
公立諏訪東京理科大学の新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止対策を受けて、休館
措置を当面の間継続させていただきます。
ご利用の皆さんには引き続きご不便をお
かけいたしますが、ご理解をいただきま
すようお願いします。
なお、業務再開は決定次第、市ホームペ
ージにてお知らせします。
問　地域戦略課情報政策係
　　（内線236、237）

茅野市では、高齢者の方の長寿のお祝い
として、令和２年度中に満88歳になら
れる方と満100歳になられる方へ、敬老
の日の９月21日（月・祝）以降に、お祝
い品を贈呈します。
申し込みは不要ですが、敬老の日より前
に茅野市から転出された方や、お亡くな
りになられた方にはお贈りできませんの
で、ご了承ください。
対象　
　・満88歳（昭和７年４月１日～昭和
　　８年３月31日生まれの方）
　・満100歳（大正９年４月１日～大正
　　10年３月31日生まれの方）
問　高齢者・保険課　高齢者福祉係
　　（内線335）

秋の全国交通安全運動がはじまります。
県外からの観光客に、長野県の交通マナ
ーを誇れるように、ゆとりと思いやりを
持った運転に心がけましょう。
また、道路交通法の改正で、あおり運転
が「妨害運転罪」として新設されていま
す。車間距離を十分に取り、急な車線変
更や不必要な急ブレーキなど、他車に迷
惑をかけるような運転はしないようにし
ましょう。
問　建設課　交通安全係（内線512）

ボケ防止や、健康づくりのために、特に
高血圧に関わる対応が大事なことはわか
っているが、具体的にどうしたらよいか。
そんな疑問にそれぞれに応じたヒントが
得られる講座を、市健康福祉部の保健師・
管理栄養士の方の協力で企画しました。
味覚検査や血圧測定など、体験しながら
学びましょう。
とき　９月11日（金）
　　　午後１時30分～午後３時
ところ　茅野市図書館 ２階
定員　20名（先着順）
申込期間　８月11日（火）～９月６日（日）
申込・問　茅野市図書館　☎72－9085

不妊および不育症の治療を受けたご夫婦
に、治療費の一部を助成しています。
平成31年４月から新たに、長野県から助
成を受けている方も対象となっています。
対象　助成金の交付申請する日の１年以
　　　上前から市内に居住（住民票があ
　　　る）している戸籍上の夫婦。ただ
　　　し、市税の滞納がないこと。
申請期間
　長野県助成交付金決定、または一連の
　治療が終了した日、の翌日から起算し
　て３か月以内に申請してください。
注意事項
・長野県で行われている「長野県不妊に
　悩む方への特定治療支援事業」の対象
　となる方は、そちらが優先となります。
・平成31年４月より添付書類が変更に
　なっています。
・同一のご夫婦に対して、不妊及び不育
　症治療それぞれ5回までです。
・申請前に、下記までご相談ください。
問　健康づくり推進課（茅野市健康管理
　　センター内）☎82－0105

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

今年度の茅野市総合防災訓練は、震度７
の巨大地震が発生した場合を想定し、市
内10地区を対象とした通信訓練、各地
区の実情に合わせた初動訓練を実施しま
す。また、市内の指定避難所の内、基本
避難所（小中学校、八ヶ岳総合博物館、
笹原保育園）を開設する、避難所開設訓
練を実施します。
激甚災害発生時に必要な活動を知ってい
ただくため、地震発生直後の初期活動の
訓練を、昨年度に引き続き行います。
とき　９月６日（日）
　　　午前７時～　サイレン吹鳴
　　　午後８時30分～　通信訓練
ところ　市内一円
問　防災課　防災係（内線182）

戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国
として改めて弔慰の意を表すため、第十回
特別弔慰金の支給に引続き、第十一回特
別弔慰金が支給されることになりました。
請求書類につきましては、前回（第十回）
特別弔慰金を受給した方に請求書類を郵
送しています。前回受給者が亡くなられ
た場合や支給対象となるか等のご相談は
担当課へお問い合わせください。
受付日　９月15日（火）金沢、
　16日（水）泉野、18日（金）米沢・中大塩※、
　24日（木）ちの、30日（水）湖東、
　10月１日（木）玉川、５日（月）宮川、
　６日（火）北山、９日（金）豊平
　午前９時～正午（９月24日、10月１日、
　５日は午前９時～午後３時30分）
ところ　各地区コミュニティセンター　
※中大塩地区の方は米沢地区コミュニテ
　ィセンターにて受付、上記受付日以外
　は担当課での受付となります。
問　地域福祉課　福祉21推進係
　　（内線304）

医療・福祉
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健康づくり講座
「敵は高血圧にあり」

茅野市不妊及び不育症治療費
助成事業

戦没者等の遺族に対する特別
弔慰金（第十一回特別弔慰金）

茅野市総合防災訓練

茅野市情報プラザ
臨時休館延長

令和２年度
敬老の日お祝い品贈呈

９月21日（月）～９月30日（水）
秋の全国交通安全運動

お知らせ



９月７日（月）、14日（月）、23日（水）、
25日（金）、28日（月）
問　茅野市図書館　☎72－9085

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。図書館の庭で採れたハーブも使った
季節香るお茶をお楽しみください。
とき　９月10日（木）
　　　午前10時30分～11時30分
ところ　茅野市図書館前庭
持ち物　マイカップ
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。秋の果物の飾りをし
てもらいます。
とき　９月12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
対象 「紙芝居だいすき！」に参加した方
問　茅野市図書館　☎72－9085

図書館での開講４年目になる、公立諏訪
東京理科大学の先生方による出前授業講
座の今年度第１回目です。平田陽一教授
による「住宅用太陽光発電システム設置
前から卒FIT後まで」と題して、固定価
格買取制度が昨年より順次終了となる中
（これを卒FITと言います）今後10年近く
は電池の寿命の生かし方など問われます。
先生の実際の体験談をもとに皆さんの参
考になるお話がお聞きできます。
とき　９月17日（木）
　　　午後1時30分～３時
ところ　茅野市図書館２階
対象　高校生以上
定員　20名（申込先着順）
申込期間　８月11日（火）～９月11日（金）
申込・問　茅野市図書館　☎72－9085

アメリカシロヒトリの大量発生時期にな
ります。早期発見と駆除にご協力をお願
いします。
※駆除は樹木の所有者の責任であり、市
　では市有地以外での駆除は行っていま
　せん。
アメリカシロヒトリは、蛾（ガ）の一種で
毒はありませんが、大量発生した幼虫が
近隣へ移ることでトラブルの原因になり
ます。
卵からかえったばかりの幼虫は白い網状
の巣を作り群生しているので、巣網ごと
枝葉を切り駆除してください。
巣網から分散してしまうと、薬剤での駆
除が必要になります。ご自分で駆除でき
ない場合は、消毒・害虫駆除等の業者に
ご相談ください。
詳しくは市ホームページまたは広報７月
号をご覧ください。
問　環境課　公害衛生係（内線264）

優良農地の確保と有効利用の促進を図る
ため、各地区の農業委員と農地利用最適
化推進委員の方々が農地パトロールを行
い、遊休農地の解消と違反転用発生防止
に取り組んでいます。
７月１日～10月31日までを農地パトロ
ール月間として活動します。
農地パトロールの結果は、農地台帳に情
報として整備されますので、ご協力くだ
さい。
問　農業委員会事務局
　　（内線441・442 ）

交付対象者　茅野市内に居住もしくは事
　業所等を有する個人または事業者（地
　方公共団体および公共団体は除く）で、
　令和３年２月末までに運転確認ができ
　るよう設置工事を完了できる方
交付対象台数　８台
補助率等　ペレットストーブまたはペレ
　ットボイラー本体の購入に要する経費
　の２分の１以内（上限10万円）
補助対象条件
・補助対象とするペレットストーブまた
　はペレットボイラーは、県内に事業所
　または代理店を有する者から購入する
　こと。
・使用するペレットは、県内のペレット
　製造施設で製造されたもので、長野県
　の林業および木材産業の振興並びに県
　産材の利用促進に資する県産間伐材を
　利用したものを使用すること。
受付開始日　８月28日（金）
必要書類
・購入を予定しているものの見積書の写し
・購入を予定しているものの外観が分か
　るパンフレット等
受付期間　８月28日（金）～９月11日（金）
　※期間中の申込み台数が８台を超えた
　　場合は、抽選にて交付対象者を決定
　　します。９月14日（月）以降、申込み
　　が対象台数に満たない場合は、先着
　　順とします。
申請手続き等の詳細については、担当ま
でお問い合わせください。
申込・問　農林課林務係（内線405）

図書館

広

　告
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アメリカシロヒトリの発生に
ご注意ください

放送番組の紹介

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～　動画放送
　　　　「こんにちは茅野市です」
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。９月は「太
　極拳の型～八式太極拳～」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～

図書館
９月の休館日

図書館でティータイムを

公立諏訪東京理科大学
出前授業講座①

図書館を飾ろう！

農地パトロール（利用状況調査）

ペレットストーブ等の購入補助



蓼科サイクリングロード周辺の植物観察
を行います。
とき　９月12日（土）午前８時30分～正午
集合場所　博物館駐車場
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
　　　　　☎73－0300

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
　　　　　☎73－0300

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）
服装・持ち物　昼食、飲み物、歩きやす
　　　　　　　い服装
申込期間　８月20日（木）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

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　☎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　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
　　　届く身長が対象になります）
　　　＊申込みは一人ずつ、１回まで
申込期間　８月20日（木）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。
９月は「紙コップを使っておもちゃを作
ろう！」。
とき　９月13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
対象　小学生以上
申込期間　８月20日（木）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。
とき　９月20日（日）
　　　午後１時30分～３時30分
　　　または 24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

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　９月26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

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！
とき　10月１日（木）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
定員　３組
問　茅野市図書館　☎72－9085

博報文庫の絵本や紙芝居の紹介、ミニお
はなし会の実演、読書ボランティア同士
の情報交換会を予定。多くのご参加をお
待ちしています。
とき　９月16日（水）
　　　午前９時45分～11時45分
ところ　ゆいわーく茅野３階集会室
対象　市内にお住いの読書ボランティア
　の方と、これから読書ボランティア活
　動をしようと考えている方
定員　30名
問　茅野市こども読書活動応援センター
　　☎75－1250

９月７日（月）、14日（月）、23日（水）、
28日（月）
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

９月７日（月）、14日（月）、23日（水）、
28日（月）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300
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八ヶ岳総合博物館

さきおりでランチョンマット博

博

作って遊ぼう！ワクワク科学工作博

古文書解読講座博

古文書相談会博

図書館
茅野高校図書委員さんと楽しむ
わくわくおはなし会

第１回
読書ボランティア交流会

尖石縄文考古館
９月の休館日

尖

八ヶ岳総合博物館
９月の休館日

尖石縄文考古館

「広報ちの」の自動配信も！

植物観察会博

コケ観察会博

キノコ観察会博

キノコ展博



市民の森　秋の観察会
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９月７日（月）、14日（月）、23日（水）、
28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。
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

地域ゆかりの作家を紹介してきた茅野市
美術館は、2020年で開館40周年を迎え
ます。本展では、諏訪地域や八ヶ岳山麓
出身・在住の現代作家４人を特集します。
［展示作家］
阿部祐己（写真家・茅野市出身、1984－）
源馬菜穂（画家・諏訪市出身、1985－）
林遼（彫刻家・下諏訪町出身、1985－）
吉野剛広（画家・北杜市在住、1967－）
会期　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
問　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　☎82－8222　

人生を積み重ねた高齢者の奥深い表情や、
生活を営む姿を大切に記録し、未来に残
したい。お年寄りを被写体に全国から公
募のあった85名の写真を展示します。
※関連展示：没後5年・木之下晃氏を偲
　んで―「木之下晃と寿齢讃歌」
会期　９月12日（土）～27日（日）
　　　午前10時～午後６時
　　　※９月15日（火）、23日（水）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）
　　☎82－8222　

2020年に没後５年となる長野県諏訪市
出身の写真家・木之下晃の作品を特集し
ます。
会期　９月12日（土）～10月５日（月）予定
　　　午前10時～午後６時
　　　※９月15日（火）、23日（水）、
　　　　29日（火）休館
ところ　茅野市美術館　常設展示室
観覧料　無料
問　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　☎82－8222
　

～市民の森の秋の草花を楽しむ～
昔から秋の七草はその美しさを鑑賞して
楽しむものと言われています。
暑い夏が終わり、植物たちは競って色と
りどりの花を咲かせ、森を彩ります。
軽い散策をし、秋の草花を鑑賞しましょう。
とき　９月６日（日）午前９時～正午
ところ　市民の森　第一駐車場集合
講師　白鳥保美さん（諏訪教育会自然研
　　　究部植物委員会委員）
参加費　500円
定員　20名
持ち物　散策のできる服装、雨具、飲み物
申込期間　９月３日（木）まで
主催　NPO法人　八ヶ岳森林文化の会
　URL：https://8moribunka.org/
申込・問　井村　☎090－7241－9816
　メール：e_imura@8moribunka.org

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　９月12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　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　８月20日（木）から受付
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　９月26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　８月20日（木）から受付
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

糸巻きから織機の準備まではた織りの基
本の工程を学びながら、本格的な織りを
体験してみませんか。
とき　10月18日（日）、25日（日）
　　　11月８日（日）、15日（日）、
　　　29日（日）の全５回。
　　　１～４回目　午前10時～正午
　　　５回目　時間は後日調整。
ところ　総合博物館
講師　博物館職員、博物館はたおりボラ
　　　ンティアねじばな
定員　５名（要申込）
参加費　1,000円（初回のみ）
対象　原則、毎回参加できる方。踏み木
　　　に足が届く身長の方。
申込期間　９月15日（火）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

神長官守矢史料館
９月の休館日守

守

守矢史料館

その他施設・団体等

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

博物館で星空観察会

企画展「戦国武将からの手紙」

プラネタリウム９月のテーマ
「火星最接近」博

ふるさと工芸講座「はたおりを知ろう」
（全５回）博

博

星空観望会博

寿齢讃歌－人生のマエストロ－
写真展15美

第２期収蔵作品展
「木之下晃－音楽を撮る」美



長野県では、交通事故に遭ったり、交通

事故を起こし、困っている方に、適切な

アドバイスを行うため、県内３か所に「交

通事故相談所」を開設しています。損害賠

償の請求方法、過失割合の算定方法、示

談の方法等について、専門の相談員が電

話や面接による相談に応じています。

相談は「何度でも無料」ですので、お気軽

にご利用ください。相談内容に関する秘

密は守ります。交通事故のことでお困り

の方は、何なりとご相談ください。

相談先

　長野本所　☎026－235－7175

　　　　（長野地域振興局南庁舎９階）

　松本支所　☎0263－40－1949

　　　　（松本地域振興局２階）

　飯田支所　☎0265－53－0429

　　　　（南信州地域振興局１階）

相談受付時間　月曜日から金曜日

　　　　　　　午前８時30分～午後５時

　　　　　（年末年始および祝休日を除く）

ゆずります

ズボンプレッサー／折りたたみベッド／

学習机／コンバイン用米袋

ゆずってください

少人数食卓セット／洗濯機／ランタン／

シングルバーナー／迷路の本

※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。

ねらい
　・硬式テニスの楽しさを理解すると共
　　に、基礎技術（初歩的）を習得する。
　・硬式テニスを通じて仲間づくりを行
　　い、継続してテニスができるようグ
　　ループ　の育成を図る。
　・健康増進を図る。
コース
　早朝コース
　　８月29日（土）～11月14日（土）
　　毎週土曜日午前６時～７時
　昼間コース
　　９月２日（水）～10月21日（水）
　　毎週水曜日の午後1時～３時
　夜間コース
　　９月２日（水）～10月21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　
　昼間・夜間コース：１人3,000円
　早朝コース：１人2,000円
　開講日に納入
対象　テニス初心者、初級程度
定員　各コース20名程度
申込方法
　テニス協会宮澤宅へFAXしてください。
　（コース名・住所・氏名・年齢・携帯番
　号など）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。
　・雨天で中止の場合、メールで連絡し
　　ます。
　・新型コロナウイルス感染症の影響お
　　よび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
　☎090－1118－3787　FAX73－3309

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」の表紙やビー
ナネットChinoなどに出
演していただくモデルを
募集しています。お気軽
にご応募ください。
申込方法等の詳細はホームページに掲載
してあります。QRコードからアクセス
できます。
問　地域戦略課　広報戦略係（内線235）

新型コロナウイルス感染拡大の影響によ
り厳しい状況にある県内事業者を応援す
るため、（一社）長野県観光機構が運営す
るインターネット通販サイト「NAGANO
マルシェ」（長野県観光機構本店・Yahoo!
ショッピング店・楽天市場店）にて、販売
価格の３割引で商品が購入できる「しあ
わせ信州ふるさと割」を実施中です！
○しあわせ信州ふるさと割の３大特徴！
その① 「全品３割引」で購入できる！
その② 「ここでしか買えない！特別なア
　　　　ソートメント商品」をご紹介！
その③ 「観光地の旅気分でお買い物」が
　　　　楽しめます！
キャンペーン期間
　６月26日（金）～12月25日（金）
　（割引可能額が上限に達した時点で、
　　割引販売は終了となります）
　ご購入はQRコードから
　アクセスできます→
問　長野県営業局
　　☎026－235－7248

茅野広域シルバー人材センターでは、
11月から訪問介護員が対象者のご自宅に
お伺いして、掃除、洗濯、買い物、調理
など、身体介護を除く支援を行う「訪問
型サービスA」の開始を予定しており、
本サービスに従事するために必要な知識・
技能を取得できる講習を以下の内容にて
実施します。受講を希望される方はご応
募ください。
なお、講習修了者はシルバー人材センタ
ーの「訪問型サービスA」に従事するこ
とができます。
とき　10月６日（火）、７日（水）、
　　　８日（木）、９日（金）～30日（金）
　　　のうちのどこか１日
ところ　ゆいわーく茅野
　　　　101・102会議室
受講料　無料
対象　60歳以上でシルバー人材センター
　　　に入会し就業を希望される方、シ
　　　ルバー人材センターの会員で日常
　　　生活支援の仕事をされていない方
定員　15名
申込期間　８月24日（月）～９月23日（水）
申込・問　茅野広域シルバー人材センター
　　　　　☎73－0224

説明会　９月９日（水）午後２時～
審査会　９月18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

広報ちの　2020.9 24

交通事故相談所のご紹介

令和２年度秋季硬式テニス教室

訪問型サービスA講習

こんなときはここへ

表紙モデル募集中

月の納税等９
◆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（３期）
【納期限・振替日　９月30日（水）】

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

しあわせ信州ふるさと割が
スタート その他施設・団体等



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：
　　　佐藤　義彦 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

9/8（火）
9：00～12：00

9/17（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）

茅野駅前
ベルビア２階

9/9（水）
15：00～17：00

9/4・11・18・25（金）
9：00～12：00

①9/5・19（土）
13：00～16：00
②9/11・25（金）
18：30～20：30

諏訪市公民館
302会議室

9/25（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。

9/12（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】

①9/　3（木）10：00～
②9/　9（水）14：00～
③9/15（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

茅野市ひと・まち
プラザ

（ゆいわーく茅野）

9/1（火）
13：00～17：00
※電話予約は8/25
　　　　　　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）

9/2（水）
13：30～16：30

広報ちの　2020.925

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

☎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）

※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。

9/5（土）、13（日）
19（土）、26（土）
13：00～16：00

下諏訪町商工会議所
会館２階

（下諏訪町4611）


