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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

広

　
告

法務大臣から新たに人権擁護
委員に委嘱されました

広報ちの　2021.2 14

献血のお願い

令和３年度ロングモント市・茅野
市ホームステイ交流事業
　　派遣および受入れの中止

400ml献血にご協力をお願いします。

とき　２月３日（水）
　　　午前10時～11時40分

　　　午後１時～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（健康管理センタ
　　ー内）　☎82-0105

「要約筆記」は聞こえの不自由な方（中

途失聴・難聴者）にその場で話されてい

る内容を要約して文字で伝える通訳で

す。要約筆記に興味のある方、聞こえに

不自由を感じている方や、そのご家族の

方も気軽にご参加ください。

第１回：手書き要約筆記

第２回：手書きとＰＣ要約筆記

とき　２月20日（土）、２月27日（土）
　　　午前10時～正午

ところ　諏訪市総合福祉センター（いき
　　　いき元気館）３階　交流ひろば

対象　要約筆記に興味のある方で、自分
　　　のパソコンを持参できる方

申込期間　２月10日（水）まで
申込・問　地域福祉課  障害福祉係 　
　　　　　（内線315・316）

　　　　　FAX73-0391

医　療

要約筆記体験教室

ひきこもり当事者交流会

一歩、踏み出してみませんか？

「家から出たいけど出られない」「何とな

くうまくいかない」「働きたいけど動き

だせない」など、ニートやひきこもりの

状況にある人、ニートやひきこもりの経

験がある人同士の交流会です。会の中で

の話しは口外しない約束です。

とき　毎月第２火曜日
　　　午後２時～午後４時

（令和２年度は、２月９日と３月９日）

ところ　茅野市ひと・まちプラザ
問　まいさぽ茅野市（地域福祉課生活福
　　祉係（内線317、318）

令和３年度ロングモント市・茅野市ホー

ムステイ交流事業は、東京オリンピック

の開催時期と重なることや、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により派遣と受け

入れは行いません。

令和４年度以降については、世界におけ

る感染症等の状況を踏まえ、事業の実施

を慎重に判断していきます。

問　生涯学習課生涯学習係（内線634）

お知らせ

人権擁護委員は法務大臣から委嘱された
民間の方々です。
人権擁護委員は市民の方々の人権意識を
高めるために、地域の中で人権思想を広
め、人権侵害が起きないよう見守り、人
権を擁護していくことが望ましいという
考えから、人権の花運動をはじめ、街頭
啓発や人権作文コンクールなどの活動を
中心に、人権啓発活動を行っています。
また、「人権相談所」を定期的に開設
し、次の内容の相談をお受けしておりま
す。
●「いじめ」「体罰」「不登校」「虐待」な
　ど子どもにかかわる問題
●「セクハラ」「ストーカー」「性的差別」
　など女性にかかわる問題
●「親子・親族」「近隣」「部落差別」「同
　和問題」等の問題
●「境界」「借地・借家」「相続」等の問
　題
茅野市の人権擁護委員は次の皆さんで
す。
高山衛さん、榛葉和夫さん、藤山武博さ
ん、宮坂和生さん、大久保功身さん、奥
原貴美子さん、樋口和津子さん、小尾久
子さん
※令和３年１月１日付で榛葉和夫さん、
　藤山武博さん、宮坂和生さんが再任、
　小尾久子さんが新たに法務大臣から委
　嘱されました。
問　市民課　市民係（内線254）

講　座

２月の放送番組

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～　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
 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
　１～３月はフラダンス講座をお届けします。
・「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～

広報ちの　2021.215

電源立地地域対策交付金を
活用しています

「市民農園」の利用者を募集します図書館

「広報ちの」の自動配信も！

図書館
２月の休館日

２月１日（月）、８日（月）、12日（金）、

15日（月）、22日（月）、24日（水）、

26日（金）

問　茅野市図書館　☎72－9085

場所　①玉川穴山（望岳の湯上）
　　　②宮川丸山（丸山工業団地北）
　　　③湖東笹原（鉢巻線上）
　　　④玉川粟沢（茅野市ゴルフ練習場
　　　　第３駐車場東側）
　　　※トイレ、倉庫、水道等の設備は
　　　　ありません。
区画数　①～④各農園若干（詳細はお問
　　　　い合わせください）
面　積　１区画約100㎡
利用料　1シーズン５千円（畦畔の草刈
　　　　り、耕起等は園主が行います。）
使用期間　４月～11月末日
　　　　（最長５年まで更新可）
利用条件　
・販売を目的としない自家用野菜の栽培
　として使用すること。
・利用区画および周囲の通路清掃・除草
　を行い、環境整備・保全に努めること。
・栽培に必要な苗、資材、農機具等は、
　ご自身でご準備いただきます。
対象　茅野市内に居住している方（別荘
　　　の方も含む）
申込期間　２月24日（水）まで
申込・問　農業支援センター（内線404）
　　　メール　norin@city.chino.lg.jp

電源立地地域対策交付金は、水力発電施
設等の所在する市町村の地域振興を目的
とし、周辺地域で行われる公共用施設整
備や、住民福祉の向上に資する事業に対
して、国から交付されます。
令和２年度の電源立地地域対策交付金
440万円は、高齢者福祉センター塩壺の
湯管理運営事業に活用しました。
問　企画財政課　企画係（内線153）

茅野市所有の土地を一般競争
入札により売却します

茅野市小中学生書写作品展
市内の小中学校で優秀と認められた書写
作品を展示しています。大勢の市民の皆
さんにご覧いただきたいと思います。
期間　１月29日（金）～２月５日（金）
　　　月～土は午前９時～午後９時30分
　　　日は午前９時～午後５時30分
　　　※最終日は午後４時まで
ところ　茅野市中央公民館
問　学校教育課　学務係（内線607）

有害鳥獣の捕獲を実施します
ニホンジカ、イノシシによる農林業等へ
の被害を防止するため、山林内で、猟銃
を使用したニホンジカとイノシシの捕獲
活動を実施します。捕獲実施日には、安
全対策のため実施場所周辺に注意看板等
を設置します。実施日は、日程が決まり
次第、茅野市公式ホームページ、農林課
窓口、各地区コミュニティセンター等に
掲示します。
実施期間中に野外で作業するときや山林
へ入るときには、事故の防止にご協力く
ださい。
※天候等により、日程等が変更となる場
合があります。
実施期間　２月17日（水）～３月17日（水）
問　農林課　鳥獣被害対策係（内線408）

物件の種類　土地
所在地　茅野市宮川字下河原3843番2
　　　　（宮川中河原）
地目　宅地
地積　123.83㎡
用途地域　準工業地域
最低売却価格　3,656,800円
公売方法　一般競争入札
入札参加申込受付期間
　１月25日（月）～２月５日（金）
　午前８時30分～午後５時15分
　※土・日を除く
入札会
とき　２月９日（火）午前10時～
ところ　市役所７階704会議室
問　管理課管財係（内線162）

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。雪だるまの飾りをし

てもらいます。

とき　２月13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

ひなまつりおはなし会

地域の読書ボランティアさんと図書館職

員による、ひなまつりのおはなし会です。

とき　２月27日（土）

　　　午前10時30分～午前11時30分

ところ　茅野市図書館

定員　25名

申込期間　２月６日（土）午前10時～

申込・問　茅野市図書館　☎72－9085
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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

広

　
告

法務大臣から新たに人権擁護
委員に委嘱されました

広報ちの　2021.2 14

献血のお願い

令和３年度ロングモント市・茅野
市ホームステイ交流事業
　　派遣および受入れの中止

400ml献血にご協力をお願いします。

とき　２月３日（水）
　　　午前10時～11時40分

　　　午後１時～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（健康管理センタ
　　ー内）　☎82-0105

「要約筆記」は聞こえの不自由な方（中

途失聴・難聴者）にその場で話されてい

る内容を要約して文字で伝える通訳で

す。要約筆記に興味のある方、聞こえに

不自由を感じている方や、そのご家族の

方も気軽にご参加ください。

第１回：手書き要約筆記

第２回：手書きとＰＣ要約筆記

とき　２月20日（土）、２月27日（土）
　　　午前10時～正午

ところ　諏訪市総合福祉センター（いき
　　　いき元気館）３階　交流ひろば

対象　要約筆記に興味のある方で、自分
　　　のパソコンを持参できる方

申込期間　２月10日（水）まで
申込・問　地域福祉課  障害福祉係 　
　　　　　（内線315・316）

　　　　　FAX73-0391

医　療

要約筆記体験教室

ひきこもり当事者交流会

一歩、踏み出してみませんか？

「家から出たいけど出られない」「何とな

くうまくいかない」「働きたいけど動き

だせない」など、ニートやひきこもりの

状況にある人、ニートやひきこもりの経

験がある人同士の交流会です。会の中で

の話しは口外しない約束です。

とき　毎月第２火曜日
　　　午後２時～午後４時

（令和２年度は、２月９日と３月９日）

ところ　茅野市ひと・まちプラザ
問　まいさぽ茅野市（地域福祉課生活福
　　祉係（内線317、318）

令和３年度ロングモント市・茅野市ホー

ムステイ交流事業は、東京オリンピック

の開催時期と重なることや、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により派遣と受け

入れは行いません。

令和４年度以降については、世界におけ

る感染症等の状況を踏まえ、事業の実施

を慎重に判断していきます。

問　生涯学習課生涯学習係（内線634）

お知らせ

人権擁護委員は法務大臣から委嘱された
民間の方々です。
人権擁護委員は市民の方々の人権意識を
高めるために、地域の中で人権思想を広
め、人権侵害が起きないよう見守り、人
権を擁護していくことが望ましいという
考えから、人権の花運動をはじめ、街頭
啓発や人権作文コンクールなどの活動を
中心に、人権啓発活動を行っています。
また、「人権相談所」を定期的に開設
し、次の内容の相談をお受けしておりま
す。
●「いじめ」「体罰」「不登校」「虐待」な
　ど子どもにかかわる問題
●「セクハラ」「ストーカー」「性的差別」
　など女性にかかわる問題
●「親子・親族」「近隣」「部落差別」「同
　和問題」等の問題
●「境界」「借地・借家」「相続」等の問
　題
茅野市の人権擁護委員は次の皆さんで
す。
高山衛さん、榛葉和夫さん、藤山武博さ
ん、宮坂和生さん、大久保功身さん、奥
原貴美子さん、樋口和津子さん、小尾久
子さん
※令和３年１月１日付で榛葉和夫さん、
　藤山武博さん、宮坂和生さんが再任、
　小尾久子さんが新たに法務大臣から委
　嘱されました。
問　市民課　市民係（内線254）

講　座

２月の放送番組

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～　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
 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
　１～３月はフラダンス講座をお届けします。
・「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～

広報ちの　2021.215

電源立地地域対策交付金を
活用しています

「市民農園」の利用者を募集します図書館

「広報ちの」の自動配信も！

図書館
２月の休館日

２月１日（月）、８日（月）、12日（金）、

15日（月）、22日（月）、24日（水）、

26日（金）

問　茅野市図書館　☎72－9085

場所　①玉川穴山（望岳の湯上）
　　　②宮川丸山（丸山工業団地北）
　　　③湖東笹原（鉢巻線上）
　　　④玉川粟沢（茅野市ゴルフ練習場
　　　　第３駐車場東側）
　　　※トイレ、倉庫、水道等の設備は
　　　　ありません。
区画数　①～④各農園若干（詳細はお問
　　　　い合わせください）
面　積　１区画約100㎡
利用料　1シーズン５千円（畦畔の草刈
　　　　り、耕起等は園主が行います。）
使用期間　４月～11月末日
　　　　（最長５年まで更新可）
利用条件　
・販売を目的としない自家用野菜の栽培
　として使用すること。
・利用区画および周囲の通路清掃・除草
　を行い、環境整備・保全に努めること。
・栽培に必要な苗、資材、農機具等は、
　ご自身でご準備いただきます。
対象　茅野市内に居住している方（別荘
　　　の方も含む）
申込期間　２月24日（水）まで
申込・問　農業支援センター（内線404）
　　　メール　norin@city.chino.lg.jp

電源立地地域対策交付金は、水力発電施
設等の所在する市町村の地域振興を目的
とし、周辺地域で行われる公共用施設整
備や、住民福祉の向上に資する事業に対
して、国から交付されます。
令和２年度の電源立地地域対策交付金
440万円は、高齢者福祉センター塩壺の
湯管理運営事業に活用しました。
問　企画財政課　企画係（内線153）

茅野市所有の土地を一般競争
入札により売却します

茅野市小中学生書写作品展
市内の小中学校で優秀と認められた書写
作品を展示しています。大勢の市民の皆
さんにご覧いただきたいと思います。
期間　１月29日（金）～２月５日（金）
　　　月～土は午前９時～午後９時30分
　　　日は午前９時～午後５時30分
　　　※最終日は午後４時まで
ところ　茅野市中央公民館
問　学校教育課　学務係（内線607）

有害鳥獣の捕獲を実施します
ニホンジカ、イノシシによる農林業等へ
の被害を防止するため、山林内で、猟銃
を使用したニホンジカとイノシシの捕獲
活動を実施します。捕獲実施日には、安
全対策のため実施場所周辺に注意看板等
を設置します。実施日は、日程が決まり
次第、茅野市公式ホームページ、農林課
窓口、各地区コミュニティセンター等に
掲示します。
実施期間中に野外で作業するときや山林
へ入るときには、事故の防止にご協力く
ださい。
※天候等により、日程等が変更となる場
合があります。
実施期間　２月17日（水）～３月17日（水）
問　農林課　鳥獣被害対策係（内線408）

物件の種類　土地
所在地　茅野市宮川字下河原3843番2
　　　　（宮川中河原）
地目　宅地
地積　123.83㎡
用途地域　準工業地域
最低売却価格　3,656,800円
公売方法　一般競争入札
入札参加申込受付期間
　１月25日（月）～２月５日（金）
　午前８時30分～午後５時15分
　※土・日を除く
入札会
とき　２月９日（火）午前10時～
ところ　市役所７階704会議室
問　管理課管財係（内線162）

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。雪だるまの飾りをし

てもらいます。

とき　２月13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

ひなまつりおはなし会

地域の読書ボランティアさんと図書館職

員による、ひなまつりのおはなし会です。

とき　２月27日（土）

　　　午前10時30分～午前11時30分

ところ　茅野市図書館

定員　25名

申込期間　２月６日（土）午前10時～

申込・問　茅野市図書館　☎72－9085



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

広

　
告

法務大臣から新たに人権擁護
委員に委嘱されました

広報ちの　2021.2 14

献血のお願い

令和３年度ロングモント市・茅野
市ホームステイ交流事業
　　派遣および受入れの中止

400ml献血にご協力をお願いします。

とき　２月３日（水）
　　　午前10時～11時40分

　　　午後１時～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（健康管理センタ
　　ー内）　☎82-0105

「要約筆記」は聞こえの不自由な方（中

途失聴・難聴者）にその場で話されてい

る内容を要約して文字で伝える通訳で

す。要約筆記に興味のある方、聞こえに

不自由を感じている方や、そのご家族の

方も気軽にご参加ください。

第１回：手書き要約筆記

第２回：手書きとＰＣ要約筆記

とき　２月20日（土）、２月27日（土）
　　　午前10時～正午

ところ　諏訪市総合福祉センター（いき
　　　いき元気館）３階　交流ひろば

対象　要約筆記に興味のある方で、自分
　　　のパソコンを持参できる方

申込期間　２月10日（水）まで
申込・問　地域福祉課  障害福祉係 　
　　　　　（内線315・316）

　　　　　FAX73-0391

医　療

要約筆記体験教室

ひきこもり当事者交流会

一歩、踏み出してみませんか？

「家から出たいけど出られない」「何とな

くうまくいかない」「働きたいけど動き

だせない」など、ニートやひきこもりの

状況にある人、ニートやひきこもりの経

験がある人同士の交流会です。会の中で

の話しは口外しない約束です。

とき　毎月第２火曜日
　　　午後２時～午後４時

（令和２年度は、２月９日と３月９日）

ところ　茅野市ひと・まちプラザ
問　まいさぽ茅野市（地域福祉課生活福
　　祉係（内線317、318）

令和３年度ロングモント市・茅野市ホー

ムステイ交流事業は、東京オリンピック

の開催時期と重なることや、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により派遣と受け

入れは行いません。

令和４年度以降については、世界におけ

る感染症等の状況を踏まえ、事業の実施

を慎重に判断していきます。

問　生涯学習課生涯学習係（内線634）

お知らせ

人権擁護委員は法務大臣から委嘱された
民間の方々です。
人権擁護委員は市民の方々の人権意識を
高めるために、地域の中で人権思想を広
め、人権侵害が起きないよう見守り、人
権を擁護していくことが望ましいという
考えから、人権の花運動をはじめ、街頭
啓発や人権作文コンクールなどの活動を
中心に、人権啓発活動を行っています。
また、「人権相談所」を定期的に開設
し、次の内容の相談をお受けしておりま
す。
●「いじめ」「体罰」「不登校」「虐待」な
　ど子どもにかかわる問題
●「セクハラ」「ストーカー」「性的差別」
　など女性にかかわる問題
●「親子・親族」「近隣」「部落差別」「同
　和問題」等の問題
●「境界」「借地・借家」「相続」等の問
　題
茅野市の人権擁護委員は次の皆さんで
す。
高山衛さん、榛葉和夫さん、藤山武博さ
ん、宮坂和生さん、大久保功身さん、奥
原貴美子さん、樋口和津子さん、小尾久
子さん
※令和３年１月１日付で榛葉和夫さん、
　藤山武博さん、宮坂和生さんが再任、
　小尾久子さんが新たに法務大臣から委
　嘱されました。
問　市民課　市民係（内線254）

講　座

２月の放送番組

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～　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
 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
　１～３月はフラダンス講座をお届けします。
・「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～

広報ちの　2021.215

電源立地地域対策交付金を
活用しています

「市民農園」の利用者を募集します図書館

「広報ちの」の自動配信も！

図書館
２月の休館日

２月１日（月）、８日（月）、12日（金）、

15日（月）、22日（月）、24日（水）、

26日（金）

問　茅野市図書館　☎72－9085

場所　①玉川穴山（望岳の湯上）
　　　②宮川丸山（丸山工業団地北）
　　　③湖東笹原（鉢巻線上）
　　　④玉川粟沢（茅野市ゴルフ練習場
　　　　第３駐車場東側）
　　　※トイレ、倉庫、水道等の設備は
　　　　ありません。
区画数　①～④各農園若干（詳細はお問
　　　　い合わせください）
面　積　１区画約100㎡
利用料　1シーズン５千円（畦畔の草刈
　　　　り、耕起等は園主が行います。）
使用期間　４月～11月末日
　　　　（最長５年まで更新可）
利用条件　
・販売を目的としない自家用野菜の栽培
　として使用すること。
・利用区画および周囲の通路清掃・除草
　を行い、環境整備・保全に努めること。
・栽培に必要な苗、資材、農機具等は、
　ご自身でご準備いただきます。
対象　茅野市内に居住している方（別荘
　　　の方も含む）
申込期間　２月24日（水）まで
申込・問　農業支援センター（内線404）
　　　メール　norin@city.chino.lg.jp

電源立地地域対策交付金は、水力発電施
設等の所在する市町村の地域振興を目的
とし、周辺地域で行われる公共用施設整
備や、住民福祉の向上に資する事業に対
して、国から交付されます。
令和２年度の電源立地地域対策交付金
440万円は、高齢者福祉センター塩壺の
湯管理運営事業に活用しました。
問　企画財政課　企画係（内線153）

茅野市所有の土地を一般競争
入札により売却します

茅野市小中学生書写作品展
市内の小中学校で優秀と認められた書写
作品を展示しています。大勢の市民の皆
さんにご覧いただきたいと思います。
期間　１月29日（金）～２月５日（金）
　　　月～土は午前９時～午後９時30分
　　　日は午前９時～午後５時30分
　　　※最終日は午後４時まで
ところ　茅野市中央公民館
問　学校教育課　学務係（内線607）

有害鳥獣の捕獲を実施します
ニホンジカ、イノシシによる農林業等へ
の被害を防止するため、山林内で、猟銃
を使用したニホンジカとイノシシの捕獲
活動を実施します。捕獲実施日には、安
全対策のため実施場所周辺に注意看板等
を設置します。実施日は、日程が決まり
次第、茅野市公式ホームページ、農林課
窓口、各地区コミュニティセンター等に
掲示します。
実施期間中に野外で作業するときや山林
へ入るときには、事故の防止にご協力く
ださい。
※天候等により、日程等が変更となる場
合があります。
実施期間　２月17日（水）～３月17日（水）
問　農林課　鳥獣被害対策係（内線408）

物件の種類　土地
所在地　茅野市宮川字下河原3843番2
　　　　（宮川中河原）
地目　宅地
地積　123.83㎡
用途地域　準工業地域
最低売却価格　3,656,800円
公売方法　一般競争入札
入札参加申込受付期間
　１月25日（月）～２月５日（金）
　午前８時30分～午後５時15分
　※土・日を除く
入札会
とき　２月９日（火）午前10時～
ところ　市役所７階704会議室
問　管理課管財係（内線162）

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。雪だるまの飾りをし

てもらいます。

とき　２月13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

ひなまつりおはなし会

地域の読書ボランティアさんと図書館職

員による、ひなまつりのおはなし会です。

とき　２月27日（土）

　　　午前10時30分～午前11時30分

ところ　茅野市図書館

定員　25名

申込期間　２月６日（土）午前10時～

申込・問　茅野市図書館　☎72－9085

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

広

　
告

法務大臣から新たに人権擁護
委員に委嘱されました

広報ちの　2021.2 14

献血のお願い

令和３年度ロングモント市・茅野
市ホームステイ交流事業
　　派遣および受入れの中止

400ml献血にご協力をお願いします。

とき　２月３日（水）
　　　午前10時～11時40分

　　　午後１時～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（健康管理センタ
　　ー内）　☎82-0105

「要約筆記」は聞こえの不自由な方（中

途失聴・難聴者）にその場で話されてい

る内容を要約して文字で伝える通訳で

す。要約筆記に興味のある方、聞こえに

不自由を感じている方や、そのご家族の

方も気軽にご参加ください。

第１回：手書き要約筆記

第２回：手書きとＰＣ要約筆記

とき　２月20日（土）、２月27日（土）
　　　午前10時～正午

ところ　諏訪市総合福祉センター（いき
　　　いき元気館）３階　交流ひろば

対象　要約筆記に興味のある方で、自分
　　　のパソコンを持参できる方

申込期間　２月10日（水）まで
申込・問　地域福祉課  障害福祉係 　
　　　　　（内線315・316）

　　　　　FAX73-0391

医　療

要約筆記体験教室

ひきこもり当事者交流会

一歩、踏み出してみませんか？

「家から出たいけど出られない」「何とな

くうまくいかない」「働きたいけど動き

だせない」など、ニートやひきこもりの

状況にある人、ニートやひきこもりの経

験がある人同士の交流会です。会の中で

の話しは口外しない約束です。

とき　毎月第２火曜日
　　　午後２時～午後４時

（令和２年度は、２月９日と３月９日）

ところ　茅野市ひと・まちプラザ
問　まいさぽ茅野市（地域福祉課生活福
　　祉係（内線317、318）

令和３年度ロングモント市・茅野市ホー

ムステイ交流事業は、東京オリンピック

の開催時期と重なることや、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により派遣と受け

入れは行いません。

令和４年度以降については、世界におけ

る感染症等の状況を踏まえ、事業の実施

を慎重に判断していきます。

問　生涯学習課生涯学習係（内線634）

お知らせ

人権擁護委員は法務大臣から委嘱された
民間の方々です。
人権擁護委員は市民の方々の人権意識を
高めるために、地域の中で人権思想を広
め、人権侵害が起きないよう見守り、人
権を擁護していくことが望ましいという
考えから、人権の花運動をはじめ、街頭
啓発や人権作文コンクールなどの活動を
中心に、人権啓発活動を行っています。
また、「人権相談所」を定期的に開設
し、次の内容の相談をお受けしておりま
す。
●「いじめ」「体罰」「不登校」「虐待」な
　ど子どもにかかわる問題
●「セクハラ」「ストーカー」「性的差別」
　など女性にかかわる問題
●「親子・親族」「近隣」「部落差別」「同
　和問題」等の問題
●「境界」「借地・借家」「相続」等の問
　題
茅野市の人権擁護委員は次の皆さんで
す。
高山衛さん、榛葉和夫さん、藤山武博さ
ん、宮坂和生さん、大久保功身さん、奥
原貴美子さん、樋口和津子さん、小尾久
子さん
※令和３年１月１日付で榛葉和夫さん、
　藤山武博さん、宮坂和生さんが再任、
　小尾久子さんが新たに法務大臣から委
　嘱されました。
問　市民課　市民係（内線254）

講　座

２月の放送番組

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～　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
 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
　１～３月はフラダンス講座をお届けします。
・「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～

広報ちの　2021.215

電源立地地域対策交付金を
活用しています

「市民農園」の利用者を募集します図書館

「広報ちの」の自動配信も！

図書館
２月の休館日

２月１日（月）、８日（月）、12日（金）、

15日（月）、22日（月）、24日（水）、

26日（金）

問　茅野市図書館　☎72－9085

場所　①玉川穴山（望岳の湯上）
　　　②宮川丸山（丸山工業団地北）
　　　③湖東笹原（鉢巻線上）
　　　④玉川粟沢（茅野市ゴルフ練習場
　　　　第３駐車場東側）
　　　※トイレ、倉庫、水道等の設備は
　　　　ありません。
区画数　①～④各農園若干（詳細はお問
　　　　い合わせください）
面　積　１区画約100㎡
利用料　1シーズン５千円（畦畔の草刈
　　　　り、耕起等は園主が行います。）
使用期間　４月～11月末日
　　　　（最長５年まで更新可）
利用条件　
・販売を目的としない自家用野菜の栽培
　として使用すること。
・利用区画および周囲の通路清掃・除草
　を行い、環境整備・保全に努めること。
・栽培に必要な苗、資材、農機具等は、
　ご自身でご準備いただきます。
対象　茅野市内に居住している方（別荘
　　　の方も含む）
申込期間　２月24日（水）まで
申込・問　農業支援センター（内線404）
　　　メール　norin@city.chino.lg.jp

電源立地地域対策交付金は、水力発電施
設等の所在する市町村の地域振興を目的
とし、周辺地域で行われる公共用施設整
備や、住民福祉の向上に資する事業に対
して、国から交付されます。
令和２年度の電源立地地域対策交付金
440万円は、高齢者福祉センター塩壺の
湯管理運営事業に活用しました。
問　企画財政課　企画係（内線153）

茅野市所有の土地を一般競争
入札により売却します

茅野市小中学生書写作品展
市内の小中学校で優秀と認められた書写
作品を展示しています。大勢の市民の皆
さんにご覧いただきたいと思います。
期間　１月29日（金）～２月５日（金）
　　　月～土は午前９時～午後９時30分
　　　日は午前９時～午後５時30分
　　　※最終日は午後４時まで
ところ　茅野市中央公民館
問　学校教育課　学務係（内線607）

有害鳥獣の捕獲を実施します
ニホンジカ、イノシシによる農林業等へ
の被害を防止するため、山林内で、猟銃
を使用したニホンジカとイノシシの捕獲
活動を実施します。捕獲実施日には、安
全対策のため実施場所周辺に注意看板等
を設置します。実施日は、日程が決まり
次第、茅野市公式ホームページ、農林課
窓口、各地区コミュニティセンター等に
掲示します。
実施期間中に野外で作業するときや山林
へ入るときには、事故の防止にご協力く
ださい。
※天候等により、日程等が変更となる場
合があります。
実施期間　２月17日（水）～３月17日（水）
問　農林課　鳥獣被害対策係（内線408）

物件の種類　土地
所在地　茅野市宮川字下河原3843番2
　　　　（宮川中河原）
地目　宅地
地積　123.83㎡
用途地域　準工業地域
最低売却価格　3,656,800円
公売方法　一般競争入札
入札参加申込受付期間
　１月25日（月）～２月５日（金）
　午前８時30分～午後５時15分
　※土・日を除く
入札会
とき　２月９日（火）午前10時～
ところ　市役所７階704会議室
問　管理課管財係（内線162）

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。雪だるまの飾りをし

てもらいます。

とき　２月13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

ひなまつりおはなし会

地域の読書ボランティアさんと図書館職

員による、ひなまつりのおはなし会です。

とき　２月27日（土）

　　　午前10時30分～午前11時30分

ところ　茅野市図書館

定員　25名

申込期間　２月６日（土）午前10時～

申込・問　茅野市図書館　☎72－9085
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冬の探鳥会

上川と諏訪湖の水辺の冬鳥を観察します。
とき　２月７日（日）午前８時30分～11時
集合場所　諏訪市すわっこランド前湖周
　　　　　沿い駐車場
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　１月20日（水）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

八ヶ岳総合博物館星空観望会

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　２月20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　１月20日（水）から受付
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

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　２月27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

活動発表展

令和2年度に総合博物館で活動した市民

研究員、博物館はたおりボランティアね

じばな、茅野ミヤマシロチョウの会の活

動記録や作品などを展示します。

とき　２月20日（土）～３月20日（土）
ところ　総合博物館
料金　通常入館料（３月20日は入館無料）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

博

博

博

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。２月は「浮沈子」。水の中をおもりが
浮いたり、沈んだりの楽しい科学工作で
す。
とき　２月14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　１月20日（水）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

博

博

博

八ヶ岳総合博物館
２月の休館日

２月１日（月）、８日（月）、12日（金）、
15日（月）、22日（月）、24日（水）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

尖石縄文考古館

尖 尖石縄文考古館
２月の休館日

ロビー展「史跡公園・竜神
池周辺の野鳥たち」

２月1日（月）、８日（月）、12日（金）、

15日（月）、22日（月）、24日（水）

問　尖石縄文考古館　☎76－2270

尖

考古館・史跡公園・竜神池周辺にやって

くる野鳥を中心とした写真の展示を行い

ます。

期間　２月21日（日）～３月28日（日）

ところ　尖石縄文考古館ロビー

料金　無料（館内をご覧の場合は観覧料

　　　が必要です。）

問　尖石縄文考古館　☎76－2270

探鳥会「史跡公園にやって
くる野鳥を観察しよう」尖

野鳥についてのお話と、史跡公園周辺を

回りながら野鳥を観察します。

とき　３月７日（日）午前９時～11時30分

ところ　尖石縄文考古館ロビー（集合）

　　　　史跡公園・竜神池周辺

参加費　無料

持ち物　寒くない服装・マスク・（お持ち

　　　　の方は双眼鏡・野鳥図鑑）

対象　小学校５年生以上（４年生以下の

　　　方は大人と参加してください）

問　尖石縄文考古館　☎76－2270
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令和３年度長野県シニア大学
諏訪学部学生募集

諏訪中央病院

生きがいづくり・仲間づくり・社会参加

のきっかけづくりを目指します。

学習期間　２年間　60時間/年
　　　　　（年間15日×４時間／日）

参加費　年額12,000円
対象　おおむね50歳以上の県内在住の方
定員　若干名
申込期間　２月１日（月）～３月31日（水）
申込・問　長野県長寿社会開発センター
　　　　　諏訪支部　☎57－2910

シルバー人材センター
入会説明会・審査日程

説明会　２月10日（水）午後２時～
審査会　２月19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

すわちゅう健康教室

■「食事習慣について考える」
何をどのように食べたらよいの？名誉院

長濵口医師がわかりやすくお話ししま

す。お気軽にお立ち寄りください。健康

に関するご質問・ご相談もお受けしま

す。

とき　２月10日（水）
　　　午前11時～11時30分

ところ　諏訪中央病院（１Fエントラン
　　　　スホール）

参加費　無料（申込不要）

■「被害を最小限に。「減災」ってご存じ
　ですか？」
災害時に被災地へ医療支援に入った当院

スタッフが、その活動経験をもとに「減

災」についてお話をします。東日本大震

災からまもなく10年。改めて災害に備

えることを一緒に考えてみませんか？

とき　２月24日（水）
　　　午前11時～11時30分

ところ　諏訪中央病院（１Fエントラン
　　　　スホール）

参加費　無料（申込不要）
問　諏訪中央病院　総務課広報調整係　
　　☎72－1000（内線1557）

茅野市民館

その他施設・団体等

第４期収蔵作品展
生の流れーそのつながり

会期　１月10日（日）～３月25日（木）
　　　午前10時～午後６時
　　※火曜休館（２月23日（火・祝）は開
　　　館、２月24日（水）は休館）
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

茅野市美術館

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

■ドンドン芽を出す月イチ会議（2月）
茅野市民館で演劇・舞台づくりをとこと
ん楽しむクラブ活動。2月は「映像特別
編」です！
とき　２月13日（土）午後２時
講師　柏木陽（演劇家）、上田謙太郎（映
　　　像作家）
顧問　辻野隆之（茅野市民館ディレクタ
　　　ー/茅野市美術館長）
※要事前申込
■クラブ活動記録（ブログ）
https://engekinotane.blogspot.com/
※詳しくはお問合せください。
問　茅野市民館
　　☎82－8222　FAX82－8223

美

神長官守矢史料館
２月の休館日

２月１日（月）、８日（月）、12日（金）、

15日（月）、22日（月）、24日（水）

問　神長官守矢史料館　☎73－7567

守矢史料館

守

身近な材料をつかい、桃の節句にちなん
だ飾りをおうちでつくりましょう！ つくっ
たものは茅野市民館イベントスペースに
つるして飾ります。
■つるし飾りづくりの参考動画
飾りづくりの参考動画をインターネットで
ご紹介しています。くわしくはウェブサイト
をご覧いただくか、茅野市民館までお問合
せください。
http://www.chinoshiminkan.jp/
ccc/2021/0220.html
■つるし飾りの募集
募集期間　2月6日（土）～2月17日（水）
素材　身近にあるもの（折紙、画用紙、ト
　　　レイ、紙皿、紙コップ、毛糸など）
寸法　つるし（一連）長さ150㎝以内、重
　　　さ100ｇ以内  ※単体の飾りでも可
■つるし飾りの展示
期間　2月20日（土）～3月3日（水）
　　　午前９時～午後７時
会場　茅野市民館 イベントスペース
料金　無料
問　茅野市民館
　　☎82ー8222　FAX82－8223

ｃ

アート楽しみ隊vol.31
「桃の節句のつるし飾り」

小中学生のための雪と氷の野外
ワークショップin八ヶ岳

雪博士・中谷宇吉郎さんのふるさとから

楽しいワークショップがやってきます。

雪の結晶を観察したり、氷のペンダント

を作ったり、外で元気に遊んで学ぼう。

文部科学省委託事業「子供たちの心身の

健全な発達のための子供の自然体験活動

推進事業」です。（主催：中谷宇吉郎雪の

科学館友の会）

とき　２月21日（日）

　　　午前10時～11時30分

ところ　総合博物館

対象　小中学生とその保護者15組

参加費　無料

申込期間　１月20日（水）から受付

問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

博

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

博

ｃ
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冬の探鳥会

上川と諏訪湖の水辺の冬鳥を観察します。
とき　２月７日（日）午前８時30分～11時
集合場所　諏訪市すわっこランド前湖周
　　　　　沿い駐車場
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　１月20日（水）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

八ヶ岳総合博物館星空観望会

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　２月20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　１月20日（水）から受付
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

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　２月27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

活動発表展

令和2年度に総合博物館で活動した市民

研究員、博物館はたおりボランティアね

じばな、茅野ミヤマシロチョウの会の活

動記録や作品などを展示します。

とき　２月20日（土）～３月20日（土）
ところ　総合博物館
料金　通常入館料（３月20日は入館無料）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

博

博

博

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。２月は「浮沈子」。水の中をおもりが
浮いたり、沈んだりの楽しい科学工作で
す。
とき　２月14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　１月20日（水）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

博

博

博

八ヶ岳総合博物館
２月の休館日

２月１日（月）、８日（月）、12日（金）、
15日（月）、22日（月）、24日（水）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

尖石縄文考古館

尖 尖石縄文考古館
２月の休館日

ロビー展「史跡公園・竜神
池周辺の野鳥たち」

２月1日（月）、８日（月）、12日（金）、

15日（月）、22日（月）、24日（水）

問　尖石縄文考古館　☎76－2270

尖

考古館・史跡公園・竜神池周辺にやって

くる野鳥を中心とした写真の展示を行い

ます。

期間　２月21日（日）～３月28日（日）

ところ　尖石縄文考古館ロビー

料金　無料（館内をご覧の場合は観覧料

　　　が必要です。）

問　尖石縄文考古館　☎76－2270

探鳥会「史跡公園にやって
くる野鳥を観察しよう」尖

野鳥についてのお話と、史跡公園周辺を

回りながら野鳥を観察します。

とき　３月７日（日）午前９時～11時30分

ところ　尖石縄文考古館ロビー（集合）

　　　　史跡公園・竜神池周辺

参加費　無料

持ち物　寒くない服装・マスク・（お持ち

　　　　の方は双眼鏡・野鳥図鑑）

対象　小学校５年生以上（４年生以下の

　　　方は大人と参加してください）

問　尖石縄文考古館　☎76－2270
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令和３年度長野県シニア大学
諏訪学部学生募集

諏訪中央病院

生きがいづくり・仲間づくり・社会参加

のきっかけづくりを目指します。

学習期間　２年間　60時間/年
　　　　　（年間15日×４時間／日）

参加費　年額12,000円
対象　おおむね50歳以上の県内在住の方
定員　若干名
申込期間　２月１日（月）～３月31日（水）
申込・問　長野県長寿社会開発センター
　　　　　諏訪支部　☎57－2910

シルバー人材センター
入会説明会・審査日程

説明会　２月10日（水）午後２時～
審査会　２月19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

すわちゅう健康教室

■「食事習慣について考える」
何をどのように食べたらよいの？名誉院

長濵口医師がわかりやすくお話ししま

す。お気軽にお立ち寄りください。健康

に関するご質問・ご相談もお受けしま

す。

とき　２月10日（水）
　　　午前11時～11時30分

ところ　諏訪中央病院（１Fエントラン
　　　　スホール）

参加費　無料（申込不要）

■「被害を最小限に。「減災」ってご存じ
　ですか？」
災害時に被災地へ医療支援に入った当院

スタッフが、その活動経験をもとに「減

災」についてお話をします。東日本大震

災からまもなく10年。改めて災害に備

えることを一緒に考えてみませんか？

とき　２月24日（水）
　　　午前11時～11時30分

ところ　諏訪中央病院（１Fエントラン
　　　　スホール）

参加費　無料（申込不要）
問　諏訪中央病院　総務課広報調整係　
　　☎72－1000（内線1557）

茅野市民館

その他施設・団体等

第４期収蔵作品展
生の流れーそのつながり

会期　１月10日（日）～３月25日（木）
　　　午前10時～午後６時
　　※火曜休館（２月23日（火・祝）は開
　　　館、２月24日（水）は休館）
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

茅野市美術館

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

■ドンドン芽を出す月イチ会議（2月）
茅野市民館で演劇・舞台づくりをとこと
ん楽しむクラブ活動。2月は「映像特別
編」です！
とき　２月13日（土）午後２時
講師　柏木陽（演劇家）、上田謙太郎（映
　　　像作家）
顧問　辻野隆之（茅野市民館ディレクタ
　　　ー/茅野市美術館長）
※要事前申込
■クラブ活動記録（ブログ）
https://engekinotane.blogspot.com/
※詳しくはお問合せください。
問　茅野市民館
　　☎82－8222　FAX82－8223

美

神長官守矢史料館
２月の休館日

２月１日（月）、８日（月）、12日（金）、

15日（月）、22日（月）、24日（水）

問　神長官守矢史料館　☎73－7567

守矢史料館

守

身近な材料をつかい、桃の節句にちなん
だ飾りをおうちでつくりましょう！ つくっ
たものは茅野市民館イベントスペースに
つるして飾ります。
■つるし飾りづくりの参考動画
飾りづくりの参考動画をインターネットで
ご紹介しています。くわしくはウェブサイト
をご覧いただくか、茅野市民館までお問合
せください。
http://www.chinoshiminkan.jp/
ccc/2021/0220.html
■つるし飾りの募集
募集期間　2月6日（土）～2月17日（水）
素材　身近にあるもの（折紙、画用紙、ト
　　　レイ、紙皿、紙コップ、毛糸など）
寸法　つるし（一連）長さ150㎝以内、重
　　　さ100ｇ以内  ※単体の飾りでも可
■つるし飾りの展示
期間　2月20日（土）～3月3日（水）
　　　午前９時～午後７時
会場　茅野市民館 イベントスペース
料金　無料
問　茅野市民館
　　☎82ー8222　FAX82－8223

ｃ

アート楽しみ隊vol.31
「桃の節句のつるし飾り」

小中学生のための雪と氷の野外
ワークショップin八ヶ岳

雪博士・中谷宇吉郎さんのふるさとから

楽しいワークショップがやってきます。

雪の結晶を観察したり、氷のペンダント

を作ったり、外で元気に遊んで学ぼう。

文部科学省委託事業「子供たちの心身の

健全な発達のための子供の自然体験活動

推進事業」です。（主催：中谷宇吉郎雪の

科学館友の会）

とき　２月21日（日）

　　　午前10時～11時30分

ところ　総合博物館

対象　小中学生とその保護者15組

参加費　無料

申込期間　１月20日（水）から受付

問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

博

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

博

ｃ
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冬の探鳥会

上川と諏訪湖の水辺の冬鳥を観察します。
とき　２月７日（日）午前８時30分～11時
集合場所　諏訪市すわっこランド前湖周
　　　　　沿い駐車場
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　１月20日（水）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

八ヶ岳総合博物館星空観望会

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　２月20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　１月20日（水）から受付
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

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　２月27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

活動発表展

令和2年度に総合博物館で活動した市民

研究員、博物館はたおりボランティアね

じばな、茅野ミヤマシロチョウの会の活

動記録や作品などを展示します。

とき　２月20日（土）～３月20日（土）
ところ　総合博物館
料金　通常入館料（３月20日は入館無料）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

博

博

博

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。２月は「浮沈子」。水の中をおもりが
浮いたり、沈んだりの楽しい科学工作で
す。
とき　２月14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　１月20日（水）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

博

博

博

八ヶ岳総合博物館
２月の休館日

２月１日（月）、８日（月）、12日（金）、
15日（月）、22日（月）、24日（水）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

尖石縄文考古館

尖 尖石縄文考古館
２月の休館日

ロビー展「史跡公園・竜神
池周辺の野鳥たち」

２月1日（月）、８日（月）、12日（金）、

15日（月）、22日（月）、24日（水）

問　尖石縄文考古館　☎76－2270

尖

考古館・史跡公園・竜神池周辺にやって

くる野鳥を中心とした写真の展示を行い

ます。

期間　２月21日（日）～３月28日（日）

ところ　尖石縄文考古館ロビー

料金　無料（館内をご覧の場合は観覧料

　　　が必要です。）

問　尖石縄文考古館　☎76－2270

探鳥会「史跡公園にやって
くる野鳥を観察しよう」尖

野鳥についてのお話と、史跡公園周辺を

回りながら野鳥を観察します。

とき　３月７日（日）午前９時～11時30分

ところ　尖石縄文考古館ロビー（集合）

　　　　史跡公園・竜神池周辺

参加費　無料

持ち物　寒くない服装・マスク・（お持ち

　　　　の方は双眼鏡・野鳥図鑑）

対象　小学校５年生以上（４年生以下の

　　　方は大人と参加してください）

問　尖石縄文考古館　☎76－2270

広報ちの　2021.217

令和３年度長野県シニア大学
諏訪学部学生募集

諏訪中央病院

生きがいづくり・仲間づくり・社会参加

のきっかけづくりを目指します。

学習期間　２年間　60時間/年
　　　　　（年間15日×４時間／日）

参加費　年額12,000円
対象　おおむね50歳以上の県内在住の方
定員　若干名
申込期間　２月１日（月）～３月31日（水）
申込・問　長野県長寿社会開発センター
　　　　　諏訪支部　☎57－2910

シルバー人材センター
入会説明会・審査日程

説明会　２月10日（水）午後２時～
審査会　２月19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

すわちゅう健康教室

■「食事習慣について考える」
何をどのように食べたらよいの？名誉院

長濵口医師がわかりやすくお話ししま

す。お気軽にお立ち寄りください。健康

に関するご質問・ご相談もお受けしま

す。

とき　２月10日（水）
　　　午前11時～11時30分

ところ　諏訪中央病院（１Fエントラン
　　　　スホール）

参加費　無料（申込不要）

■「被害を最小限に。「減災」ってご存じ
　ですか？」
災害時に被災地へ医療支援に入った当院

スタッフが、その活動経験をもとに「減

災」についてお話をします。東日本大震

災からまもなく10年。改めて災害に備

えることを一緒に考えてみませんか？

とき　２月24日（水）
　　　午前11時～11時30分

ところ　諏訪中央病院（１Fエントラン
　　　　スホール）

参加費　無料（申込不要）
問　諏訪中央病院　総務課広報調整係　
　　☎72－1000（内線1557）

茅野市民館

その他施設・団体等

第４期収蔵作品展
生の流れーそのつながり

会期　１月10日（日）～３月25日（木）
　　　午前10時～午後６時
　　※火曜休館（２月23日（火・祝）は開
　　　館、２月24日（水）は休館）
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

茅野市美術館

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

■ドンドン芽を出す月イチ会議（2月）
茅野市民館で演劇・舞台づくりをとこと
ん楽しむクラブ活動。2月は「映像特別
編」です！
とき　２月13日（土）午後２時
講師　柏木陽（演劇家）、上田謙太郎（映
　　　像作家）
顧問　辻野隆之（茅野市民館ディレクタ
　　　ー/茅野市美術館長）
※要事前申込
■クラブ活動記録（ブログ）
https://engekinotane.blogspot.com/
※詳しくはお問合せください。
問　茅野市民館
　　☎82－8222　FAX82－8223

美

神長官守矢史料館
２月の休館日

２月１日（月）、８日（月）、12日（金）、

15日（月）、22日（月）、24日（水）

問　神長官守矢史料館　☎73－7567

守矢史料館

守

身近な材料をつかい、桃の節句にちなん
だ飾りをおうちでつくりましょう！ つくっ
たものは茅野市民館イベントスペースに
つるして飾ります。
■つるし飾りづくりの参考動画
飾りづくりの参考動画をインターネットで
ご紹介しています。くわしくはウェブサイト
をご覧いただくか、茅野市民館までお問合
せください。
http://www.chinoshiminkan.jp/
ccc/2021/0220.html
■つるし飾りの募集
募集期間　2月6日（土）～2月17日（水）
素材　身近にあるもの（折紙、画用紙、ト
　　　レイ、紙皿、紙コップ、毛糸など）
寸法　つるし（一連）長さ150㎝以内、重
　　　さ100ｇ以内  ※単体の飾りでも可
■つるし飾りの展示
期間　2月20日（土）～3月3日（水）
　　　午前９時～午後７時
会場　茅野市民館 イベントスペース
料金　無料
問　茅野市民館
　　☎82ー8222　FAX82－8223

ｃ

アート楽しみ隊vol.31
「桃の節句のつるし飾り」

小中学生のための雪と氷の野外
ワークショップin八ヶ岳

雪博士・中谷宇吉郎さんのふるさとから

楽しいワークショップがやってきます。

雪の結晶を観察したり、氷のペンダント

を作ったり、外で元気に遊んで学ぼう。

文部科学省委託事業「子供たちの心身の

健全な発達のための子供の自然体験活動

推進事業」です。（主催：中谷宇吉郎雪の

科学館友の会）

とき　２月21日（日）

　　　午前10時～11時30分

ところ　総合博物館

対象　小中学生とその保護者15組

参加費　無料

申込期間　１月20日（水）から受付

問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

博

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

博

ｃ
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冬の探鳥会

上川と諏訪湖の水辺の冬鳥を観察します。
とき　２月７日（日）午前８時30分～11時
集合場所　諏訪市すわっこランド前湖周
　　　　　沿い駐車場
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　１月20日（水）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

八ヶ岳総合博物館星空観望会

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　２月20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　１月20日（水）から受付
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

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　２月27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

活動発表展

令和2年度に総合博物館で活動した市民

研究員、博物館はたおりボランティアね

じばな、茅野ミヤマシロチョウの会の活

動記録や作品などを展示します。

とき　２月20日（土）～３月20日（土）
ところ　総合博物館
料金　通常入館料（３月20日は入館無料）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

博

博

博

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。２月は「浮沈子」。水の中をおもりが
浮いたり、沈んだりの楽しい科学工作で
す。
とき　２月14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　１月20日（水）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

博

博

博

八ヶ岳総合博物館
２月の休館日

２月１日（月）、８日（月）、12日（金）、
15日（月）、22日（月）、24日（水）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

尖石縄文考古館

尖 尖石縄文考古館
２月の休館日

ロビー展「史跡公園・竜神
池周辺の野鳥たち」

２月1日（月）、８日（月）、12日（金）、

15日（月）、22日（月）、24日（水）

問　尖石縄文考古館　☎76－2270

尖

考古館・史跡公園・竜神池周辺にやって

くる野鳥を中心とした写真の展示を行い

ます。

期間　２月21日（日）～３月28日（日）

ところ　尖石縄文考古館ロビー

料金　無料（館内をご覧の場合は観覧料

　　　が必要です。）

問　尖石縄文考古館　☎76－2270

探鳥会「史跡公園にやって
くる野鳥を観察しよう」尖

野鳥についてのお話と、史跡公園周辺を

回りながら野鳥を観察します。

とき　３月７日（日）午前９時～11時30分

ところ　尖石縄文考古館ロビー（集合）

　　　　史跡公園・竜神池周辺

参加費　無料

持ち物　寒くない服装・マスク・（お持ち

　　　　の方は双眼鏡・野鳥図鑑）

対象　小学校５年生以上（４年生以下の

　　　方は大人と参加してください）

問　尖石縄文考古館　☎76－2270

広報ちの　2021.217

令和３年度長野県シニア大学
諏訪学部学生募集

諏訪中央病院

生きがいづくり・仲間づくり・社会参加

のきっかけづくりを目指します。

学習期間　２年間　60時間/年
　　　　　（年間15日×４時間／日）

参加費　年額12,000円
対象　おおむね50歳以上の県内在住の方
定員　若干名
申込期間　２月１日（月）～３月31日（水）
申込・問　長野県長寿社会開発センター
　　　　　諏訪支部　☎57－2910

シルバー人材センター
入会説明会・審査日程

説明会　２月10日（水）午後２時～
審査会　２月19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

すわちゅう健康教室

■「食事習慣について考える」
何をどのように食べたらよいの？名誉院

長濵口医師がわかりやすくお話ししま

す。お気軽にお立ち寄りください。健康

に関するご質問・ご相談もお受けしま

す。

とき　２月10日（水）
　　　午前11時～11時30分

ところ　諏訪中央病院（１Fエントラン
　　　　スホール）

参加費　無料（申込不要）

■「被害を最小限に。「減災」ってご存じ
　ですか？」
災害時に被災地へ医療支援に入った当院

スタッフが、その活動経験をもとに「減

災」についてお話をします。東日本大震

災からまもなく10年。改めて災害に備

えることを一緒に考えてみませんか？

とき　２月24日（水）
　　　午前11時～11時30分

ところ　諏訪中央病院（１Fエントラン
　　　　スホール）

参加費　無料（申込不要）
問　諏訪中央病院　総務課広報調整係　
　　☎72－1000（内線1557）

茅野市民館

その他施設・団体等

第４期収蔵作品展
生の流れーそのつながり

会期　１月10日（日）～３月25日（木）
　　　午前10時～午後６時
　　※火曜休館（２月23日（火・祝）は開
　　　館、２月24日（水）は休館）
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

茅野市美術館

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

■ドンドン芽を出す月イチ会議（2月）
茅野市民館で演劇・舞台づくりをとこと
ん楽しむクラブ活動。2月は「映像特別
編」です！
とき　２月13日（土）午後２時
講師　柏木陽（演劇家）、上田謙太郎（映
　　　像作家）
顧問　辻野隆之（茅野市民館ディレクタ
　　　ー/茅野市美術館長）
※要事前申込
■クラブ活動記録（ブログ）
https://engekinotane.blogspot.com/
※詳しくはお問合せください。
問　茅野市民館
　　☎82－8222　FAX82－8223

美

神長官守矢史料館
２月の休館日

２月１日（月）、８日（月）、12日（金）、

15日（月）、22日（月）、24日（水）

問　神長官守矢史料館　☎73－7567

守矢史料館

守

身近な材料をつかい、桃の節句にちなん
だ飾りをおうちでつくりましょう！ つくっ
たものは茅野市民館イベントスペースに
つるして飾ります。
■つるし飾りづくりの参考動画
飾りづくりの参考動画をインターネットで
ご紹介しています。くわしくはウェブサイト
をご覧いただくか、茅野市民館までお問合
せください。
http://www.chinoshiminkan.jp/
ccc/2021/0220.html
■つるし飾りの募集
募集期間　2月6日（土）～2月17日（水）
素材　身近にあるもの（折紙、画用紙、ト
　　　レイ、紙皿、紙コップ、毛糸など）
寸法　つるし（一連）長さ150㎝以内、重
　　　さ100ｇ以内  ※単体の飾りでも可
■つるし飾りの展示
期間　2月20日（土）～3月3日（水）
　　　午前９時～午後７時
会場　茅野市民館 イベントスペース
料金　無料
問　茅野市民館
　　☎82ー8222　FAX82－8223

ｃ

アート楽しみ隊vol.31
「桃の節句のつるし飾り」

小中学生のための雪と氷の野外
ワークショップin八ヶ岳

雪博士・中谷宇吉郎さんのふるさとから

楽しいワークショップがやってきます。

雪の結晶を観察したり、氷のペンダント

を作ったり、外で元気に遊んで学ぼう。

文部科学省委託事業「子供たちの心身の

健全な発達のための子供の自然体験活動

推進事業」です。（主催：中谷宇吉郎雪の

科学館友の会）

とき　２月21日（日）

　　　午前10時～11時30分

ところ　総合博物館

対象　小中学生とその保護者15組

参加費　無料

申込期間　１月20日（水）から受付

問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

博

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

博

ｃ



茅野市 LINE公式アカウント
まちの情報をお届け中！

PUSH通知でお知らせします。

LINE
公式アカウント
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暮
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し

「茅野市LINE公式アカウント」では
茅野市の様々な情報を発信していきます。

アプリ内で友だち登録をすれば
PUSH通知で確実に情報をお届けします。

コードを読み込むと簡単に
友だち登録ができます。

広報ちの　2021.2 18

１月１日～２月28日「はたちの献血キ

ャンペーン」を実施します。新たに成人

になられた皆さん、若い世代の皆さん、

献血に御協力をお願いします。

血液は、人工的に造ることができず、長

い間保存することもできません。皆さん

からの献血による血液が必要です。献血

バス、県内３カ所（長野・松本・諏訪）の

献血ルームで献血ができます。

問　長野県健康福祉部薬事管理課

　　☎026－235－7157

ゆずります
螺鈿座卓、清稜附属中女子制服、子供チ

ャレンジ（プチ）、木製漬物桶、木製せい

ろ（鍋付）、工業用足踏み式ミシン、ゴル

フセット（女性左用）、家具調コタツ（布

団付）、絨毯、木製マット付シングルベ

ッド、シングルベッド、日本人形、鹿よ

けアニマルネット、宮つきシングルベッ

ド

ゆずってください
北部中女子制服（L）、アイスホッケー関

連のもの（大人、子どもとも何でも）

※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。

その他施設・団体等

月の納税等２
◆国民健康保険税（９期）

◆上下水道料金

◆下水道受益者負担金（４期）

◆市営住宅使用料　◆保育料　

◆後期高齢者医療保険料（８期）

【納期限・振替日　３月１日（月）】

ずりあおうゆ ～不用品を活用し
　あいましょう～ 「はたちの献血」キャンペーン

最低賃金制度は、最低賃金法に基づき、

使用者は、その金額以上の賃金を労働者

に支払わなければならないとされている

制度です。

今般、長野県地域最低賃金の改正に続い

て、長野県内の特定の産業で働く労働者

に適用される「特定（産業別）最低賃

金」が以下のとおり改正されました。

なお、適用業種等の詳細については、長

野労働局ホームページでご確認ください。

計量器・測定器等製造業　894円

はん用機械器具等製造業　905円

各種商品小売業　857円

印刷・製版業　850円

※長野県地域最低賃金　849円

問　長野県労働局労働基準部賃金室

　　☎026－223－0555

長野県特定（産業別）最低賃金

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：
　　　齋藤　泰史 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。

結婚相談

地域職業相談室

外国籍市民のための
　　　　　　　　相談

2/9（火）
9：00～12：00

2/18（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

市役所5階
501会議室

生涯学習課
（内線634）

茅野駅前
ベルビア２階

2/10（水）
15：00～17：00

2/5・12・19・26（金）
9：00～12：00

①2/6・20（土）
13：00～16：00
②2/12・26（金）
18：30～20：30

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。

2/13（土）10：30～、
11：30～、13：30～、
14：30～

家庭教育センター
☎73－0888

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

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】

①2/　4（木）10：00～
②2/10（水）14：00～
③2/16（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）

2/2（火）
13：00～17：00
※電話予約は1/26
　　　　　　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。

商工課
（内線435）

2/3（水）
13：30～16：30

広報ちの　2021.219

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

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。

家庭教育相談員が子育ての相談をお
受けします。家庭教育相談

毎週月～金曜日
　　　（祝日除く）
9：00～17：00

家庭教育センター
相談室

（ちの地区コミュニ
ティセンター北側）

2/6・20・27（土）
13：00～16：00

茅野市 LINE公式アカウント
まちの情報をお届け中！

PUSH通知でお知らせします。

LINE
公式アカウント
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「茅野市LINE公式アカウント」では
茅野市の様々な情報を発信していきます。

アプリ内で友だち登録をすれば
PUSH通知で確実に情報をお届けします。

コードを読み込むと簡単に
友だち登録ができます。

広報ちの　2021.2 18

１月１日～２月28日「はたちの献血キ

ャンペーン」を実施します。新たに成人

になられた皆さん、若い世代の皆さん、

献血に御協力をお願いします。

血液は、人工的に造ることができず、長

い間保存することもできません。皆さん

からの献血による血液が必要です。献血

バス、県内３カ所（長野・松本・諏訪）の

献血ルームで献血ができます。

問　長野県健康福祉部薬事管理課

　　☎026－235－7157

ゆずります
螺鈿座卓、清稜附属中女子制服、子供チ

ャレンジ（プチ）、木製漬物桶、木製せい

ろ（鍋付）、工業用足踏み式ミシン、ゴル

フセット（女性左用）、家具調コタツ（布

団付）、絨毯、木製マット付シングルベ

ッド、シングルベッド、日本人形、鹿よ

けアニマルネット、宮つきシングルベッ

ド

ゆずってください
北部中女子制服（L）、アイスホッケー関

連のもの（大人、子どもとも何でも）

※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。

その他施設・団体等

月の納税等２
◆国民健康保険税（９期）

◆上下水道料金

◆下水道受益者負担金（４期）

◆市営住宅使用料　◆保育料　

◆後期高齢者医療保険料（８期）

【納期限・振替日　３月１日（月）】

ずりあおうゆ ～不用品を活用し
　あいましょう～ 「はたちの献血」キャンペーン

最低賃金制度は、最低賃金法に基づき、

使用者は、その金額以上の賃金を労働者

に支払わなければならないとされている

制度です。

今般、長野県地域最低賃金の改正に続い

て、長野県内の特定の産業で働く労働者

に適用される「特定（産業別）最低賃

金」が以下のとおり改正されました。

なお、適用業種等の詳細については、長

野労働局ホームページでご確認ください。

計量器・測定器等製造業　894円

はん用機械器具等製造業　905円

各種商品小売業　857円

印刷・製版業　850円

※長野県地域最低賃金　849円

問　長野県労働局労働基準部賃金室

　　☎026－223－0555

長野県特定（産業別）最低賃金

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：
　　　齋藤　泰史 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。

結婚相談

地域職業相談室

外国籍市民のための
　　　　　　　　相談

2/9（火）
9：00～12：00

2/18（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

市役所5階
501会議室

生涯学習課
（内線634）

茅野駅前
ベルビア２階

2/10（水）
15：00～17：00

2/5・12・19・26（金）
9：00～12：00

①2/6・20（土）
13：00～16：00
②2/12・26（金）
18：30～20：30

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。

2/13（土）10：30～、
11：30～、13：30～、
14：30～

家庭教育センター
☎73－0888

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

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】

①2/　4（木）10：00～
②2/10（水）14：00～
③2/16（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）

2/2（火）
13：00～17：00
※電話予約は1/26
　　　　　　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。

商工課
（内線435）

2/3（水）
13：30～16：30

広報ちの　2021.219

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

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。

家庭教育相談員が子育ての相談をお
受けします。家庭教育相談

毎週月～金曜日
　　　（祝日除く）
9：00～17：00

家庭教育センター
相談室

（ちの地区コミュニ
ティセンター北側）

2/6・20・27（土）
13：00～16：00



茅野市 LINE公式アカウント
まちの情報をお届け中！

PUSH通知でお知らせします。

LINE
公式アカウント
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し

「茅野市LINE公式アカウント」では
茅野市の様々な情報を発信していきます。

アプリ内で友だち登録をすれば
PUSH通知で確実に情報をお届けします。

コードを読み込むと簡単に
友だち登録ができます。

広報ちの　2021.2 18

１月１日～２月28日「はたちの献血キ

ャンペーン」を実施します。新たに成人

になられた皆さん、若い世代の皆さん、

献血に御協力をお願いします。

血液は、人工的に造ることができず、長

い間保存することもできません。皆さん

からの献血による血液が必要です。献血

バス、県内３カ所（長野・松本・諏訪）の

献血ルームで献血ができます。

問　長野県健康福祉部薬事管理課

　　☎026－235－7157

ゆずります
螺鈿座卓、清稜附属中女子制服、子供チ

ャレンジ（プチ）、木製漬物桶、木製せい

ろ（鍋付）、工業用足踏み式ミシン、ゴル

フセット（女性左用）、家具調コタツ（布

団付）、絨毯、木製マット付シングルベ

ッド、シングルベッド、日本人形、鹿よ

けアニマルネット、宮つきシングルベッ

ド

ゆずってください
北部中女子制服（L）、アイスホッケー関

連のもの（大人、子どもとも何でも）

※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。

その他施設・団体等

月の納税等２
◆国民健康保険税（９期）

◆上下水道料金

◆下水道受益者負担金（４期）

◆市営住宅使用料　◆保育料　

◆後期高齢者医療保険料（８期）

【納期限・振替日　３月１日（月）】

ずりあおうゆ ～不用品を活用し
　あいましょう～ 「はたちの献血」キャンペーン

最低賃金制度は、最低賃金法に基づき、

使用者は、その金額以上の賃金を労働者

に支払わなければならないとされている

制度です。

今般、長野県地域最低賃金の改正に続い

て、長野県内の特定の産業で働く労働者

に適用される「特定（産業別）最低賃

金」が以下のとおり改正されました。

なお、適用業種等の詳細については、長

野労働局ホームページでご確認ください。

計量器・測定器等製造業　894円

はん用機械器具等製造業　905円

各種商品小売業　857円

印刷・製版業　850円

※長野県地域最低賃金　849円

問　長野県労働局労働基準部賃金室

　　☎026－223－0555

長野県特定（産業別）最低賃金

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：
　　　齋藤　泰史 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。

結婚相談

地域職業相談室

外国籍市民のための
　　　　　　　　相談

2/9（火）
9：00～12：00

2/18（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

市役所5階
501会議室

生涯学習課
（内線634）

茅野駅前
ベルビア２階

2/10（水）
15：00～17：00

2/5・12・19・26（金）
9：00～12：00

①2/6・20（土）
13：00～16：00
②2/12・26（金）
18：30～20：30

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。

2/13（土）10：30～、
11：30～、13：30～、
14：30～

家庭教育センター
☎73－0888

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

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】

①2/　4（木）10：00～
②2/10（水）14：00～
③2/16（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）

2/2（火）
13：00～17：00
※電話予約は1/26
　　　　　　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。

商工課
（内線435）

2/3（水）
13：30～16：30

広報ちの　2021.219

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

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。

家庭教育相談員が子育ての相談をお
受けします。家庭教育相談

毎週月～金曜日
　　　（祝日除く）
9：00～17：00

家庭教育センター
相談室

（ちの地区コミュニ
ティセンター北側）

2/6・20・27（土）
13：00～16：00

茅野市 LINE公式アカウント
まちの情報をお届け中！

PUSH通知でお知らせします。

LINE
公式アカウント

お
知
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せ
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「茅野市LINE公式アカウント」では
茅野市の様々な情報を発信していきます。

アプリ内で友だち登録をすれば
PUSH通知で確実に情報をお届けします。

コードを読み込むと簡単に
友だち登録ができます。

広報ちの　2021.2 18

１月１日～２月28日「はたちの献血キ

ャンペーン」を実施します。新たに成人

になられた皆さん、若い世代の皆さん、

献血に御協力をお願いします。

血液は、人工的に造ることができず、長

い間保存することもできません。皆さん

からの献血による血液が必要です。献血

バス、県内３カ所（長野・松本・諏訪）の

献血ルームで献血ができます。

問　長野県健康福祉部薬事管理課

　　☎026－235－7157

ゆずります
螺鈿座卓、清稜附属中女子制服、子供チ

ャレンジ（プチ）、木製漬物桶、木製せい

ろ（鍋付）、工業用足踏み式ミシン、ゴル

フセット（女性左用）、家具調コタツ（布

団付）、絨毯、木製マット付シングルベ

ッド、シングルベッド、日本人形、鹿よ

けアニマルネット、宮つきシングルベッ

ド

ゆずってください
北部中女子制服（L）、アイスホッケー関

連のもの（大人、子どもとも何でも）

※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。

その他施設・団体等

月の納税等２
◆国民健康保険税（９期）

◆上下水道料金

◆下水道受益者負担金（４期）

◆市営住宅使用料　◆保育料　

◆後期高齢者医療保険料（８期）

【納期限・振替日　３月１日（月）】

ずりあおうゆ ～不用品を活用し
　あいましょう～ 「はたちの献血」キャンペーン

最低賃金制度は、最低賃金法に基づき、

使用者は、その金額以上の賃金を労働者

に支払わなければならないとされている

制度です。

今般、長野県地域最低賃金の改正に続い

て、長野県内の特定の産業で働く労働者

に適用される「特定（産業別）最低賃

金」が以下のとおり改正されました。

なお、適用業種等の詳細については、長

野労働局ホームページでご確認ください。

計量器・測定器等製造業　894円

はん用機械器具等製造業　905円

各種商品小売業　857円

印刷・製版業　850円

※長野県地域最低賃金　849円

問　長野県労働局労働基準部賃金室

　　☎026－223－0555

長野県特定（産業別）最低賃金

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：
　　　齋藤　泰史 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。

結婚相談

地域職業相談室

外国籍市民のための
　　　　　　　　相談

2/9（火）
9：00～12：00

2/18（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

市役所5階
501会議室

生涯学習課
（内線634）

茅野駅前
ベルビア２階

2/10（水）
15：00～17：00

2/5・12・19・26（金）
9：00～12：00

①2/6・20（土）
13：00～16：00
②2/12・26（金）
18：30～20：30

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。

2/13（土）10：30～、
11：30～、13：30～、
14：30～

家庭教育センター
☎73－0888

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

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】

①2/　4（木）10：00～
②2/10（水）14：00～
③2/16（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）

2/2（火）
13：00～17：00
※電話予約は1/26
　　　　　　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。

商工課
（内線435）

2/3（水）
13：30～16：30

広報ちの　2021.219

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

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。

家庭教育相談員が子育ての相談をお
受けします。家庭教育相談

毎週月～金曜日
　　　（祝日除く）
9：00～17：00

家庭教育センター
相談室

（ちの地区コミュニ
ティセンター北側）

2/6・20・27（土）
13：00～16：00




