募

募

消防団協力事業所の募集

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、

募

集

第39回茅野市高齢者作品展
作品募集

部門

業所などに表示証を交付させていただき

●絵画

30号
（91㎝×72.7㎝）
以内

ます。

●書

240㎝×90㎝以内
90㎝×90㎝×90㎝
重量は10㎏以内

☎72−0119

店舗等で「サポートカード」を提示する
ことにより、料金割引などの特典を受け

●写真
※大きさ以外にもいくつか条件がありま

65歳以上男性限定 筋肉貯金
を始めてみませんか？利息は
つきませんが
た介護予防講座を開講します。区・自治
会の公民館等で実施させている脚腰おた
っしゃ教室より運動強度があり、６回の
講座および自宅でのトレーニングを通し
て、筋肉づくりや体力の向上を図ります。
とき

３月４日
（木）
、18日
（木）

ださい。

いずれも午前10時〜11時

市内に居住する60歳以上の方

申込期間

１月７日
（木）
、21日
（木）、
２月４日
（木）
、18日
（木）、

す。より詳細な条件はお問い合わせく
対象

座

市内在住の65歳以上の男性を対象にし

●手工芸

消防団サポート事業は、消防団員が協賛

講

令和２年１月以降に制作した、次の部門
です。

消防団サポート事業協賛
募
店舗等の募集

〒391−8501 塚原二丁目６番１号

しますので、お申し込みください。

従業員のうち消防団員が2名以上いる事

茅野消防署

茅野市役所 ☎0266−72−2101(代表)

開催します。以下の内容にて作品を募集

に該当するものを１人２点まで出品可能

問

暮らしに役立つ情報をお届けします。

令和３年１月18日（月）〜１月22日（金）

ものです。

随時受付中

お知らせ、募集案内、イベント情報など

に市役所１階ロビーにて高齢者作品展を

事業所に協力をいただき、推進していく

募集期間

情報ネットワーク

ところ

健康管理センターまたはひと・

令和２年12月21日
（月）
〜令和３年１月８日
（金）

まちプラザ
対象

市内在住の65歳以上の男性で、身

ることができ、地域の安全安心のため活

上記の受付期間内にお電話でお申し込

体の筋力アップを図りたい方（健康

動する消防団を応援する事業です。

みください。

運動指導士の指導のもと、強度の

消防団サポート事業に参加していただけ

作品持込

令和３年１月13日
（水）
〜14日
（木）

る店舗等は、消防署へご連絡ください。

申込・問

高齢者・保険課 高齢者福祉係

問

茅野消防署

（内線335）

☎72−0119

こんにちは茅野市です
ビーナチャンネル
番組表

LCV11ch

基本放送スケジュール
00分〜
30分〜

動画放送
「こんにちは
茅野です」
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。

放送内容

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
10〜12月は「テレビの前で一緒に歌おう♪」です。
体を使って楽しく歌を歌いましょう。
・
「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〜
問

地域戦略課広報戦略係

あるセラバンドを用いた運動を行
い、筋力アップを図っていきます）
定員

10名
（申込者の中から抽選）

申込期間

12月14日
（月）
〜16日
（水）

申込・問

高齢者・保険課 高齢者福祉係
（内線334）

「広報ちの」の自動配信も！

☎72−2101（内線235）
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年末の交通安全運動
年末は夕暮れが早く、ドライバーから歩
行者の姿が見えにくくなります。早めの
ライトを点灯し、速度を落とした運転を
お願いします。
また、歩行者は反射材などを身につけて、
自分の存在をアピールしましょう。
年末はお酒を飲む機会が増えますが、飲
酒運転は本人だけでなく、お酒を飲ませ
た人、車を運転させた人、同乗した人も
処罰の対象となります。みんなで飲酒運
転を撲滅しましょう。
期間

12月15日（火）〜31日（木）

運動のスローガン
◇思いやり

乗せて信濃路

咲く笑顔

運動の重点
◇夕暮れ時と夜間の交通事故防止
◇自転車の安全利用と横断歩道の安全確
保
◇高齢運転者の交通事故防止
◇飲酒運転・あおり運転の防止
問

建設課交通安全係（内線512）

北朝鮮人権侵害問題啓発週間
平成18年６月、「拉致問題その他北朝鮮
当局による人権侵害問題への対処に関す
る法律」が施行され、国民の間に広く拉
致問題その他北朝鮮当局による人権侵害
問題についての関心と認識を深めるため、
毎年12月10日〜16日の１週間を「北朝
鮮人権侵害問題啓発週間」としています。
拉致問題の進展には、解決を願う国民一
人ひとりの声が何よりも強い力となると
ともに、被害者ご本人とご家族の大きな
心の支えになります。市民の皆さんには、
拉致問題を自分たちの問題としてとらえ、
引き続き解決に向け温かいご支援をお願
いします。
問

総務課

行政係（内線132）

茅野警察署

☎82−0110

広
告
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〜中小企業者・小規模事業者
の皆さんへ〜
令和３年度固定資産税・都市
計画税の軽減措置

お知らせ
12月３日〜９日
障害者週間

新型コロナウイルス感染症の影響で事業
収入が減少している中小企業者・小規模
「障害者週間」は、障害者福祉への関心と
事業者に対して、令和３年度に限り償却
理解を深め、障害のある方が社会、経済、
資産および事業用家屋に係る固定資産税・
文化などあらゆる分野の活動に積極的に
都市計画税を軽減します。なお、土地や
参加できることを目的に制定されました。
個人の所有する居住用家屋は対象になり
障害のある方は生活するさまざまな場面
ません。
で不自由さを感じることがあります。外
対象 令和２年２月〜10月の任意の連
続する３か月間の事業収入が対前年同
見からはわかりにくい不自由さを抱えて
期比で30％以上減った中小企業者・
いる方もいます。事故や病気などにより、
小規模事業者
障害はだれにでも生じうるものです。だ
中小企業者・小規模事業者は…
れもがいきいきと暮らせる社会のために、
①資本金の額または出資金の額が１億
お互いの困っていることに気づき、関心
円以下の法人
や理解を深めましょう。
②資本または出資を有しない法人ある
○ヘルプマークの紹介
いは個人で常時使用する従業員の数
平成24年に東京都が作成し、全国的な統
が1,000人以下
一マークとして平成30年７月から長野
※性風俗関連特殊営業を営む者を除く
県でも導入されました。義足や人工関節
税の軽減率
の方、内部障害や難病の方、また妊娠初
対象の収入が対前年同期比30％〜50％
未満減→２分の１
期の方など、援助や配慮を必要としてい
対象の収入が対前年同期比50％以上減
ることが外見からはわからない方がいま
→全額
す。そのような方が、周囲に配慮を必要
申告の流れ
としていることを
①事前に認定経営革新等支援機関等（税
知らせることで援
理士・公認会計士・弁護士等）で中小
助を得やすくする
事業者（個人、法人）であること、事業
マークです。市役
収入が減少していること、対象資産で
所地域福祉課また
あること等の確認を受けます。
②申告期間内に市役所（税務課資産税係） は各保健福祉サー
ビスセンターで配
にて必要書類とともに申告します。
布しています。
↑ヘルプマーク
申告期間
令和３年１月４日
（月）
〜２月１日
（月） 問 地域福祉課障害福祉係
申告書 市役所２階税務課資産税係窓口
（内線315、316）
または茅野市ホームページからダウン
広報ちの10月号
ロード（右のQRコー
国保だよりの訂正とお詫び
ドからアクセスでき
ます）
広報ちの10月号の国保だよりで掲載し
必要書類
た高血圧の診断基準に誤りがありました。
・申告書
正しくは以下の通りです。
・収入減を証する書類（会計帳簿や青
家庭血圧 135以上／85以上
色申告決算書の写し等）
病院 140以上／90以上
・特例対象家屋の事業用割合を示す書
お詫びして訂正いたします。
類（青色申告決算書等）
申告先・問 税務課 資産税係
問 健康づくり推進課（健康管理センタ
（内線175〜178）
ー内）☎82−0105

博

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 12月19日（土）
午後７時〜８時30分
＊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 11月20日（金）から受付
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300

博

冬の探鳥会

神長官守矢史料館周辺の冬鳥を観察しま
す。
とき 12月19日（土）
午前８時30分〜10時30分
集合場所 神長官守矢史料館
講師 両角英晴さん（日本野鳥の会諏訪
支部）
定員 20名（要申込）
参加費 無料
申込期間 11月20日（金）から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎73−0300

博

メリークリスマスおはなし会

星空観望会

作って遊ぼう！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。
12月は
「プラ板アクセサリー工作」。
とき 12月20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 11月20日（金）から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎73−0300

東海大学付属諏訪高校の生徒さん、図書
館職員によるクリスマスのおはなし会で
す。
ブラックパネルシアターや、大型絵本の
読み聞かせなど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るので、
ご家族皆さんでお越しください。
おはなし会に参加いただいた皆さんには、
ちょこっとプレゼントがあります。
とき 12月19日
（土）
午前10時30分〜11時30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 11月28日 午前10時〜
申込・問 茅野市図書館 ☎72−9085

尖石縄文考古館
尖

お知らせ
宝くじの助成金で防災資機材を
整備しました
この事業は、宝くじの社会貢献広報事業
として、宝くじの受託事業収入を財源と
して実施しているコミュニティ助成事業
です。自主防災組織が地域を災害から守
るための防災活動に必要な資機材等の整
備に助成を行います。
令和２年度は公益財団法人長野県市町村
振興協会の宝くじ助成金を活用し、新井
区（宮川地区）が投光器、発電機、テント
などの防災資機材を、助成金で整備しま
した。
問 防災課 防災係（内線182）

図書館

尖石縄文考古館
12月の休館日

12月７日（月）、14日（月）、21日（月）
、
28日（月）
〜１月４日
（月）
問 尖石縄文考古館 ☎76−2270

八ヶ岳総合博物館
図書館
12月の休館日
12月7日（月）、14日（月）、21日（月）、
25日
（金）
・28日
（月）
〜１月４日
（月）
問 茅野市図書館 ☎72−9085

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。クリスマスの飾りを
してもらいます。
八ヶ岳総合博物館
博
とき 12月12日
（土）午前11時頃〜
12月の休館日
ところ 茅野市図書館２階 おはなしの
12月７日（月）、14日（月）、21日（月）
、
部屋前
28日（月）
〜31日
（木）
対象 「紙芝居だいすき！」
に参加した方
問 茅野市図書館 ☎72−9085
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300
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茅野市民館をサポートしませんか2020
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

■ドンドン芽を出す月イチ会議
※要事前申込
とき

12月19日（土）、１月16日（土）
各回午後２時開始

■クラブ活動記録（ブログ）
https://engekinotane.blogspot.com/
※詳しくはお問い合わせください。
問

茅野市民館
☎82−8222

FAX82−8223

茅野市美術館
美

第３期収蔵作品展
「藤森照信−自然と建築」

とき

〜12月26日（土）
午前10時〜午後６時※火曜日休館

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

FAX82−8223

その他施設・団体等
長野県福祉大学校学生募集
諏訪市にある長野県福祉大学校では、来
年度の保育学科の学生を募集します。
保育学科一般選抜の出願期間は、令和３
年１月８日
（金）
から令和３年１月22日
（金）
まで、試験日は令和３年２月１日（月）で
す。募集人数は、20名程度です。
詳しくは下記へお問い合わせください。
問

長野県福祉大学校 教務室 入試係
☎57−4821

長野県行政書士会諏訪支部・
長野県社会保険労務士会諏訪支部
定期的無料相談会
長野県行政書士会諏訪支部・長野県社会
保険労務士会諏訪支部で、無料相談会を
開催します。得られた情報は、守秘義務
にのっとり守っていきますので、お気軽
にご相談ください。
とき

12月12日（土）
午前10時〜午後４時

ところ

アーク諏訪３階
すわっチャオ第３会議室
電話の場合は☎75−5257へ

相談内容
問

21

どんなことでも可

上島行政書士事務所 ☎53−9559
広報ちの 2020.12

茅野市民館
C

鏡のなかの鏡

向かい合った２枚の鏡には何が映るのか。
「生きたアート
（コンテンポラリーダンス）
」
と「デジタルアート（プロジェクション・
マッピング）」による 音楽の視覚化 を通
じて描きだす舞台作品です。
とき 12月５日
（日）午後３時30分開演
（午後３時開場）
ところ 茅野市民館 マルチホール
出演 平山素子（ダンス）、カズマ・グレ
ン（ダンス）
、福井真菜
（ピアノ）
料金 ［全席自由］3,000円
（当日500円
増）／配信チケット2,000円
※未就学児は入場不可
※高校生以下、障がい者および同
伴者は入場無料
WEBチケット予約
https://spiegel.objet-a.art/reservetion/
主催 「鏡のなかの鏡」
制作実行委員会
共催 茅野市民館指定管理者 株式会社
地域文化創造
問 一般社団法人オブジェ・アー
☎0551−45−9474
メール：info@objet-a.art

C

クリスマス デコレーション
サンタさんの森

茅野市民館イベントスペースにサンタさ
んの森が出現します。遊びに来てくださ
い！
とき 12月２日（水）〜12月25日（金）
午前９時〜午後７時 ※火曜休館
ところ 茅野市民館 イベントスペース
入場無料
問 茅野市民館
☎82−8222 FAX82−8223

C

小池博史ブリッジプロジェクト
「注文の多い料理店」

国内外で活躍する空間演出家・小池博史
氏の作品「注文の多い料理店」が、世界
に向けた映像配信のためマルチホールで
上演されます。マルチホールでの上演の
観覧者を募集します。
とき 12月28日
（月）
午後５時開演
（午後４時40分開場）
ところ 茅野市民館 マルチホール
演出 小池博史
出演 小谷野哲郎、荒木亜矢子、大塚陽
観覧料 無料
（要事前申込み）
主催 株式会社サイ
共催 茅野市民館指定管理者 株式会社
地域文化創造
申込・問 茅野市民館
☎82−8222 FAX82−8223

毎月お楽しみ会
まつぼっくりツリーをつくろう

博

まつぼっくりに色を塗ったり、飾りをつ
けたりして、自分だけのかわいいクリス
マス飾りを作ろう。
とき

12月19日
（土）
、20日
（日）

※開館時間中、随時、体験できます。
ところ

総合博物館

料金
問

通常入館料
八ヶ岳総合博物館

☎73−0300

↑まつぼっくりツリー

古文書相談会

博

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

12月26日
（土）
午後１時30分〜３時

ところ
講師

総合博物館
博物館職員

参加費
問

無料
（申込不要）

八ヶ岳総合博物館

博

☎73−0300

QRコードを読み取って
展示解説動画を見よう

展示物の案内板にQRコードを設置して
あります。スマートフォンなどで読み取
っていただくと、展示物について詳しく
知ることができる解説動画が見られます。
タブレットの貸出しもしていますので、
ご覧ください。
問

八ヶ岳総合博物館

☎73−0300

守矢史料館

守

神長官守矢史料館
12月の休館日

12月７日（月）、14日（月）、21日（月）
、
28日
（月）
〜31日
（木）
問

神長官守矢史料館

☎73−7567

シルバー人材センター
入会説明会・審査日程
説明会

12月９日（水）午後２時〜

審査会

12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

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）

ゆ ずりあおう 〜不用品を活用し
あいましょう〜
ゆずります
三合炊飯器／甲陵高校制服
（上着・男子
175㎝）
／甲陵高校制服
（ネクタイ・上下一
式160〜165㎝）
／こたつ布団セット（長
方形190×240㎝）
／シングルベッド／家
具調こたつ
（長方形）
／豆炭こたつ／セミ
ダブルベッド
（マット付）
／ワンダーコア
ゆずってください
ピーターパンの絵本／まきストーブ用ガ
ード／ベビーガード／ファンヒーター用
ストーブガード／電動ミシン／マレット
ゴルフ道具一式（女性用）／ロックミシン
（２本取り）
／大型冷蔵庫／ベビーサークル
※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。

12 月の納税等
◆市県民税（４期）
◆国民健康保険税（７期）
◆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（６期）
【納期限・振替日 12月25日
（金）
】

放送大学 入学生募集
放送大学は令和３年４月入学生を募集し
ています。出願期間は、第１回が２月28
日まで、第２回が３月16日までです。10
代から90代の幅広い世代、約９万人の学
生が、大学を卒業したい、学びを楽しみ
たいなど、様々な目的で学んでいます。
テレビによる授業だけでなく、学生は授
業をインターネットで好きな時に受講す
ることもできます。
心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・
自然科学など約300の幅広い授業科目が
あり、１科目から学ぶことができます。
卒業すれば学士の学位を取得できます。
放送授業１科目の授業料は11,000円
（入
学金は別）
。半年ごとに学ぶ科目分だけの
授業料を支払うシステムです。
半年だけ在学することも可能です。
全国にミニキャンパスといえる学習セン
ターやサテライトスペースが設置されて
おり、サークル活動などの学生の交流も
行われています。
資料を無料で送付しますので、お気軽に
放送大学長野学習センターへご連絡くだ
さい。
問 放送大学長野学習センター
☎58−2332

ながの子育て家庭優待パスポートの
協賛店舗募集
ながの子育て家庭優待パスポート事業は、
事業者の皆様の御協力により、今年４月
で10周年を迎えました。
この事業は、子育てに伴う経済的負担の
軽減を図り、地域全体で子育てしやすい
環境を整備することを目的に実施してい
るものです。
事業者の皆様には、本事業の趣旨に御賛
同をいただき、協賛店舗としての登録を
お願いします。
なお、協賛申込などは
右記QRコードから簡単
に行えます。
問 長野県次世代サポート課
☎026−235−7207

その他施設・団体等
〜法律相談と健康相談（無料）〜
仕事やお金、病気など様々な悩みを抱え
ている方に弁護士、精神科医、生活就労
支援センター職員等によるワンストップ
相談を実施します。
とき 12月10日
（木）午後２時〜４時
※相談時間は各30分
ところ 諏訪保健福祉事務所
相談料 無料
（要予約）
相談内容
○弁護士による失業、家庭問題、多重債
務等の法律相談
○精神科医によるこころの健康相談
○生活就労支援センター職員等による生
活就労相談
○保健師による健康相談
予約期間 11月27日
（金）
まで
予約・問 諏訪保健福祉事務所健康づく
り支援課 ☎57−2927

くらしと健康の相談会
〜法律相談と健康相談（無料）〜
失業、倒産、多重債務、家庭問題などに
ついて弁護士が法律相談に応じ、あわせ
て保健師による心の健康を含めた健康相
談をお受けします。お困りのことがあり
ましたら、ご相談ください。
相談時間は１時間です。予約制で、定員
になり次第締め切らせていただきます。
とき 12月３日
（木）
、17日
（木）、
24日
（木）午前10時〜午後３時
※正午から午後１時を除く
ところ 諏訪保健福祉事務所
相談料 無料
（要予約）
予約期間 相談希望日の前週金曜日正午まで
予約・問 諏訪保健福祉事務所健康づく
り支援課 ☎57−2927

公共職業訓練（ハロートレーニング）
令和２年度１月生募集」
離職された方が新たにものづくり関係の
仕事に就くための職業訓練受講生を募集
しています。
募集コース CAD／NC技術科
金属加工科
電気設備技術科
機械NC技術科
訓練期間 ６か月間
（令和３年１月5日〜６月29日）
実施場所 ポリテクセンター松本
対象者 求職中の方
受講料 無料
（テキスト代は実費）
申込先 ハローワーク諏訪
申込期限 12月15日
（火）
問 ポリテクセンター松本
☎0263−58−3392
広報ちの
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無料相談・説明会
相談の種類

トレーニング室
利用者説明会
【要事前予約】

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

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、
①12/10（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
②12/16（水）14：00〜
トレーニング室 ☎71−1645 をご持参ください。
③12/22（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。

12/1（火）
法律相談【要予約】
13：00〜17：00
相談員：
※電話予約は11/24
藤森 誠二 弁護士
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

12/8（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

12/17（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

12/5（土）、13（日）、
19（土）、26（土）
13：00〜16：00

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

若者向けキャリア・
コンサルティング
【要予約】
相談員：ジョブカフェ信州
若年者就業支援アドバイザー

司法書士法律相談
【要予約】
心配ごと相談

結婚相談

市役所
501会議室

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。

12/9（水）
15：00〜17：00
12/4・11・18・25（金） 茅野市ひと・まち
茅野市社会福祉
プラザ２階
9：00〜12：00
協議会
社会福祉協議会
☎73−4431
①12/5・19（土）
相談室
13：00〜16：00
②12/11・25（金）
18：30〜20：30

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
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
支援拠点
（内線615・616・ などの教育相談や発達に関する相談
（祝日除く） 「育ちあいちの」
617）
までお気軽にご相談ください。
市役所6階
8：30〜17：15
発達支援センター
（こども課内）
（内線618）

女性のための相談
【要予約】

12/12（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。

家庭教育相談

地域職業相談室

23

12/2（水）
13：30〜16：30

広報ちの 2020.12

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。

家庭教育センター
毎週月〜金曜日
家庭教育センター
相談室
（祝日除く）
（ちの地区コミュニ ☎73−0888
9：00〜17：00
ティセンター北側）
木曜日を除く毎週月〜土曜日
（祝日除く）
10：00〜17：30

茅野駅前
ベルビア２階

ふるさとハローワーク
☎ 72-2029
FAX 73-7933

家庭教育相談員が子育ての相談をお
受けします。

