない
ソフトがございますので、初めて来館
される方につきましては、事前にお問
い合わせください。
※市が運営する公衆無線LANスポットに
ついては、一部セキュリティ確保のた
め、閲覧できないページがあります。
（フィルタリング）
茅野市の情報がわかる、地域コミュニテ
ィサイト「茅野市どっとネット」もご利
用ください。
https://www.chinoshi.net/
問 茅野市情報プラザ
☎0266−82−7602

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

お知らせ
浄化槽の維持管理
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水
を浄化する設備なので、微生物が活動し
やすい環境を保つように維持管理するこ
とが大切です。人間と同じように日頃か
ら健康管理（保守点検、清掃）を行い、定
期的に健康診断（法定検査）を行う必要が
あります。
保守点検
装置が適切に動き、いつもきれいな処理
水を保つため、定期的に槽内の微生物の
管理や装置の点検、調整をしましょう。
作業は県知事の登録を受けた業者に依頼
してください。
清掃
浄化槽内にたまった汚泥、異物などを抜
き出し、浄化槽内の調整・洗浄をしまし
ょう。汚泥がたまりすぎると、水質低下
や悪臭の原因になります。作業は市町村
の許可を受けた清掃業者（㈲茅野市清掃
協会☎72−7722）
に依頼してください。
法定検査
浄化槽は車検と同じように法定検査を受
けることが義務づけられています。新し
く設置後３か月から８か月の間に検査を
し、その後は年一回の検査を受けなけれ
ばなりません。法定検査の受検について
は、公益社団法人長野県浄化槽協会

検

査センター諏訪分室☎53−6201まで
お問い合わせください。
大切な水環境を守るために、浄化槽の正
しい維持管理を実施しましょう。
問

環境課

公害衛生係

（内線264・265）
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茅野市美術館
CONTACT−つながる情景
美
阿部祐己・源馬菜穂・林遼・吉野剛広
2020年に開館40周年を迎える茅野市
美術館では、茅野市出身の写真家・阿部
祐己（1984−）、諏訪市出身の画家・源
馬菜穂（1985−）、下諏訪町出身の彫刻
家・林遼（1985−）、北杜市在住の画家・
吉野剛広（1967−）の現代作家４人の展
覧会を開催します。
とき ７月24日（金・祝）〜９月６日（日）
午前10時〜午後６時 ※火曜休館
ところ 茅野市美術館
観覧料 一般500円、高校生以下無料
問 茅野市美術館（茅野市民館内）
☎0266−82−8222

図書館の怪談
夏の終わりに背筋がひんやりするような、
ちょっぴりこわ〜いおはなしはいかがで
しょう。
いつもとは違った雰囲気が漂う夜の図書
館へご家族みなさんで涼みに来てください。
とき ８月27日
（木）午後７時〜８時
開場 午後６時45分
ところ 茅野市図書館２階 閲覧室
定員 25名
（申込先着順）
申込期間 ８月１日
（土）午前10時〜
申込・問 茅野市図書館
☎0266−72−9085

尖石縄文考古館

美

寿齢讃歌−人生のマエストロ−
写真展15

お年寄りを被写体にした公募写真展。人
生を積み重ねた高齢者の奥深い表情や、
生活を営む姿を捉えた写真を展示します。
とき ９月12日（土）〜27日
（日）
午前10時〜午後６時 ※火曜休館
ところ 茅野市美術館 企画展示室
観覧料 無料
問 茅野市美術館（茅野市民館内）
☎0266−82−8222

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
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
☎0266−72−8399
茅野市運動公園プール
☎0266−72−5815

第14回八ヶ岳縄文の里
マラソン大会中止

尖
阿部祐己《「Trace of Mountain」より》

茅野市運動公園プール
営業休止

尖石縄文考古館 無料開館日

７月23日
（木・祝）開館記念日
８月23日
（日)
仮面の女神誕生日
（出土日)
９月８日（火)
縄文のビーナス誕生日
（出土日)
問 尖石縄文考古館
☎0266−76−2270

尖

令和２年９月13日（日）に開催を予定し
ていました第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
いたしました。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にはどう
か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
☎0266−72−8399

図書館

尖石縄文考古館・青少年
自然の森 休館日

７月６日
（月）
・13日
（月）
、８月24日
（月）
・
31日（月）、９月７日（月）・14日（月）
・
23日
（水）
・28日
（月）
問 尖石縄文考古館
☎0266−76−2270

図書館休館日
「広報ちの」の自動配信も！

「寿齢讃歌‐人生のマエストロ‐写真展14」より
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７月６日（月）、13日（月）、20日（月）、
27日
（月）
８月３日（月）、11日（火）、17日（月）、
24日
（月）
、28日
（金）
、31日
（月）
問 茅野市図書館
☎0266−72−9085

博

企画展「星の風景 星景写真展Ⅱ」

博

古文書解読講座

茅野市内における江戸時代の文書を使い、
星空と地上風景を同一画面におさめた幻
古文書の解読をやさしく学ぶ連続講座で
想的な写真を展示します。
す。日曜日の午後と木曜日の夜に開講し、
会期 ７月18日
（土）
〜９月22日
（火・祝）
内容は同じですので、ご都合にあわせて
会場 八ヶ岳総合博物館
受講していただけます。
料金 通常入館料
とき
問 八ヶ岳総合博物館
【日曜
（昼）
コース】
☎0266−73−0300
７月19日
（日）
、８月23日
（日）
、
９月20日（日）
午後１時30分〜３時30分
【木曜
（夜）
コース】
７月23日
（木・祝）
、８月27日
（木）
、
９月24日
（木）午後７時〜９時
ところ 総合博物館
参加費 500円
（初回受講時）
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
☎0266−73−0300
くるみの木と天の川（撮影 前田 徳彦）

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 ７月25日（土）、８月22日（土）、
９月26日（土）
いずれも 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 各回20名（要申込）
参加費 無料
申込開始 各回実施前月20日（休館日
の場合、翌開館日）から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎0266−73−0300

博

昼間の星を見る会

大型天体望遠鏡を使って昼間の空の星を
観察します。
とき ７月26日（日）午前10時〜11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 ６月20日（土）から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎0266-73−0300

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）
、
８月８日
（土）
、９日
（日）
、
９月12日
（土）
、13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回まで
申込期間 実施前月20日（休館日の場
合、翌開館日）から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎0266−73−0300

博

ワクワク科学工作

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
「星時計を作ろう」
、９月
「紙コップを
使っておもちゃを作ろう」
。
とき ７月19日
（日）
、９月13日
（日）
いずれも午前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 各回16名
（要申込）
参加費 300円
参加資格 小学生以上
申込開始 各回実施前月20日（休館日
の場合、翌開館日）から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎0266−73−0300

八ヶ岳総合博物館

博

八ヶ岳総合博物館
休館日

７月６日（月）、13日（月）、20日（月）、
27日
（月）
８月３日
（月）
、11日
（火）
、17日（月）
、
24日
（月）
、31日
（月）
９月７日（月）、14日（月）、23日（水）、
28日
（月）
問 八ヶ岳総合博物館
☎0266−73−0300

博

八ヶ岳総合博物館からの
お知らせ

多くの方に安心してご利用いただけるよ
う、次のことについてご理解いただけま
すよう、お願いいたします。
・体調の優れない方の入館はご遠慮いた
だいております。
・来館の際は、感染予防（手洗い・マス
ク着用等）のご協力をお願いいたしま
す。館内各所にアルコール消毒液を設
置しておりますのでご利用ください。
・入館時のアンケート（健康状態・連絡
先）にご協力をお願いいたします。
・館内での飲食はご遠慮いただいており
ます。
問 八ヶ岳総合博物館
☎0266−73−0300

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 ７月25日（土）、８月29日（土）、
９月26日
（土）
いずれも午後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
☎0266−73−0300
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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

守矢史料館

博

身近で見られるキノコの実物を展示し解
説します。鑑定も行います。
会期 ９月20日（日）〜21日（月・祝）
午前10時〜午後４時
ところ ワークラボ八ヶ岳
（ベルビア２階）
料金 無料
問 八ヶ岳総合博物館
☎0266−73−0300

毎月お楽しみ会
博 博物館でお月見会・
月夜のおはなし会
読書推進グループ読りーむinちのの皆さ
んによるおはなし・紙しばいや、月や星
にまつわるお話をします。
とき ９月26日
（土）午後７時〜９時
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
☎0266−73−0300

博

神長官守矢史料館
休館日

守

７月６日（月）〜８日（水）、13日（月）、
20日（月）、27日（月）
８月３日（月）、11日（火）、17日（月）、
24日（月）、31日（月）
９月７日（月）、14日（月）、23日（水）、
28日（月）
問 神長官守矢史料館
☎0266−73−7567

守

企画展「戦国武将からの手紙」

守矢文書にある戦国武将の書状を展示し
ます。
会期 ８月８日（土）〜10月11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
☎0266−73−7567
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キノコ展

夏休み子ども教室

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 小・中学生
申込期間 ７月７日
（火）午前10時〜
※定員に達し次第、受付終了。キャン
セル分は、当日８時30分より電話
で受け付けます。
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎0266−73−0300
講座内容
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

博

毎月お楽しみ会 草木染

藍の生葉で絹のストールを染めます。
とき ７月26日
（日）
、８月30日
（日）
午前10時〜正午
ところ 総合博物館
定員 各日10名
参加費 2,000円
（材料費）
持ち物 エプロン、帽子、ゴム手袋
申込開始 【７月開催】７月２日（木）
、
【８月開催】８月４日（火）
いずれも午前10時から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎0266−73−0300

博

植物観察会

蓼科サイクリングロード周辺の植物観察
を行います。
（土）午前８時30分〜正午
とき ９月12日
講師 岩波均さん（市民研究員植物グル
ープ指導者）
参加費 無料
（要申込）
服装・持ち物 歩きやすい服装、飲み物、
記録帳等
申込期間 ８月20日
（木）
から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎0266−73−0300

博

コケ観察会

青少年自然の森周辺のコケ観察と学習を
行います。
とき ９月17日
（木）午後１時〜３時
集合場所 尖石縄文考古館駐車場
講師 平岡照代さん
（平岡環境科学研究所）
参加費 無料
（要申込）
服装・持ち物 歩きやすい服装、飲み物、
記録帳等
申込期間 ８月20日
（木）
から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎0266−73−0300

博

キノコ観察会

午前中は吉田山でキノコを観察します。
午後は博物館で観察したキノコについて
学習します。
（午前のみの参加も可能です。
）
とき ９月19日
（土）午前９時〜午後４時
ところ 吉田山
講師 小山明人さん
（菌類懇話会）
参加費 無料
（要申込）
持ち物 昼食、飲み物、歩きやすい服装
申込開始 ８月20日
（木）
から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎0266−73−0300

