
新型コロナウィルス感染症緊急経済対策
として、一人10万円の給付をしていま
す。
対象　４月27日時点で、住民基本台帳
　　　に記録されている者
　　　受給権者は、世帯の世帯主
申込期間　～８月24日（月）
問　特別定額給付金室
　　（内線567・568・569）

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）

茅野市平和祈念式実行委員会では、今年
も核兵器の廃絶と世界の恒久平和の実現
を祈念して、「平和祈念式」を行います。
75年前、広島に原爆が投下された時刻
に、参加者全員で黙とうを行い、献花を
します。当日は、二度とあの恐ろしい体
験を繰り返さないよう、平和への願いを
込めた折鶴などをお持ちください。
とき　８月６日（木）
　　　午前８時～午前８時30分
ところ　茅野市運動公園　平和の塔前
参加費　無料
主催　茅野市平和祈念式実行委員会
後援　茅野市、茅野市教育委員会
問　総務課行政係（内線132）

河原の湯、縄文の湯は木曜日、望岳の湯は
金曜日が定休日ですが、８月13日（木）、
14日（金）休まず営業しますので、ご利
用ください。
問　河原の湯　☎79－6162
　　縄文の湯　☎71－6080
　　望岳の湯　☎82－8833

400㎖献血を実施します。
あなたの勇気ある一歩が尊い命を救いま
す。ご協力をお願いします。
とき　８月13日（木）午前10時～正午
　　　午後１時～午後３時30分
ところ　茅野市役所議会棟
対象　男性：17歳～69歳
　　　女性：18歳～69歳
問　健康づくり推進課（茅野市健康管理
　　センター内）☎82－0105

中止になっていたB・C型肝炎検査が再開
しました。対象の方には通知を送付しま
した。通知が届いていない方で、ご希望
の方はお問い合わせください。
申込・問　健康づくり推進課（健康管理
　　　　　センター内）☎82－0105

戦争による犠牲者を追悼し、恒久平和の
実現を祈る「茅野市戦没者等合同追悼式」
を開催します。
一般参加もできますので、ご来場ください。
とき　８月22日（土）午後２時～
ところ　茅野市民館　マルチホール
問　地域福祉課福祉21推進係（内線302）

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

長野県では、障害のある方の文化芸術活
動の振興と社会参加を図るために「長野
県障がい者文化芸術祭」を開催します。
応募作品は令和元年８月以降に制作をし
たもので、規格や詳細につきましては下
記までお問い合わせください。
今年度は、新型コロナウイルス感染症対
策のため、展示会場のほかWEBサイト
上での作品展示も行います。
※新型コロナウイルス感染症の発生状況 
　によっては開催中止となる場合もあり
　ますので、ご了承ください。
申込期間　～８月７日（金）
部門　絵画、手芸、工芸、書道、写真、
　　　文芸
■文化芸術祭
とき　９月17日（木）～22日(火)　
　　　午前９時30分～午後４時30分
ところ　長野県障がい者福祉センター　
　　　　「サンアップル」
申込・問　地域福祉課障害福祉係
　　　　　（内線316）

８月８日（土）に予定していました茅野ど
んばんは、新型コロナウイルス感染症感
染拡大防止のため、中止となりました。
問　地域戦略課広報戦略係（内線234）

８月８日（土）に茅野どんばん会場内の消
防まつりにおいて予定していた写生大会
は、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、今年度は中止とさせていただきま
す。
問　茅野市防火協会　☎72－0119

医療・福祉

募集
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献血のお願い

写生大会中止

今年の茅野どんばんは中止します
「平和祈念式」を開催します

♨ 市営温泉施設は
次の日も営業します

特別定額給付金の申請は
お済みですか？

B・C型肝炎検査再開

茅野市戦没者等合同追悼式

立木の伐採の届出に
ついて

「第23回長野県障がい者文化
芸術祭」出展作品募集

募

お知らせ



尖

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　☎72－9085

夏の終わりに背筋がひんやりするような、
ちょっぴり怖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
図書館に、ご家族皆さんで涼みにきてく
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（定員になり次第締切）
申込期間　８月１日（土）午前10時～
申込・問　茅野市図書館　☎72－9085

８月３日（月）、11日（火）、17日（月）、
24日（月）、31日（月）
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

８月21日（金）はふるさと応援団の方は、
観覧料が無料です。
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

総額は2,266,023円でした。ご協力あ
りがとうございました。

皆さんからいただいた募金のうち、約７

割が茅野市へ事業交付金として配分され、

市内各小中学校や公園、各区・自治会な

どの公共施設の緑化、新入学児童への記

念樹の配布などの緑化推進事業に役立て

られます。

問　農林課 林務係（内線405）

茅野市そば生産者協議会ではそばの刈取
り申込みを受付けます。
JA信州諏訪両営農センター窓口に用意さ
れる「申込書」と「栽培日誌」を提出し、「刈
取委託立札」を必要枚数（圃場数）受け取
ってください。
期間　８月13日（木）～８月31日（月）
ところ　JA信州諏訪茅野市営農センター、
　　　　南部センター
問　農林課農業支援センター（内線404）

図書館

尖石縄文考古館

広

　告
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令和２年度
緑の募金運動の報告

茅野市そば生産者協議会
そばの刈取り申込受付開始

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

テレビを観ながら体を動かせる番組を放送しています。
・「おたっしゃ体操」
　午前７時30分～、午後０時30分～、午後５時30分～
・「いきいき健幸ルーム講座」おたっしゃ体操終了後
　７月～９月は太極拳講座をお届けします。８月は「基
　礎練習」です。
・「おうちでチャレンジ かんたんピラティス」
　午前11時30分～、午後３時30分～
・メディカルヨガ
　「シニアクラス」午前８時30分～、午後７時30分～
　「レディースクラス」午前９時30分～、午後８時30分～
　「メンズクラス」午前10時30分～、午後９時30分～

情報公開等の実施状況
茅野市情報公開条例及び茅野市個人情報保護条例の規定により、令和元年度の
運用状況について公表します。
1 情報公開制度の運用状況

図書館
８月の休館日

図書館の怪談

ふるさと応援団観覧無料

尖石縄文考古館
８月の休館日

尖

問　総務課行政係 （内線132）

建設工事等設計単価に関すること

公共工事金入設計書に関すること

住居表示に関すること

登記異動修正済の地番図に関すること

賃貸借契約書に関すること

土地・家屋課税台帳に関すること

証明書等交付請求書に関すること

プロポーザルに関すること

筆界入り航空写真に関すること

地方財政状況調査表に関すること

　　　　　　　 計

全部公開２件

全部公開４件

全部公開２件

全部公開１件

部分公開１件

非公開１件

不保有１件

全部公開２件

部分公開１件

全部公開１件

全部公開１件

　　17件

情報公開の請求事項 請求に対する決定状況

2 個人情報保護制度の運用状況
（１）個人情報取扱事務の届出につ
　いて
　個人情報を取り扱う事務につい
　ては、その目的や、どのような
　個人情報を取り扱うかなどを、
　個人情報取扱事務届出書に記録
　しています。この届出書は、ど
　なたでも閲覧できます。
（２）開示請求、訂正請求等につい
　て
　自己情報の開示等の請求は、４
　件ありました。



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）
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

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。
本展は、宝く
じ助成金を使
い実施します。
とき　７月24日（金・祝）～９月６日（日）
　　　午前10時～午後６時
　　　※火曜日休館
ところ　茅野市美術館
観覧料　一般500円、高校生以下無料
【関連イベント】
■アーティストトーク―林遼・吉野剛広
とき　８月23日（日）午後２時開始 
ところ　茅野市民館ロビー
話し手　林遼（彫刻家）、吉野剛広（画家）
参加費　無料
定員　30名（先着、要事前申込、８月１
　　　日受付開始）
■アーティストトーク―阿部祐己・源馬菜穂
とき　８月29日（土）午後２時開始 
ところ　茅野市民館ロビー
話し手　阿部祐己（写真家）、源馬菜穂（画家）
参加費　無料
定員　30名（先着、要事前申込、８月１
　　　日受付開始）
申込・問　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　　　　☎82－8222

この事業は、厚生労働省から補助を受け
実施しているもので、先の大戦で父等を
亡くした戦没者の遺児の方を対象として、
父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼
を行うとともに、同地域の住民と友好親
善を図ることを目的としています。
参加費　10万円
※実施地域等詳細はお問い合わせください。
問　茅野市遺族会
　　☎72‐2705（神林）

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

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　８月22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
申込期間　７月21日（火）から受付
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　８月30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21日（火）午前10時～
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

８月３日（月）、11日（火）、17日（月）、
24日（月）、31日（月）
問　神長官守矢史料館　☎73－7567

８月３日（月）、11日（火）、17日（月）、
24日（月）、31日（月）
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　８月８日（土）、９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　７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　８月23日（日）
　　　午後１時30分～３時30分
　　　または 27日（木）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　８月29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
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八ヶ岳総合博物館企画展「戦国武将からの手紙」守

さきおりでランチョンマット

星空観望会

博

古文書解読講座博

古文書相談会博

八ヶ岳総合博物館
８月の休館日博

プラネタリウム８月のテーマ
「ガリレオ衛星」博

神長官守矢史料館
８月の休館日守

博

草木染博

戦没者遺児による慰霊友好
親善事業　参加者募集

その他施設・団体等
守矢史料館

CONTACT－つながる情景
阿部祐己・源馬菜穂・林遼・吉野剛広

茅野市美術館
美
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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。
家庭の庭から出た草木はたい肥化など、
なるべく土に返しましょう。また、「燃え
るごみ」としても処分できます。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)

■リフォームタイプ

住宅のリフォームにかかる工事費の20％

まで、最大50万円を助成します。

対象工事：省エネルギー化工事で、あわ

せてバリアフリー化、県産木材を使用、

自然エネルギー設備を導入したリフォー

ム工事をする場合や子育て世帯及び移住

世帯は助成額が増額されます。

※助成を受けるには、工事の契約をする

前に長野県への申請が必要です。

■新築タイプ

環境にやさしく、体にやさしい。

地域の工務店で建てるあたたかな住まい

で、快適・健康に暮らしませんか？

最新の住宅省エネ基準に適合し、県産木

材を活用した住宅を新築する場合に、

30～80万円を助成します。

詳しくは、HP「環境配慮型住宅助成金」

で検索してご確認ください。

申込・問　長野県　建築住宅課

　　　　　☎026－235－7339

中小企業退職金共済制度（「中退共制度」）

は、中小企業退職金共済法に基づき設け

られた中小企業のための国の退職金制度

です。中退共制度をご利用になれば、安

全・確実・有利で、しかも管理が簡単な

退職金制度が手軽に作れます。

　中退共制度なら………

○掛金の一部を国が助成します。

○掛金は全額非課税。手数料も不要です。

○社外積立型なので、管理が簡単です。

○パートタイマーさんも加入できます。

問　（独）勤労者退職金共済機構

　　中小企業退職金共済事業本部

　　☎03－6907－1234

　　FAX03－5955－8211

自衛官候補生を募集しています。
資格は下記のとおりです。
詳細については、茅野地域事務所までお
気軽にお問い合わせください。
募集資格　18歳以上33歳未満
受付期間　年間を通じて受付
試験科目　筆記試験、口述試験、適正検
　　　　　査および身体検査
試験日程　受付時にお知らせ
入隊時期　採用予定通知書でお知らせ
　採用後「自衛官候補生」（特別職国家公
　務員）に任命され、自衛官となるため
　に必要な教育訓練に専念する新しい採
　用制度です。
　自衛官候補生として所要の教育を経て
　３ヶ月後に２等陸・海・空士（任期制
　自衛官）に任命します。任期制自衛官
　とは、陸上自衛官は１年９ヶ月（一部
　技術系は２年９ヶ月）、海上・航空自衛
　官は２年９ヶ月を１任期（２任期目以
　降は各２年）として勤務する隊員です。
　教育訓練を受けた後に各部隊・基地等
　に配属されます。約９ヶ月後、１等陸・
　海・空士に昇任し、さらに１年後、陸・
　海・空士長に昇任します。
問　茅野地域事務所（茅野商工会議所１階）
　　☎82－6785

個人事業税は、個人で製造業・請負業・
物品販売業・不動産貸付業・医業などの
事業を行っている方に課税される県の税
金です。
今年度の納税通知書を８月中旬に発送し
ますので、お手元に届きましたら、納期
限までに納めてください。
金融機関窓口、県税事務所窓口、コンビ
ニエンスストアでの納付（納付額30万
円以下に限る）、ペイジー納付に加え、
スマートフォン決済アプリ「Pay Pay」
「LINE Pay」もご利用いただけるようにな
りました。
また、新型コロナウイルスの影響により、
納税が困難な方につきまして、徴収猶予
の特例制度が設けられています。前期分
については納期限の８月31日（月）までの
申請となりますので、お早めにご相談く
ださい。
問
【課税についての問い合わせ先】
　長野県南信県税事務所（伊那合同庁舎内）
　☎0265－76－6807
【徴収猶予についての問い合わせ先】
　長野県南信県税事務所諏訪事務所（諏
　訪合同庁舎内） 
　☎0266－57－2906
徴収猶予の特例制度について（県ホーム
ページ）URL
https://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/
kurashi/kenze/aramashi/covid-19.html

自衛官候補生募集長野県からのお知らせ
環境配慮型住宅助成金

ご存じですか？
「中退共」の退職金制度

個人事業税（前期分）の納期限は
８月31日（月）です

野焼きは違法です!

「広報ちの」の自動配信も！

▲野焼きで黒い煙があがる様子



説明会　８月12日（水）午後２時～

審査会　８月21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

ベビーベッド／バウンサー／BS110℃

アンテナ／鉄平石／オーブンレンジ／コ

タツ（長方形、掛布団付、６人用）／チャ

イルドシート／ミニコンポ／ワンコーン

スピーカー

ゆずってください

マキ割り用斧／ミシンの置き台

※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。

「里親（養育里親）」を知っていますか。さ
まざまな理由で家族と暮せない子どもを、
家族と暮せるようになるまでの間、家庭
に迎え入れて一緒に暮らし、育ちをサポ
ートする、子どものための制度です。諏
訪の地域に里親が増えることで、子ども
が慣れ親しんだ諏訪から離れずに育つこ
とができます。制度を知ってもらうこと
で、里親や里親家庭で暮らす子どもたち
を支える地域づくりに取り組んでいます。
「里親になってみたい」「制度を知りたい」
など…個別説明会にお越し下さい。
とき　８月10日（月・祝）
　　　午前10時30分～午後０時30分
　　　※予約は不要です
ところ　茅野駅前ビルベルビア３階
　　　　こども館0123　会議室
内容　里親制度の説明、里親の体験談、
　　　DVD上映など
問
①児童家庭支援センターつつじ　　
　☎75－1108
　（受付：月～水、金・土　※祝日休み
　　　　　午前10時～午後５時）
②諏訪児童相談所
　☎52－0056
　（受付：平日午前８時30分～
　　　　　　　　　　午後５時15分）
　※９月以降も、毎月第２月曜日午前に
　　児童家庭支援センターつつじで開催
　　します。（会場を変更する場合があ
　　ります）

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）

現在、わが国では空き家が急速に増え続

けております。長野県の空き家率は19.6

％で全国３位です。もはや放置すること

ができない空き家問題について、私たち

司法書士は、相続や遺言、不動産登記に

携わっている専門性を活かせるのではな

いかとの思いから、平成29年度から３

年連続でこの相談会を開催しています。

とき　８月10日（月）午前10時～午後４時

相談先　☎0120－448－788

　　　　※相談は無料、秘密は厳守します。

　　　　※相談日のみ

相談例

・実家が空き家になって困っている。売

　る・貸す等は可能か。

・まだ空き家ではないが、家を継ぐ者が

　いない。どうなるのか。

主催　長野県青年司法書士協議会

わが国では、残念ながら、離婚ひとり親

家庭のうち子の養育費の取り決めをして

いる世帯は半数にも満たず、取り決めが

あったとしても多くの世帯においてその

取り決めのとおりには支払われていない、

というのが現状です。子どもの貧困が社

会問題といわれる中、私たち司法書士は、

子供たちを貧困から救うには、養育費の

支払いや養育費の取り決めのために、積

極的な法的支援をすべきと考え、この無

料電話相談会を企画しました。

とき　９月12日（土）午前10時～午後４時

相談先　☎0120－567－301

　　　　※相談は無料、秘密は厳守します。

相談例

・養育費を減額/増額してほしい

・養育費の話合いをしないまま離婚した

　けど、今から払ってもらえますか

問　長野県司法書士会

　　☎026－232－7492
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こんなときはここへ

フォスタリング・マンデー
（里親制度個別説明会）

司法書士による
「空き家問題110番」

司法書士による
「養育費相談会」

月の納税等８
◆市県民税（２期）　◆上下水道料金
◆国民健康保険税（３期）
◆下水道受益者負担金（２期）
◆市営住宅使用料　◆保育料　
◆後期高齢者医療保険料（２期）
【納期限・振替日　８月31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
入会説明会・審査日程

その他施設・団体等

熱中症予防のために屋外で人

と２ｍ以上離れているときは

マスクをはずしましょう。

また、こまめな水分補給を忘

れずに。



相談の種類 日　時 相談場所 連絡先 備　考

法律相談【要予約】
相談員：
　　　諏訪在住会弁護士

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

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

8/11（火）
9：00～12：00

8/20（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

8/12（水）
15：00～17：00

8/7・14・21・28（金）
9：00～12：00

①8/1・15（土）
13：00～16：00
②8/7・21（金）
18：30～20：30

8/28（金）
10：00～12：00

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。

8/8（土）10：30～、
11：30～、13：30～、
14：30～

家庭教育センター
☎73－0888

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

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

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】

①8/13（木）10：00～
②8/19（水）14：00～
③8/25（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）

8/4（火）
13：00～17：00
※電話予約は7/28
　　　　　　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）

8/5（水）
13：30～16：30
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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。無料相談・説明会

下諏訪商工会議所
会館２階

（下諏訪町4611）
☎28－6666 主催：関東信越税理士会諏訪支部

毎月第２水曜日
　　（３月を除く）
10：00～12：00

税務相談所【要予約】

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）

8/1（土）、9（日）、15（土）
22（土）、29（土）
13：00～16：00


