
会期　２月22日（月）～３月12日（金）
　　　午前８時30分～午後５時15分
　　　※最終日は午後４時まで
ところ　茅野市役所１階ロビー
展示内容
・小泉山体験の森の紹介
・小泉山体験の森創造委員会の活動記録
・オオムラサキ保護活動の記録
・多留姫の滝　載酒亭に設置した投句箱
　に寄せられた俳句や短歌
・多留姫文学自然の里創造委員会の活動
　記録やイベント写真
問　生涯学習課 生涯学習係（内線635）

森林整備の大切さと里山の恵みを知って
もらうことを目的として、「市民の森」か
ら切り出した間伐材を活用した、きのこ
の菌打ち講習会を開催します。ご家庭で
きのこの栽培、収穫にチャレンジしませ
んか。
とき　３月21日（日）
　　　午前９時～11時（雨天決行）
ところ　茅野市運動公園　焼肉広場
定員　15組（申込多数の場合は抽選）
　　　１世帯２名まで
対象　市内在住、在勤または在学の小学
　　　生以上の方
参加費　１人1,000円（当日に集金します）
持ち物　作業のできる服装、手袋、
　　　　木づちか金づち
その他　菌打ちした原木は１組３本まで
　　　　持ち帰ることができます。
講師　NPO法人八ヶ岳森林文化の会
申込期間　３月５日（金）まで
　申込時に氏名、住所、年齢、電話番号
　をお伝えください。
申込・問　環境課 環境保全係（内線262）
　　　　　FAX82－0234
　メール：kankyo@city.chino.lg.jp

木質バイオマスエネルギーを利用するペ
レットストーブの導入に補助金を交付し
ました。詳細は茅野市ホームページをご
覧ください。
問　農林課　林務係（内線408）

広

　
告

国が個人に最大5,000円相当のポイント
を付与するマイナポイント事業の実施期
間が令和３年９月末まで延長されること
になりました。
令和３年３月末までにマイナンバーカー
ドの交付申請を行った場合には、令和３
年９月末までマイナポイントの申込およ
び取得が可能となります。マイナポイン
トを取得されたい方はお早目にマイナン
バーカードの交付申請をお願いします。
問　茅野市マイナンバーセンター
　　☎75－0120

公益財団法人長野県市町村振興協会が実
施している地域活動助成事業を活用し、
消防団の活動服を整備しました。
この事業は、宝くじの社会貢献広報事業
の一環として地域社会の健全な発展と住
民福祉の向上を目的に行われています。
問　消防課消防係　☎72－0119

茅野市では、市内の新規就農者および市
が推進する品目への生産転換希望の農業
者に対し、熟練農業者がアドバイスを行
う制度を実施しております。
対象品目は、だいこん、キャベツ、パセ
リ、ホーレンソウ、ブロッコリー、セル
リー、エンダイブ、ズッキーニ、菊、り
んどう、トルコギキョウ、カーネーショ
ン、カスミ草、アルストロメリアの14
品目です。
詳細および指導希望者は農業支援センタ
ーまでご連絡ください。
問　茅野市農業支援センター（内線404）

茅野市環境審議会は茅野市の環境に関す
る条例に規定された審議事項の他、環境
の保全に関する広範な内容を調査審議す
る機関です。
任期　令和５年３月31日まで（２年間）
応募資格
　・市内在住の満20歳以上の方
　・平日の昼間または夜間に開催する会
　　議に出席できる方
募集人員　若干名
応募方法　応募理由を500字程度にまと
　め、氏名、住所、電話番号を明記し、
　Eメール、FAX、郵便などで環境課ま
　で提出してください。
応募期限　３月19日（金）
選考結果　応募者ご本人へ連絡します。
その他
　・市の規定による報酬および交通費を
　　お支払いします。
申込・問
　環境課 環境保全係（内線262）
　FAX82－0234
　メール：kankyo@city.chino.lg.jp

今春、市内の各事業所に就職される新規
就職者の門出を祝い、「新入社員歓迎大
会」を開催します。新入社員の採用を予
定されている市内事業所（企業・団体等）
のほか、自営業等の方などからの申し込
みも歓迎します。
とき　４月14日（水）
　　　午後２時30分～３時30分
ところ　茅野市民館
参加費　無料
対象　今春に新入社員の採用を予定され
　　　ている市内事業所等
申込期間　３月５日（金）まで
申込・問　商工課 商業労政係（内線434）

きのこの菌打ち講習会

新入社員歓迎大会

環境審議委員を
公募します

マイナポイント事業の期間が
延長になりました

宝くじの助成金で消防団の
活動服を整備しました

茅野市農産物品目別
アドバイザー制度

ペレットストーブのあるくらしを
してみませんか!

同時開催
小泉山体験の森「パネル展」

多留姫文学祭
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↑購入した活動服

お知らせ

イベント

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

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、不妊および
　　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（健康管理センタ
　　ー内）☎82－0105

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号市民館協議会の委員を次のとおり募集し

ます。市民館協議会は、茅野市民館事業
の充実を図るため、茅野市民館の事業全
般にわたり市民の皆さんの観点から評価
していただく機関です。
任期　令和５年３月31日まで（２年間）
応募資格
　・市内在住の満20歳以上の方
　・市民館の主催・共催事業を鑑賞また
　　は参加し、ご意見をいただける方
募集人員　若干名
応募方法　応募理由を400字程度にまと
　め、氏名、住所、電話番号を明記し、
　Eメール、FAX、郵便などで生涯学習 
　課まで提出してください（様式は自由）。
応募期限　３月15日（月）
選考結果　応募者ご本人へ連絡します。
その他　　
　・市民館の主催・共催事業を鑑賞（参
　　加）するためのチケットは市民館が
　　用意します。
　・当協議会は、市の条例や規則に基づ
　　くものではないため、報酬や日当の
　　支払いはありません。
申込・問
　生涯学習課　文化芸術係（内線632）　
　FAX82－0237
　メール shogaigakushu@city.chino.lg.jp

65歳以上の高齢者の皆様が、日常生活

でトレーニングを自主的に続け、体力や

健康を維持していただくことに役立つ講

座を開講します。

とき　４月７日（水）～６月30日（水）　

　　　毎週水曜日（全12回）

　　　午前10時30分～11時30分

会場　ちの地区コミュニティセンター

参加費　無料

対象　市内在住の65歳以上の方

定員　10名

講師　諏訪湖畔病院メディカルフィット

　　　ネス「あさがお」健康運動指導士

申込期間　３月15日～３月19日

　　　　　電話でお申込みください。

受講の可否

　３月25日以降に、受講可否について

　の通知をお送りします。

　定員より申込者が多い場合、公正な抽

　選により決定させていただきます。

申込・問　高齢者・保険課　高齢者福祉係

　　　　　（内線334、335）

広

　
告

茅野市不妊及び不育症
治療費助成事業

トレーニング実践
お役立ち講座
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「広報ちの」の自動配信も！

医　療

講　座
市民館協議会委員を
公募します

募　集

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

３月の放送番組
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～

会期　２月22日（月）～３月12日（金）
　　　午前８時30分～午後５時15分
　　　※最終日は午後４時まで
ところ　茅野市役所１階ロビー
展示内容
・小泉山体験の森の紹介
・小泉山体験の森創造委員会の活動記録
・オオムラサキ保護活動の記録
・多留姫の滝　載酒亭に設置した投句箱
　に寄せられた俳句や短歌
・多留姫文学自然の里創造委員会の活動
　記録やイベント写真
問　生涯学習課 生涯学習係（内線635）

森林整備の大切さと里山の恵みを知って
もらうことを目的として、「市民の森」か
ら切り出した間伐材を活用した、きのこ
の菌打ち講習会を開催します。ご家庭で
きのこの栽培、収穫にチャレンジしませ
んか。
とき　３月21日（日）
　　　午前９時～11時（雨天決行）
ところ　茅野市運動公園　焼肉広場
定員　15組（申込多数の場合は抽選）
　　　１世帯２名まで
対象　市内在住、在勤または在学の小学
　　　生以上の方
参加費　１人1,000円（当日に集金します）
持ち物　作業のできる服装、手袋、
　　　　木づちか金づち
その他　菌打ちした原木は１組３本まで
　　　　持ち帰ることができます。
講師　NPO法人八ヶ岳森林文化の会
申込期間　３月５日（金）まで
　申込時に氏名、住所、年齢、電話番号
　をお伝えください。
申込・問　環境課 環境保全係（内線262）
　　　　　FAX82－0234
　メール：kankyo@city.chino.lg.jp

木質バイオマスエネルギーを利用するペ
レットストーブの導入に補助金を交付し
ました。詳細は茅野市ホームページをご
覧ください。
問　農林課　林務係（内線408）

広

　
告

国が個人に最大5,000円相当のポイント
を付与するマイナポイント事業の実施期
間が令和３年９月末まで延長されること
になりました。
令和３年３月末までにマイナンバーカー
ドの交付申請を行った場合には、令和３
年９月末までマイナポイントの申込およ
び取得が可能となります。マイナポイン
トを取得されたい方はお早目にマイナン
バーカードの交付申請をお願いします。
問　茅野市マイナンバーセンター
　　☎75－0120

公益財団法人長野県市町村振興協会が実
施している地域活動助成事業を活用し、
消防団の活動服を整備しました。
この事業は、宝くじの社会貢献広報事業
の一環として地域社会の健全な発展と住
民福祉の向上を目的に行われています。
問　消防課消防係　☎72－0119

茅野市では、市内の新規就農者および市
が推進する品目への生産転換希望の農業
者に対し、熟練農業者がアドバイスを行
う制度を実施しております。
対象品目は、だいこん、キャベツ、パセ
リ、ホーレンソウ、ブロッコリー、セル
リー、エンダイブ、ズッキーニ、菊、り
んどう、トルコギキョウ、カーネーショ
ン、カスミ草、アルストロメリアの14
品目です。
詳細および指導希望者は農業支援センタ
ーまでご連絡ください。
問　茅野市農業支援センター（内線404）

茅野市環境審議会は茅野市の環境に関す
る条例に規定された審議事項の他、環境
の保全に関する広範な内容を調査審議す
る機関です。
任期　令和５年３月31日まで（２年間）
応募資格
　・市内在住の満20歳以上の方
　・平日の昼間または夜間に開催する会
　　議に出席できる方
募集人員　若干名
応募方法　応募理由を500字程度にまと
　め、氏名、住所、電話番号を明記し、
　Eメール、FAX、郵便などで環境課ま
　で提出してください。
応募期限　３月19日（金）
選考結果　応募者ご本人へ連絡します。
その他
　・市の規定による報酬および交通費を
　　お支払いします。
申込・問
　環境課 環境保全係（内線262）
　FAX82－0234
　メール：kankyo@city.chino.lg.jp

今春、市内の各事業所に就職される新規
就職者の門出を祝い、「新入社員歓迎大
会」を開催します。新入社員の採用を予
定されている市内事業所（企業・団体等）
のほか、自営業等の方などからの申し込
みも歓迎します。
とき　４月14日（水）
　　　午後２時30分～３時30分
ところ　茅野市民館
参加費　無料
対象　今春に新入社員の採用を予定され
　　　ている市内事業所等
申込期間　３月５日（金）まで
申込・問　商工課 商業労政係（内線434）

きのこの菌打ち講習会

新入社員歓迎大会

環境審議委員を
公募します

マイナポイント事業の期間が
延長になりました

宝くじの助成金で消防団の
活動服を整備しました

茅野市農産物品目別
アドバイザー制度

ペレットストーブのあるくらしを
してみませんか!

同時開催
小泉山体験の森「パネル展」

多留姫文学祭
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↑購入した活動服

お知らせ

イベント

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

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、不妊および
　　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（健康管理センタ
　　ー内）☎82－0105

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号市民館協議会の委員を次のとおり募集し

ます。市民館協議会は、茅野市民館事業
の充実を図るため、茅野市民館の事業全
般にわたり市民の皆さんの観点から評価
していただく機関です。
任期　令和５年３月31日まで（２年間）
応募資格
　・市内在住の満20歳以上の方
　・市民館の主催・共催事業を鑑賞また
　　は参加し、ご意見をいただける方
募集人員　若干名
応募方法　応募理由を400字程度にまと
　め、氏名、住所、電話番号を明記し、
　Eメール、FAX、郵便などで生涯学習 
　課まで提出してください（様式は自由）。
応募期限　３月15日（月）
選考結果　応募者ご本人へ連絡します。
その他　　
　・市民館の主催・共催事業を鑑賞（参
　　加）するためのチケットは市民館が
　　用意します。
　・当協議会は、市の条例や規則に基づ
　　くものではないため、報酬や日当の
　　支払いはありません。
申込・問
　生涯学習課　文化芸術係（内線632）　
　FAX82－0237
　メール shogaigakushu@city.chino.lg.jp

65歳以上の高齢者の皆様が、日常生活

でトレーニングを自主的に続け、体力や

健康を維持していただくことに役立つ講

座を開講します。

とき　４月７日（水）～６月30日（水）　

　　　毎週水曜日（全12回）

　　　午前10時30分～11時30分

会場　ちの地区コミュニティセンター

参加費　無料

対象　市内在住の65歳以上の方

定員　10名

講師　諏訪湖畔病院メディカルフィット

　　　ネス「あさがお」健康運動指導士

申込期間　３月15日～３月19日

　　　　　電話でお申込みください。

受講の可否

　３月25日以降に、受講可否について

　の通知をお送りします。

　定員より申込者が多い場合、公正な抽

　選により決定させていただきます。

申込・問　高齢者・保険課　高齢者福祉係

　　　　　（内線334、335）

広

　
告

茅野市不妊及び不育症
治療費助成事業

トレーニング実践
お役立ち講座

広報ちの　2021.3 12

「広報ちの」の自動配信も！

医　療

講　座
市民館協議会委員を
公募します

募　集

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

３月の放送番組
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～



会期　２月22日（月）～３月12日（金）
　　　午前８時30分～午後５時15分
　　　※最終日は午後４時まで
ところ　茅野市役所１階ロビー
展示内容
・小泉山体験の森の紹介
・小泉山体験の森創造委員会の活動記録
・オオムラサキ保護活動の記録
・多留姫の滝　載酒亭に設置した投句箱
　に寄せられた俳句や短歌
・多留姫文学自然の里創造委員会の活動
　記録やイベント写真
問　生涯学習課 生涯学習係（内線635）

森林整備の大切さと里山の恵みを知って
もらうことを目的として、「市民の森」か
ら切り出した間伐材を活用した、きのこ
の菌打ち講習会を開催します。ご家庭で
きのこの栽培、収穫にチャレンジしませ
んか。
とき　３月21日（日）
　　　午前９時～11時（雨天決行）
ところ　茅野市運動公園　焼肉広場
定員　15組（申込多数の場合は抽選）
　　　１世帯２名まで
対象　市内在住、在勤または在学の小学
　　　生以上の方
参加費　１人1,000円（当日に集金します）
持ち物　作業のできる服装、手袋、
　　　　木づちか金づち
その他　菌打ちした原木は１組３本まで
　　　　持ち帰ることができます。
講師　NPO法人八ヶ岳森林文化の会
申込期間　３月５日（金）まで
　申込時に氏名、住所、年齢、電話番号
　をお伝えください。
申込・問　環境課 環境保全係（内線262）
　　　　　FAX82－0234
　メール：kankyo@city.chino.lg.jp

木質バイオマスエネルギーを利用するペ
レットストーブの導入に補助金を交付し
ました。詳細は茅野市ホームページをご
覧ください。
問　農林課　林務係（内線408）

広

　
告

国が個人に最大5,000円相当のポイント
を付与するマイナポイント事業の実施期
間が令和３年９月末まで延長されること
になりました。
令和３年３月末までにマイナンバーカー
ドの交付申請を行った場合には、令和３
年９月末までマイナポイントの申込およ
び取得が可能となります。マイナポイン
トを取得されたい方はお早目にマイナン
バーカードの交付申請をお願いします。
問　茅野市マイナンバーセンター
　　☎75－0120

公益財団法人長野県市町村振興協会が実
施している地域活動助成事業を活用し、
消防団の活動服を整備しました。
この事業は、宝くじの社会貢献広報事業
の一環として地域社会の健全な発展と住
民福祉の向上を目的に行われています。
問　消防課消防係　☎72－0119

茅野市では、市内の新規就農者および市
が推進する品目への生産転換希望の農業
者に対し、熟練農業者がアドバイスを行
う制度を実施しております。
対象品目は、だいこん、キャベツ、パセ
リ、ホーレンソウ、ブロッコリー、セル
リー、エンダイブ、ズッキーニ、菊、り
んどう、トルコギキョウ、カーネーショ
ン、カスミ草、アルストロメリアの14
品目です。
詳細および指導希望者は農業支援センタ
ーまでご連絡ください。
問　茅野市農業支援センター（内線404）

茅野市環境審議会は茅野市の環境に関す
る条例に規定された審議事項の他、環境
の保全に関する広範な内容を調査審議す
る機関です。
任期　令和５年３月31日まで（２年間）
応募資格
　・市内在住の満20歳以上の方
　・平日の昼間または夜間に開催する会
　　議に出席できる方
募集人員　若干名
応募方法　応募理由を500字程度にまと
　め、氏名、住所、電話番号を明記し、
　Eメール、FAX、郵便などで環境課ま
　で提出してください。
応募期限　３月19日（金）
選考結果　応募者ご本人へ連絡します。
その他
　・市の規定による報酬および交通費を
　　お支払いします。
申込・問
　環境課 環境保全係（内線262）
　FAX82－0234
　メール：kankyo@city.chino.lg.jp

今春、市内の各事業所に就職される新規
就職者の門出を祝い、「新入社員歓迎大
会」を開催します。新入社員の採用を予
定されている市内事業所（企業・団体等）
のほか、自営業等の方などからの申し込
みも歓迎します。
とき　４月14日（水）
　　　午後２時30分～３時30分
ところ　茅野市民館
参加費　無料
対象　今春に新入社員の採用を予定され
　　　ている市内事業所等
申込期間　３月５日（金）まで
申込・問　商工課 商業労政係（内線434）

きのこの菌打ち講習会

新入社員歓迎大会

環境審議委員を
公募します

マイナポイント事業の期間が
延長になりました

宝くじの助成金で消防団の
活動服を整備しました

茅野市農産物品目別
アドバイザー制度

ペレットストーブのあるくらしを
してみませんか!

同時開催
小泉山体験の森「パネル展」

多留姫文学祭

広報ちの　2021.313

↑購入した活動服

お知らせ

イベント

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

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、不妊および
　　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（健康管理センタ
　　ー内）☎82－0105

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号市民館協議会の委員を次のとおり募集し

ます。市民館協議会は、茅野市民館事業
の充実を図るため、茅野市民館の事業全
般にわたり市民の皆さんの観点から評価
していただく機関です。
任期　令和５年３月31日まで（２年間）
応募資格
　・市内在住の満20歳以上の方
　・市民館の主催・共催事業を鑑賞また
　　は参加し、ご意見をいただける方
募集人員　若干名
応募方法　応募理由を400字程度にまと
　め、氏名、住所、電話番号を明記し、
　Eメール、FAX、郵便などで生涯学習 
　課まで提出してください（様式は自由）。
応募期限　３月15日（月）
選考結果　応募者ご本人へ連絡します。
その他　　
　・市民館の主催・共催事業を鑑賞（参
　　加）するためのチケットは市民館が
　　用意します。
　・当協議会は、市の条例や規則に基づ
　　くものではないため、報酬や日当の
　　支払いはありません。
申込・問
　生涯学習課　文化芸術係（内線632）　
　FAX82－0237
　メール shogaigakushu@city.chino.lg.jp

65歳以上の高齢者の皆様が、日常生活

でトレーニングを自主的に続け、体力や

健康を維持していただくことに役立つ講

座を開講します。

とき　４月７日（水）～６月30日（水）　

　　　毎週水曜日（全12回）

　　　午前10時30分～11時30分

会場　ちの地区コミュニティセンター

参加費　無料

対象　市内在住の65歳以上の方

定員　10名

講師　諏訪湖畔病院メディカルフィット

　　　ネス「あさがお」健康運動指導士

申込期間　３月15日～３月19日

　　　　　電話でお申込みください。

受講の可否

　３月25日以降に、受講可否について

　の通知をお送りします。

　定員より申込者が多い場合、公正な抽

　選により決定させていただきます。

申込・問　高齢者・保険課　高齢者福祉係

　　　　　（内線334、335）

広

　
告

茅野市不妊及び不育症
治療費助成事業

トレーニング実践
お役立ち講座

広報ちの　2021.3 12

「広報ちの」の自動配信も！

医　療

講　座
市民館協議会委員を
公募します

募　集

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

３月の放送番組
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　2021.315

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、３月の「ドンドン

芽を出す月イチ会議」。

とき　３月６日（土）午後２時

講師　柏木陽（NPO法人演劇百貨店代表

　　　／演劇家）

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。

申込・問　茅野市民館　☎82－8222

　　　　　FAX82－8223

子どもたちの豊かな成長を願う世界各国

の文化芸術の専門家が知見を交流し、子

どものための文化芸術の発展を目指す「ア

シテジ世界大会」。世界大会に合わせ、

世界中から選び抜かれた舞台作品が上演

される国際フェスティバルが東京会場と

長野会場で開催されます。

とき　３月25日（木）～３月31日（水）

ところ　茅野市民館　他

主催　第20回アシテジ世界大会・東京 

　　　実行委員会

問　茅野市民館　☎82－8222

　　FAX82－8223

いろいろな個性を持つ人たちが「まぜこ
ぜ」にいる社会。「違い」にふれて認めあ
い、広く、ゆるく、つながっていく。そ
んな想いを込めて、毎年4月2日の「世
界自閉症啓発デー」に合わせ、茅野市民
館を青い光で包むライトアップと関連企
画を実施します。
■ブルーライトアップ
ところ　茅野市民館
とき　４月２日（金）
　　　　午後６時30分～10時
　　　　※午後６時15分～点灯式
　　　４月３日（土）～10日（土）
　　　　午後７時～午後10時
■アートワークショップ「地域に広がれ！
　ブルーライト」
青く光るライトスクラッチをつくります。
とき　４月2日（金）
　　　午後１時30分～６時（予定）
ところ　茅野市民館
■関連企画 “つながる”パネル展示
「発達障がいってなんだろう？」をテーマ
に、楽しく、わかりやすく、当事者・関係
者からのメッセージとともに紹介します。
とき　３月14日（日）～４月10日（土）
ところ　スロープ、イベントスペース
主催　Light It Up Blue ちの実行委員会
共同主催　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

会期　～３月25日（木）
　　　午前10時～午後６時
　　　※火曜休館
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

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　３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

３月１日（月）、８日（月）、15日（月）、

22日（月）、29日（月）

問　神長官守矢史料館　☎73－7567

茅野市民館・茅野市美術館では、地域の

皆さんから事業についてのアイデア提案

を募集します。一人ひとりの文化への思

いやさまざまな表現への興味を分かち合

い、知恵や工夫を出し合って、今だから

こそ、どんなときでも、アートを楽しむ。

そんな地域の遊び場を活用するあなたの

アイデアをお寄せください。

募集期間　２月20日（土）～３月31日（水）

対象　どなたでも（個人・グループ不問）

料金　無料

※詳しい内容や申込み方法はウェブサイ

　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/info/

　2022idea.html

申込・問　茅野市民館　☎82－8222

　　　　　FAX82－8223

茅野市美術館
第４期収蔵作品展

「生の流れ－そのつながり」美

博

神長官守矢史料館
３月の休館日

古文書相談会

茅野市民館

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
C

C第20回アシテジ世界大会／
2020国際子ども舞台芸術・
未来フェスティバル

C

C

守矢史料館

守

茅野市民館・茅野市美術館
事業アイデア募集2021→2022

Light It Up Blue ちの 2021

月イチ会議の様子（2020年12月）

立川義明《はざま－母・子》1993年

３月１日（月）、８日（月）、15日（月）、
22日（月）、26日（金）、29日（月）
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。春の花の飾りつけを
してもらいます。
とき　３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

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　３月25日（木）
　　　午後４時30分～午後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
参加費　無料
定員　３組
申込・問　茅野市図書館　☎72－9085

３月1日(月)、8日(月)、15日(月)、
22日(月)、29日(月)
問　尖石縄文考古館　☎76-2270

広報ちの２月号に掲載しました、ロビー
展「史跡公園・竜神池周辺の野鳥たち」
および探鳥会「史跡公園にやってくる野
鳥を観察しよう」は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため中止いたします。
ご了承ください。
問　尖石縄文考古館　☎76-2270

３月1日(月)、8日(月)、15日(月)、
22日(月)、29日(月)
問　八ヶ岳総合博物館　☎73-0300

無料開館日　３月20日（土）
活動発表展最終日につき、入館無料です。
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の展示をお楽しみ
ください。
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

冬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　３月６日（土）
　　　 午後７時～８時30分　
　※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　市民研究員天文グループ
参加費　無料（要申込）
対象　小学生以上
申込期間　２月20日（土）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

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　３月14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
講師　若宮崇令さん（前八ヶ岳総合博物
　　　館館長）
参加費　無料（要申込）
定員　20名
申込期間　２月20日（土）から受付
申込・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　３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　２月20日（土）から受付
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

図書館
３月の休館日

尖石縄文考古館
３月の休館日

茅野高校図書委員さんと楽しむ
わくわくおはなし会

図書館を飾ろう！

八ヶ岳総合博物館　無料開館博

博

広報ちの　2021.3 14

尖

尖

八ヶ岳総合博物館
３月の休館日

図書館尖石縄文考古館

八ヶ岳総合博物館

博物館で星空観察会

イベント中止のお知らせ

博

昼間の星を見る会博

星空観望会博

広報ちの　2021.315

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、３月の「ドンドン

芽を出す月イチ会議」。

とき　３月６日（土）午後２時

講師　柏木陽（NPO法人演劇百貨店代表

　　　／演劇家）

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。

申込・問　茅野市民館　☎82－8222

　　　　　FAX82－8223

子どもたちの豊かな成長を願う世界各国

の文化芸術の専門家が知見を交流し、子

どものための文化芸術の発展を目指す「ア

シテジ世界大会」。世界大会に合わせ、

世界中から選び抜かれた舞台作品が上演

される国際フェスティバルが東京会場と

長野会場で開催されます。

とき　３月25日（木）～３月31日（水）

ところ　茅野市民館　他

主催　第20回アシテジ世界大会・東京 

　　　実行委員会

問　茅野市民館　☎82－8222

　　FAX82－8223

いろいろな個性を持つ人たちが「まぜこ
ぜ」にいる社会。「違い」にふれて認めあ
い、広く、ゆるく、つながっていく。そ
んな想いを込めて、毎年4月2日の「世
界自閉症啓発デー」に合わせ、茅野市民
館を青い光で包むライトアップと関連企
画を実施します。
■ブルーライトアップ
ところ　茅野市民館
とき　４月２日（金）
　　　　午後６時30分～10時
　　　　※午後６時15分～点灯式
　　　４月３日（土）～10日（土）
　　　　午後７時～午後10時
■アートワークショップ「地域に広がれ！
　ブルーライト」
青く光るライトスクラッチをつくります。
とき　４月2日（金）
　　　午後１時30分～６時（予定）
ところ　茅野市民館
■関連企画 “つながる”パネル展示
「発達障がいってなんだろう？」をテーマ
に、楽しく、わかりやすく、当事者・関係
者からのメッセージとともに紹介します。
とき　３月14日（日）～４月10日（土）
ところ　スロープ、イベントスペース
主催　Light It Up Blue ちの実行委員会
共同主催　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

会期　～３月25日（木）
　　　午前10時～午後６時
　　　※火曜休館
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

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　３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

３月１日（月）、８日（月）、15日（月）、

22日（月）、29日（月）

問　神長官守矢史料館　☎73－7567

茅野市民館・茅野市美術館では、地域の

皆さんから事業についてのアイデア提案

を募集します。一人ひとりの文化への思

いやさまざまな表現への興味を分かち合

い、知恵や工夫を出し合って、今だから

こそ、どんなときでも、アートを楽しむ。

そんな地域の遊び場を活用するあなたの

アイデアをお寄せください。

募集期間　２月20日（土）～３月31日（水）

対象　どなたでも（個人・グループ不問）

料金　無料

※詳しい内容や申込み方法はウェブサイ

　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/info/

　2022idea.html

申込・問　茅野市民館　☎82－8222

　　　　　FAX82－8223

茅野市美術館
第４期収蔵作品展

「生の流れ－そのつながり」美

博

神長官守矢史料館
３月の休館日

古文書相談会

茅野市民館

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
C

C第20回アシテジ世界大会／
2020国際子ども舞台芸術・
未来フェスティバル

C

C

守矢史料館

守

茅野市民館・茅野市美術館
事業アイデア募集2021→2022

Light It Up Blue ちの 2021

月イチ会議の様子（2020年12月）

立川義明《はざま－母・子》1993年

３月１日（月）、８日（月）、15日（月）、
22日（月）、26日（金）、29日（月）
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。春の花の飾りつけを
してもらいます。
とき　３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

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　３月25日（木）
　　　午後４時30分～午後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
参加費　無料
定員　３組
申込・問　茅野市図書館　☎72－9085

３月1日(月)、8日(月)、15日(月)、
22日(月)、29日(月)
問　尖石縄文考古館　☎76-2270

広報ちの２月号に掲載しました、ロビー
展「史跡公園・竜神池周辺の野鳥たち」
および探鳥会「史跡公園にやってくる野
鳥を観察しよう」は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため中止いたします。
ご了承ください。
問　尖石縄文考古館　☎76-2270

３月1日(月)、8日(月)、15日(月)、
22日(月)、29日(月)
問　八ヶ岳総合博物館　☎73-0300

無料開館日　３月20日（土）
活動発表展最終日につき、入館無料です。
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の展示をお楽しみ
ください。
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

冬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　３月６日（土）
　　　 午後７時～８時30分　
　※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　市民研究員天文グループ
参加費　無料（要申込）
対象　小学生以上
申込期間　２月20日（土）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

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　３月14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
講師　若宮崇令さん（前八ヶ岳総合博物
　　　館館長）
参加費　無料（要申込）
定員　20名
申込期間　２月20日（土）から受付
申込・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　３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　２月20日（土）から受付
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

図書館
３月の休館日

尖石縄文考古館
３月の休館日

茅野高校図書委員さんと楽しむ
わくわくおはなし会

図書館を飾ろう！

八ヶ岳総合博物館　無料開館博

博

広報ちの　2021.3 14

尖

尖

八ヶ岳総合博物館
３月の休館日

図書館尖石縄文考古館

八ヶ岳総合博物館

博物館で星空観察会

イベント中止のお知らせ

博

昼間の星を見る会博

星空観望会博



広報ちの　2021.315

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、３月の「ドンドン

芽を出す月イチ会議」。

とき　３月６日（土）午後２時

講師　柏木陽（NPO法人演劇百貨店代表

　　　／演劇家）

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。

申込・問　茅野市民館　☎82－8222

　　　　　FAX82－8223

子どもたちの豊かな成長を願う世界各国

の文化芸術の専門家が知見を交流し、子

どものための文化芸術の発展を目指す「ア

シテジ世界大会」。世界大会に合わせ、

世界中から選び抜かれた舞台作品が上演

される国際フェスティバルが東京会場と

長野会場で開催されます。

とき　３月25日（木）～３月31日（水）

ところ　茅野市民館　他

主催　第20回アシテジ世界大会・東京 

　　　実行委員会

問　茅野市民館　☎82－8222

　　FAX82－8223

いろいろな個性を持つ人たちが「まぜこ
ぜ」にいる社会。「違い」にふれて認めあ
い、広く、ゆるく、つながっていく。そ
んな想いを込めて、毎年4月2日の「世
界自閉症啓発デー」に合わせ、茅野市民
館を青い光で包むライトアップと関連企
画を実施します。
■ブルーライトアップ
ところ　茅野市民館
とき　４月２日（金）
　　　　午後６時30分～10時
　　　　※午後６時15分～点灯式
　　　４月３日（土）～10日（土）
　　　　午後７時～午後10時
■アートワークショップ「地域に広がれ！
　ブルーライト」
青く光るライトスクラッチをつくります。
とき　４月2日（金）
　　　午後１時30分～６時（予定）
ところ　茅野市民館
■関連企画 “つながる”パネル展示
「発達障がいってなんだろう？」をテーマ
に、楽しく、わかりやすく、当事者・関係
者からのメッセージとともに紹介します。
とき　３月14日（日）～４月10日（土）
ところ　スロープ、イベントスペース
主催　Light It Up Blue ちの実行委員会
共同主催　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

会期　～３月25日（木）
　　　午前10時～午後６時
　　　※火曜休館
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

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　３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

３月１日（月）、８日（月）、15日（月）、

22日（月）、29日（月）

問　神長官守矢史料館　☎73－7567

茅野市民館・茅野市美術館では、地域の

皆さんから事業についてのアイデア提案

を募集します。一人ひとりの文化への思

いやさまざまな表現への興味を分かち合

い、知恵や工夫を出し合って、今だから

こそ、どんなときでも、アートを楽しむ。

そんな地域の遊び場を活用するあなたの

アイデアをお寄せください。

募集期間　２月20日（土）～３月31日（水）

対象　どなたでも（個人・グループ不問）

料金　無料

※詳しい内容や申込み方法はウェブサイ

　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/info/

　2022idea.html

申込・問　茅野市民館　☎82－8222

　　　　　FAX82－8223

茅野市美術館
第４期収蔵作品展

「生の流れ－そのつながり」美

博

神長官守矢史料館
３月の休館日

古文書相談会

茅野市民館

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
C

C第20回アシテジ世界大会／
2020国際子ども舞台芸術・
未来フェスティバル

C

C

守矢史料館

守

茅野市民館・茅野市美術館
事業アイデア募集2021→2022

Light It Up Blue ちの 2021

月イチ会議の様子（2020年12月）

立川義明《はざま－母・子》1993年

３月１日（月）、８日（月）、15日（月）、
22日（月）、26日（金）、29日（月）
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。春の花の飾りつけを
してもらいます。
とき　３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

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　３月25日（木）
　　　午後４時30分～午後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
参加費　無料
定員　３組
申込・問　茅野市図書館　☎72－9085

３月1日(月)、8日(月)、15日(月)、
22日(月)、29日(月)
問　尖石縄文考古館　☎76-2270

広報ちの２月号に掲載しました、ロビー
展「史跡公園・竜神池周辺の野鳥たち」
および探鳥会「史跡公園にやってくる野
鳥を観察しよう」は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため中止いたします。
ご了承ください。
問　尖石縄文考古館　☎76-2270

３月1日(月)、8日(月)、15日(月)、
22日(月)、29日(月)
問　八ヶ岳総合博物館　☎73-0300

無料開館日　３月20日（土）
活動発表展最終日につき、入館無料です。
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の展示をお楽しみ
ください。
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

冬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　３月６日（土）
　　　 午後７時～８時30分　
　※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　市民研究員天文グループ
参加費　無料（要申込）
対象　小学生以上
申込期間　２月20日（土）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

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　３月14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
講師　若宮崇令さん（前八ヶ岳総合博物
　　　館館長）
参加費　無料（要申込）
定員　20名
申込期間　２月20日（土）から受付
申込・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　３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　２月20日（土）から受付
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

図書館
３月の休館日

尖石縄文考古館
３月の休館日

茅野高校図書委員さんと楽しむ
わくわくおはなし会

図書館を飾ろう！

八ヶ岳総合博物館　無料開館博

博
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尖

尖

八ヶ岳総合博物館
３月の休館日

図書館尖石縄文考古館

八ヶ岳総合博物館

博物館で星空観察会

イベント中止のお知らせ

博

昼間の星を見る会博

星空観望会博



相談の種類 日　時 相談場所 連絡先 備　考

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

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

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

3/9（火）
9：00～12：00

3/18（木）
10：00～16：00

総合体育館
トレーニング室

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）

3/10（水）
15：00～17：00

3/5・12・19・26（金）
9：00～12：00

①3/6・20（土）
13：00～16：00
②3/12・26（金）
18：30～20：30

諏訪市公民館
302会議室

3/26（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。

3/13（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

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】

①3/11（木）10：00～
②3/17（水）14：00～
③3/23（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
※電話でも相談できます。

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）

法律相談【要予約】
相談員：
　　①小池正喜 弁護士
　　②竹村　隆 弁護士

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。

市役所7階
会議室

市民課市民係
（内線256）

①3/2（火）13：00～17：00
②3/10（水）13：00～15：00
※電話予約は2/24　8：30～

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5階
501会議室

商工課
（内線435）

3/3（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

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。

地域職業相談室
茅野駅前
ベルビア２階

木曜日を除く毎週月～土曜日
 　　　（祝日除く）
 10：00～17：30

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。

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
☎73－0888

家庭教育センター
（ちの地区コミュニ
ティセンター北側）

3/6（土）、14（日）、20（土）、
27（土）
13：00～16：00

説明会　３月10日（水）午後２時～
審査会　３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

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）

ゆずります
木製シングルベット／古タンス／黒の背
広／テレビ台／鏡台／食器棚／エプロン
／２ドア冷蔵庫／マッサージチェアとフ
ットマン／茶ぶ台／ひな人形／五月飾り
／カシオ電子オルガン／耐火金庫／双葉
高女子制服／ジャングルジム／入学式用
の服（女児）／お昼寝布団／お内裏様／五
月飾り（カブト）／ロウチェスト

ゆずってください
もちつき用（一式）／マレットゴルフステ
ィック／大型冷蔵庫／ミシン／子供用木
製チェア／洗濯機／折りたたみ食卓イス
セット（２人用）／折りたたみローテーブ
ル／ムードミュージックセット／湖東小
運動着セット／浅型整理ダンス／折りた
たみベット／電子レンジ

※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。

■「今年の花粉症対策！」
「今年の花粉症対策！」として、濵口實医
師がやさしく、わかりやすくお話します。
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　３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）
問　諏訪中央病院　総務課 広報調整係
　　☎72－1000（内線1557）

諏訪中央病院のYouTubeチャンネルで
「ひよこっこクラブオンライン」を公開し
ています。ベビーマッサージやスキンケ
アなどの育児に役立つ情報をお届けして
います。通常の「ひよこっこクラブ」の
開催は決まり次第病院ホームページでお
知らせします。
問　諏訪中央病院　小児産科 女性病棟
　　☎72－1000

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、ぜひご相談ください。
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　３月４日、11日、18日、25日（木）
　　　午前10時～午後３時
ところ　諏訪保健福祉事務所（諏訪合同
　　　　庁舎２階）
相談料　無料
申込期間　相談希望日の前週金曜日まで
申込・問　諏訪保健福祉事務所健康づくり
　　　　　支援課　保健師
　　　　　☎57－2927

自衛官候補生を募集しています。

募集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

　　　　　査及び身体検査

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

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

訓練期間　　６か月間

　　　　　　（令和３年４月２日～9月30日）

実施場所　ポリテクセンター松本

　　　　　（松本市寿北７－17－１）

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　3月16日（火）

問　ポリテクセンター松本

　　☎0263－58－3392
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こんなときはここへ

月の納税等３
◆国民健康保険税（10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（８期）
【納期限・振替日　３月31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

その他施設・団体等

育児中のママを対象としたサークル
「ひよこっこクラブ」

自衛官候補生募集 諏訪中央病院

すわちゅう健康教室

くらしと健康の相談会
～法律相談と健康相談（無料）～

公共職業訓練（ハロートレーニング）
令和３年度４月生募集

相談の種類 日　時 相談場所 連絡先 備　考

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

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

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

3/9（火）
9：00～12：00

3/18（木）
10：00～16：00

総合体育館
トレーニング室

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）

3/10（水）
15：00～17：00

3/5・12・19・26（金）
9：00～12：00

①3/6・20（土）
13：00～16：00
②3/12・26（金）
18：30～20：30

諏訪市公民館
302会議室

3/26（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。

3/13（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

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】

①3/11（木）10：00～
②3/17（水）14：00～
③3/23（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
※電話でも相談できます。

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）

法律相談【要予約】
相談員：
　　①小池正喜 弁護士
　　②竹村　隆 弁護士

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。

市役所7階
会議室

市民課市民係
（内線256）

①3/2（火）13：00～17：00
②3/10（水）13：00～15：00
※電話予約は2/24　8：30～

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5階
501会議室

商工課
（内線435）

3/3（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

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。

地域職業相談室
茅野駅前
ベルビア２階

木曜日を除く毎週月～土曜日
 　　　（祝日除く）
 10：00～17：30

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。

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
☎73－0888

家庭教育センター
（ちの地区コミュニ
ティセンター北側）

3/6（土）、14（日）、20（土）、
27（土）
13：00～16：00

説明会　３月10日（水）午後２時～
審査会　３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

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）

ゆずります
木製シングルベット／古タンス／黒の背
広／テレビ台／鏡台／食器棚／エプロン
／２ドア冷蔵庫／マッサージチェアとフ
ットマン／茶ぶ台／ひな人形／五月飾り
／カシオ電子オルガン／耐火金庫／双葉
高女子制服／ジャングルジム／入学式用
の服（女児）／お昼寝布団／お内裏様／五
月飾り（カブト）／ロウチェスト

ゆずってください
もちつき用（一式）／マレットゴルフステ
ィック／大型冷蔵庫／ミシン／子供用木
製チェア／洗濯機／折りたたみ食卓イス
セット（２人用）／折りたたみローテーブ
ル／ムードミュージックセット／湖東小
運動着セット／浅型整理ダンス／折りた
たみベット／電子レンジ

※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。

■「今年の花粉症対策！」
「今年の花粉症対策！」として、濵口實医
師がやさしく、わかりやすくお話します。
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　３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）
問　諏訪中央病院　総務課 広報調整係
　　☎72－1000（内線1557）

諏訪中央病院のYouTubeチャンネルで
「ひよこっこクラブオンライン」を公開し
ています。ベビーマッサージやスキンケ
アなどの育児に役立つ情報をお届けして
います。通常の「ひよこっこクラブ」の
開催は決まり次第病院ホームページでお
知らせします。
問　諏訪中央病院　小児産科 女性病棟
　　☎72－1000

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、ぜひご相談ください。
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　３月４日、11日、18日、25日（木）
　　　午前10時～午後３時
ところ　諏訪保健福祉事務所（諏訪合同
　　　　庁舎２階）
相談料　無料
申込期間　相談希望日の前週金曜日まで
申込・問　諏訪保健福祉事務所健康づくり
　　　　　支援課　保健師
　　　　　☎57－2927

自衛官候補生を募集しています。

募集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

　　　　　査及び身体検査

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

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

訓練期間　　６か月間

　　　　　　（令和３年４月２日～9月30日）

実施場所　ポリテクセンター松本

　　　　　（松本市寿北７－17－１）

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　3月16日（火）

問　ポリテクセンター松本

　　☎0263－58－3392
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こんなときはここへ

月の納税等３
◆国民健康保険税（10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（８期）
【納期限・振替日　３月31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

その他施設・団体等

育児中のママを対象としたサークル
「ひよこっこクラブ」

自衛官候補生募集 諏訪中央病院

すわちゅう健康教室

くらしと健康の相談会
～法律相談と健康相談（無料）～

公共職業訓練（ハロートレーニング）
令和３年度４月生募集



相談の種類 日　時 相談場所 連絡先 備　考

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

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

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

3/9（火）
9：00～12：00

3/18（木）
10：00～16：00

総合体育館
トレーニング室

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）

3/10（水）
15：00～17：00

3/5・12・19・26（金）
9：00～12：00

①3/6・20（土）
13：00～16：00
②3/12・26（金）
18：30～20：30

諏訪市公民館
302会議室

3/26（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。

3/13（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

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】

①3/11（木）10：00～
②3/17（水）14：00～
③3/23（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
※電話でも相談できます。

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）

法律相談【要予約】
相談員：
　　①小池正喜 弁護士
　　②竹村　隆 弁護士

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。

市役所7階
会議室

市民課市民係
（内線256）

①3/2（火）13：00～17：00
②3/10（水）13：00～15：00
※電話予約は2/24　8：30～

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5階
501会議室

商工課
（内線435）

3/3（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

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。

地域職業相談室
茅野駅前
ベルビア２階

木曜日を除く毎週月～土曜日
 　　　（祝日除く）
 10：00～17：30

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。

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
☎73－0888

家庭教育センター
（ちの地区コミュニ
ティセンター北側）

3/6（土）、14（日）、20（土）、
27（土）
13：00～16：00

説明会　３月10日（水）午後２時～
審査会　３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

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）

ゆずります
木製シングルベット／古タンス／黒の背
広／テレビ台／鏡台／食器棚／エプロン
／２ドア冷蔵庫／マッサージチェアとフ
ットマン／茶ぶ台／ひな人形／五月飾り
／カシオ電子オルガン／耐火金庫／双葉
高女子制服／ジャングルジム／入学式用
の服（女児）／お昼寝布団／お内裏様／五
月飾り（カブト）／ロウチェスト

ゆずってください
もちつき用（一式）／マレットゴルフステ
ィック／大型冷蔵庫／ミシン／子供用木
製チェア／洗濯機／折りたたみ食卓イス
セット（２人用）／折りたたみローテーブ
ル／ムードミュージックセット／湖東小
運動着セット／浅型整理ダンス／折りた
たみベット／電子レンジ

※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。

■「今年の花粉症対策！」
「今年の花粉症対策！」として、濵口實医
師がやさしく、わかりやすくお話します。
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　３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）
問　諏訪中央病院　総務課 広報調整係
　　☎72－1000（内線1557）

諏訪中央病院のYouTubeチャンネルで
「ひよこっこクラブオンライン」を公開し
ています。ベビーマッサージやスキンケ
アなどの育児に役立つ情報をお届けして
います。通常の「ひよこっこクラブ」の
開催は決まり次第病院ホームページでお
知らせします。
問　諏訪中央病院　小児産科 女性病棟
　　☎72－1000

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、ぜひご相談ください。
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　３月４日、11日、18日、25日（木）
　　　午前10時～午後３時
ところ　諏訪保健福祉事務所（諏訪合同
　　　　庁舎２階）
相談料　無料
申込期間　相談希望日の前週金曜日まで
申込・問　諏訪保健福祉事務所健康づくり
　　　　　支援課　保健師
　　　　　☎57－2927

自衛官候補生を募集しています。

募集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

　　　　　査及び身体検査

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

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

訓練期間　　６か月間

　　　　　　（令和３年４月２日～9月30日）

実施場所　ポリテクセンター松本

　　　　　（松本市寿北７－17－１）

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　3月16日（火）

問　ポリテクセンター松本

　　☎0263－58－3392
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こんなときはここへ

月の納税等３
◆国民健康保険税（10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（８期）
【納期限・振替日　３月31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

その他施設・団体等

育児中のママを対象としたサークル
「ひよこっこクラブ」

自衛官候補生募集 諏訪中央病院

すわちゅう健康教室

くらしと健康の相談会
～法律相談と健康相談（無料）～

公共職業訓練（ハロートレーニング）
令和３年度４月生募集


