
運動の苦手な子どもに身体を使って遊ぶ
楽しさと体力向上のための運動を行い、
集団活動の中で「ルールを守ること」の
大切さを学ぶことを目的に今年も幼児ト
リム教室を開催いたします。
とき
　・年長火曜日コース（全10回）
　　５月18日から８月３日の毎週火曜日
　・年長水曜日コース（全10回）
　　５月19日から８月４日の毎週水曜日
　・年中木曜日コース（全10回）
　　５月20日～８月５日の毎週木曜日
ところ　茅野市運動公園総合体育館
内容　マット、跳び箱、鉄棒、体操等の
　　　基本的な運動
定員　各コース20名（応募多数の場合は
　　　抽選）
対象　市内在住、在園の年長児・年中児
参加費　6,000円
申込期間　４月５日（月）～15～15日日（木）（木）
　ホームページまたは右
　のＱＲコードから申込
　フォームにアクセスし
てお申し込みくださ
　い。
問　スポーツ健康課スポーツ健康係　スポーツ健康課スポーツ健康係
　　☎72－8399

とき　６月14日～９月13日毎週月曜日
　　　午後６時～６時50分
ところ　茅野市運動公園総合体育館
内容　ソフトバレーボール、バスケット
　　　ボール、サッカー、ニュースポー
　　　ツ（変更になる場合があります）
定員　30名（応募多数の場合は抽選）
対象　市内在住、在学の小学生
参加費　6,000円
申込期間　４月５日（月）～15日（木）
　ホームページまたは右のQRコードか
　ら申込フォームにアク
　セスしてお申し込みく
　ださい。
　※上記方法が使えない
　　方は電話、窓口でも
　　申込可
問　スポーツ健康課スポーツ健康係
　　☎72－8399
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各種団体向けに、公式のボッチャボール
セットの貸し出しを行っています。
貸出場所　高齢者・保険課 高齢者福祉係
料金　無料
申込期間　随時受付中
※期間、回数のルールがあります。ルー
　ルを守ってご利用ください。
※個人への貸し出しは行っていません。
申込・問　高齢者・保険課 高齢者福祉係
　　　　　（内線334、335）

４月は、新しく入学する児童や自転車を
利用する生徒が増える季節です。
ドライバーの皆さんは、通学路や子ども
がいる場所付近では歩行者を保護すると
いう意識をしっかり持ちましょう。
また、横断歩道手前ではスピードダウン
と安全確認を徹底し、横断者がいたら必
ず止まりましょう。
スローガン
信濃路は みんなの笑顔 つなぐ道
運動の重点
◇高齢者の交通事故防止
◇通学路・生活道路等の安全確保と歩行
　者保護の徹底
◇自転車安全利用の促進
◇後部座席を含めたすべての座席のシー
　トベルトの着用とチャイルドシートの
　正しい使用の徹底
◇夕暮れ時と夜間の交通事故防止
◇飲酒運転等の根絶
問　建設課 交通安全係（内線512）

令和２年（１月１日～12月31日）の売上
高または事業収入額が前年比30％以上
減少した市内中小企業者などに５万～
10万円の応援金を支給します。
申請期間　８月31日（火）まで
支給要件や支給額など詳
細はホームページをご覧
ください。
（QRコードから簡単にア
クセスできます）
問　商工課工業・産業振興　商工課工業・産業振興係係（内線432（内線432））

四季折々の彩りをみせる「小泉山体験の
森」で、春の植物観察会を開催します。
この時季にしか見られない草花を探して、
春の小泉山を親子や地域の皆さんと楽し
く散策してみませんか。上古田公民館→
親水ゾーン→下古田二本松→富士浅間神
社→上古田口→上古田公民館とまわりな
がら植物を観察します。なお、雨天中止
の場合は、上古田登り口と上古田公民館
に案内看板を設置します。
とき　４月17日（土）
　　　午前９時～正午頃　雨天中止
ところ 小泉山（上古田公民館集合・解散）
参加費　無料
問　生涯学習課 生涯学習係（内線635）

永明寺山ふれあいの森を創る会では、永
明寺山に咲くカタクリの花の観察と、間
伐材を使ったキノコの菌打ちを行うイベ
ントを開催します。
とき　４月25日（日）
　　　午前９時～正午頃
　　　※雨天中止
ところ　永明寺山ふれあいの森
　　　　集合：城山団地内グラウンド
　　　　　　　（城山公民館裏）
参加費　無料
内容　★永明寺山かたくり群生地付近の
　　　　散策
　　　★キノコの菌打ち（シイタケ）
持ち物　山歩きのできる服装、軍手、金
　　　　槌・木槌、飲み物など
申込期間　４月20日（火）まで
　　　　　電話、FAXメールでお申し込
　　　　　みください。
申込・問　環境課 環境保全係（内線263）
　FAX82－0234
　Eメール：kankyo@city.chino.lg.jp

茅野市中小企業者等応援金

小泉山体験の森
「春の植物観察会」

令和３年度前期
幼児トリム教室

小学生エンジョイスポーツ
教室

永明寺山　カタクリ観察と
キノコ菌打ちイベント

広報ちの　2021.419

イベントスポーツ
ボッチャボールセットの
貸し出しをしています

お知らせ

４月６日（火）～４月15日（木）
春の全国交通安全運動
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65歳以上の方を対象として、頭と体を

同時に刺激するようなゲーム要素のある

運動を中心とした「認知症予防教室」を

開催します。栄養や口腔ケアの話も聞け

る計10回の講座です。

認知症になりにくい生活習慣を学んで、

早い時期から認知症の予防に取組みまし

ょう。

とき　５月11日（火）～７月13日（火）

　　　毎週火曜日

　　　午前10時～11時30分

ところ　茅野市運動公園　柔道・剣道場

参加費　無料

対象　市内在住の65歳以上の方

定員　30名（申込多数の場合抽選）

申込期間

　４月19日（月）～４月23日（金）

　電話でお申込みください。

申込・問　高齢者・保険課 高齢者福祉係

　　　　　（内線334、335）

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

パートナーシップのまちづくり推進会議

委員を次のとおり募集します。当会議は、

パートナーシップのまちづくり基本条例

に基づき、パートナーシップのまちづく

りを推進するための情報や意見の交換、

連携・協力、啓発事業の企画・実施をす

る組織です。

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、郵便などでパートナ

　ーシップのまちづくり推進課まで提出

　してください。

応募期限　４月12日（月）

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　

　パートナーシップのまちづくり推進課 

　コミュニティ推進係（内線142）

　FAX 75－0634　

メール：partnership@city.chino.lg.jp

「空き家のことが気になっているが、何か

ら手を付けてよいかわからない」「いきな

り不動産会社に行っていいものかどうか」

といった方のために、気軽に相談できる

無料相談会を茅野市役所で開催します。

また、空き家についての知識を深めてい

ただけるよう、毎回専門家によるミニセ

ミナーをシリーズで開催します。

ミニセミナーはどなたでも参加いただけ

ます。（申込不要）

個別相談会は予約制です。お申し込み時

に空き家物件情報（住所等）や相談内容を

あらかじめ確認させていただきます。

とき

ミニセミナー　４月22日（木）

　　午後１時30分～２時

個別相談会

　　午後２時10分～４時10分

　　（１組につき30分程度）

ところ　茅野市役所 議会棟大会議室

参加費　無料

定員　９組

申込期間　４月９日（金）まで

申込・問　都市計画課 住宅建築係

　　　　　（内線538）

広

　
告

空き家なんでも相談会・
ミニセミナー
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「広報ちの」の自動配信も！

講　座

パートナーシップのまちづくり
推進会議委員を公募します

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

4月から番組の放送時間を一部変更します
好評いただいている番組をまとめて放送します。
■自宅で体を動かせる番組
　放送時間：午前８時～、午後４時～（１日２回放送）
　番組内容：足腰おたっしゃ体操、メディカルヨガ教
　　　　　　室、いきいき健康ルーム講座など。
　※８時からの放送と、午後４時からの放送は異なる
　　内容で放送します。
■子ども、子育て世代向け番組
　放送時間：午前９時～（１日１回放送）
　番組内容：運動遊び、ふれあい遊び、離乳食の作り
　　　　　　方など。
詳しい放送内容は市ホームページでご確認ください。

認知症予防教室



運動の苦手な子どもに身体を使って遊ぶ
楽しさと体力向上のための運動を行い、
集団活動の中で「ルールを守ること」の
大切さを学ぶことを目的に今年も幼児ト
リム教室を開催いたします。
とき
　・年長火曜日コース（全10回）
　　５月18日から８月３日の毎週火曜日
　・年長水曜日コース（全10回）
　　５月19日から８月４日の毎週水曜日
　・年中木曜日コース（全10回）
　　５月20日～８月５日の毎週木曜日
ところ　茅野市運動公園総合体育館
内容　マット、跳び箱、鉄棒、体操等の
　　　基本的な運動
定員　各コース20名（応募多数の場合は
　　　抽選）
対象　市内在住、在園の年長児・年中児
参加費　6,000円
申込期間　４月５日（月）～15～15日日（木）（木）
　ホームページまたは右
　のＱＲコードから申込
　フォームにアクセスし
てお申し込みくださ

　い。
問　スポーツ健康課スポーツ健康係　スポーツ健康課スポーツ健康係
　　☎72－8399

とき　６月14日～９月13日毎週月曜日
　　　午後６時～６時50分
ところ　茅野市運動公園総合体育館
内容　ソフトバレーボール、バスケット
　　　ボール、サッカー、ニュースポー
　　　ツ（変更になる場合があります）
定員　30名（応募多数の場合は抽選）
対象　市内在住、在学の小学生
参加費　6,000円
申込期間　４月５日（月）～15日（木）
　ホームページまたは右のQRコードか
　ら申込フォームにアク
　セスしてお申し込みく
　ださい。
　※上記方法が使えない
　　方は電話、窓口でも
　　申込可
問　スポーツ健康課スポーツ健康係
　　☎72－8399

広

　
告

各種団体向けに、公式のボッチャボール
セットの貸し出しを行っています。
貸出場所　高齢者・保険課 高齢者福祉係
料金　無料
申込期間　随時受付中
※期間、回数のルールがあります。ルー
　ルを守ってご利用ください。
※個人への貸し出しは行っていません。
申込・問　高齢者・保険課 高齢者福祉係
　　　　　（内線334、335）

４月は、新しく入学する児童や自転車を
利用する生徒が増える季節です。
ドライバーの皆さんは、通学路や子ども
がいる場所付近では歩行者を保護すると
いう意識をしっかり持ちましょう。
また、横断歩道手前ではスピードダウン
と安全確認を徹底し、横断者がいたら必
ず止まりましょう。
スローガン
信濃路は みんなの笑顔 つなぐ道
運動の重点
◇高齢者の交通事故防止
◇通学路・生活道路等の安全確保と歩行
　者保護の徹底
◇自転車安全利用の促進
◇後部座席を含めたすべての座席のシー
　トベルトの着用とチャイルドシートの
　正しい使用の徹底
◇夕暮れ時と夜間の交通事故防止
◇飲酒運転等の根絶
問　建設課 交通安全係（内線512）

令和２年（１月１日～12月31日）の売上
高または事業収入額が前年比30％以上
減少した市内中小企業者などに５万～
10万円の応援金を支給します。
申請期間　８月31日（火）まで
支給要件や支給額など詳
細はホームページをご覧
ください。
（QRコードから簡単にア
クセスできます）
問　商工課工業・産業振興　商工課工業・産業振興係係（内線432（内線432））

四季折々の彩りをみせる「小泉山体験の
森」で、春の植物観察会を開催します。
この時季にしか見られない草花を探して、
春の小泉山を親子や地域の皆さんと楽し
く散策してみませんか。上古田公民館→
親水ゾーン→下古田二本松→富士浅間神
社→上古田口→上古田公民館とまわりな
がら植物を観察します。なお、雨天中止
の場合は、上古田登り口と上古田公民館
に案内看板を設置します。
とき　４月17日（土）
　　　午前９時～正午頃　雨天中止
ところ 小泉山（上古田公民館集合・解散）
参加費　無料
問　生涯学習課 生涯学習係（内線635）

永明寺山ふれあいの森を創る会では、永
明寺山に咲くカタクリの花の観察と、間
伐材を使ったキノコの菌打ちを行うイベ
ントを開催します。
とき　４月25日（日）
　　　午前９時～正午頃
　　　※雨天中止
ところ　永明寺山ふれあいの森
　　　　集合：城山団地内グラウンド
　　　　　　　（城山公民館裏）
参加費　無料
内容　★永明寺山かたくり群生地付近の
　　　　散策
　　　★キノコの菌打ち（シイタケ）
持ち物　山歩きのできる服装、軍手、金
　　　　槌・木槌、飲み物など
申込期間　４月20日（火）まで
　　　　　電話、FAXメールでお申し込
　　　　　みください。
申込・問　環境課 環境保全係（内線263）
　FAX82－0234
　Eメール：kankyo@city.chino.lg.jp

茅野市中小企業者等応援金

小泉山体験の森
「春の植物観察会」

令和３年度前期
幼児トリム教室

小学生エンジョイスポーツ
教室

永明寺山　カタクリ観察と
キノコ菌打ちイベント

広報ちの　2021.419

イベントスポーツ
ボッチャボールセットの
貸し出しをしています

お知らせ

４月６日（火）～４月15日（木）
春の全国交通安全運動
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春一番のキノコをさがそう！
とき　４月25日（日） 午前９時～正午
　※午後は総合博物館でキノコの同定を
　　行います。希望者は参加できます。
集合場所　尖石縄文考古館駐車場
講師　小山明人さん（菌類懇話会）
参加費　無料
申込期間　３月20日（土・祝）から受付
申込・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　４月17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

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　４月17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
申込開始　３月20日（土・祝）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

４月５日（月）、12日（月）、19日（月）、
26日（月）、30日（金）
問　神長官守矢史料館　☎73－7567

守矢史料館で収蔵している武田信玄に関
する古文書を展示します。
会期　４月24日（土）～７月４日（日）
場所　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

休館日　４月６日（火）、13日（火）、
　　　　20日（火）、27日（火）

開館時間　午前９時～午後７時
　※美術館常設展示室、図書室は

　　午前10時～午後６時

申込・問　茅野市民館　☎82－8222
　　　　　FAX82－8223

会期　４月11日（日）～７月５日（月）
　　　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

寒くて厳しい冬から目覚めた春の森では、

どんな野鳥に出会えるでしょう。ベテラ

ン講師と一緒に、野鳥に会いに行きまし

ょう。

とき　４月26日（月）午前９時～正午
ところ　市民の森　第一駐車場集合
講師　両角英晴さん（日本野鳥の会諏訪）
参加費　500円
持ち物　散策のできる服装、雨具、筆記
　　　　用具、飲み物、お持ちの方は双

　　　　眼鏡等

定員　20名
申込期間　４月21日（水）まで
問　井村　☎／FAX76－6885
　　Eメール：e_imura@8moribunka.org

主催　NPO法人　八ヶ岳森林文化の会
　　URL：http://www.8moribunka.org/

共催　茅野市

「博物館学習会員」になると、茅野市内の
博物館（八ヶ岳総合博物館・尖石縄文考
古館・神長官守矢史料館）の常設展示及
び企画展・特別展を、有効期間内に何回
でも観覧できます。入会された方には会
員証を発行し、各館の催事情報を隔月で
お送りします。
有効期間　令和４年３月31日（木）まで
入会金・年会費　高校生以上910円、　
　　　　　　　　小中学生400円
※諏訪６市町村の小中学生および茅野市
　在住または在学の高校生は、入館時に
　図書カードまたは生徒証を提示すれ　
　ば、３館とも無料で入館できるので、
　入会は不要です。
申込方法　八ヶ岳総合博物館または尖石
　縄文考古館の窓口でお申し込みくださ
　い。（随時受付）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

繁殖期を迎えた留鳥、渡ってきた夏鳥、
渡りを前にした冬鳥を観察します。
とき　４月４日（日）
　　　午前８時～10時
集合場所　運動公園大橋横駐車場
講師　両角英晴さん（日本野鳥の会諏訪）
定員　20名（要申込）
持ち物　双眼鏡（ある方）
参加費　無料
申込期間　３月20日（土・祝）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

シーズン到来のベストスポットで鳥見を
体験しませんか。７週連続で行います。
とき　４月25日（日）、５月２日（日）、
　　　９日（日）、16日（日）、23日（日）、
　　　30日（日）、６月６日（日）
　　　各日午前６時～８時
ところ　青少年自然の森　管理棟前集合
　　　　広場集合
講師　両角英晴さん（日本野鳥の会諏訪）
参加費　無料（申込不要）
その他　荒天中止（小雨実施）。車でお越
　しの場合、青少年自然の森管理棟裏駐
　車スペースをご利用ください。
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

とき　４月10日（土）、11日（日）
　　　各日午前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
　　　届く身長の方が対象になります）
＊お申込みは一人ずつ、１回とさせてい
　ただきます。
申込期間　３月20日（土・祝）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

茅野市美術館
第１期収蔵作品展

「篠原昭登－八ヶ岳山麓に抱かれて」
美

市民の森　春の観察会
～春の森で野鳥観察～

博

神長官守矢史料館
４月の休館日

茅野市博物館学習会員 募集博 キノコ観察会

博 古文書相談会

博 星空観望会

博 春の探鳥会

博 さきおりでランチョンマット

博

茅野市民館

C

守矢史料館

守

企画展「武田信玄の古文書～
武田信玄生誕500年～」守

茅野市民館 開館情報

その他施設・団体等

鳥見スポット尖石史跡公園・青少年
自然の森で７週連続探鳥会

いだ
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春一番のキノコをさがそう！
とき　４月25日（日） 午前９時～正午
　※午後は総合博物館でキノコの同定を
　　行います。希望者は参加できます。
集合場所　尖石縄文考古館駐車場
講師　小山明人さん（菌類懇話会）
参加費　無料
申込期間　３月20日（土・祝）から受付
申込・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　４月17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

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　４月17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
申込開始　３月20日（土・祝）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

４月５日（月）、12日（月）、19日（月）、
26日（月）、30日（金）
問　神長官守矢史料館　☎73－7567

守矢史料館で収蔵している武田信玄に関
する古文書を展示します。
会期　４月24日（土）～７月４日（日）
場所　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

休館日　４月６日（火）、13日（火）、
　　　　20日（火）、27日（火）

開館時間　午前９時～午後７時
　※美術館常設展示室、図書室は

　　午前10時～午後６時

申込・問　茅野市民館　☎82－8222
　　　　　FAX82－8223

会期　４月11日（日）～７月５日（月）
　　　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

寒くて厳しい冬から目覚めた春の森では、

どんな野鳥に出会えるでしょう。ベテラ

ン講師と一緒に、野鳥に会いに行きまし

ょう。

とき　４月26日（月）午前９時～正午
ところ　市民の森　第一駐車場集合
講師　両角英晴さん（日本野鳥の会諏訪）
参加費　500円
持ち物　散策のできる服装、雨具、筆記
　　　　用具、飲み物、お持ちの方は双

　　　　眼鏡等

定員　20名
申込期間　４月21日（水）まで
問　井村　☎／FAX76－6885
　　Eメール：e_imura@8moribunka.org

主催　NPO法人　八ヶ岳森林文化の会
　　URL：http://www.8moribunka.org/

共催　茅野市

「博物館学習会員」になると、茅野市内の
博物館（八ヶ岳総合博物館・尖石縄文考
古館・神長官守矢史料館）の常設展示及
び企画展・特別展を、有効期間内に何回
でも観覧できます。入会された方には会
員証を発行し、各館の催事情報を隔月で
お送りします。
有効期間　令和４年３月31日（木）まで
入会金・年会費　高校生以上910円、　
　　　　　　　　小中学生400円
※諏訪６市町村の小中学生および茅野市
　在住または在学の高校生は、入館時に
　図書カードまたは生徒証を提示すれ　
　ば、３館とも無料で入館できるので、
　入会は不要です。
申込方法　八ヶ岳総合博物館または尖石
　縄文考古館の窓口でお申し込みくださ
　い。（随時受付）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

繁殖期を迎えた留鳥、渡ってきた夏鳥、
渡りを前にした冬鳥を観察します。
とき　４月４日（日）
　　　午前８時～10時
集合場所　運動公園大橋横駐車場
講師　両角英晴さん（日本野鳥の会諏訪）
定員　20名（要申込）
持ち物　双眼鏡（ある方）
参加費　無料
申込期間　３月20日（土・祝）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

シーズン到来のベストスポットで鳥見を
体験しませんか。７週連続で行います。
とき　４月25日（日）、５月２日（日）、
　　　９日（日）、16日（日）、23日（日）、
　　　30日（日）、６月６日（日）
　　　各日午前６時～８時
ところ　青少年自然の森　管理棟前集合
　　　　広場集合
講師　両角英晴さん（日本野鳥の会諏訪）
参加費　無料（申込不要）
その他　荒天中止（小雨実施）。車でお越
　しの場合、青少年自然の森管理棟裏駐
　車スペースをご利用ください。
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

とき　４月10日（土）、11日（日）
　　　各日午前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
　　　届く身長の方が対象になります）
＊お申込みは一人ずつ、１回とさせてい
　ただきます。
申込期間　３月20日（土・祝）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

茅野市美術館
第１期収蔵作品展

「篠原昭登－八ヶ岳山麓に抱かれて」
美

市民の森　春の観察会
～春の森で野鳥観察～

博

神長官守矢史料館
４月の休館日

茅野市博物館学習会員 募集博 キノコ観察会

博 古文書相談会

博 星空観望会

博 春の探鳥会

博 さきおりでランチョンマット

博

茅野市民館

C

守矢史料館

守

企画展「武田信玄の古文書～
武田信玄生誕500年～」守

茅野市民館 開館情報

その他施設・団体等

鳥見スポット尖石史跡公園・青少年
自然の森で７週連続探鳥会

いだ

４月５日（月）、12日（月）～19日（月）、
23日（金）、26日（月）、30日（金）
問　茅野市図書館　☎72－9085

茅野市図書館では、４月12日（月）から
４月19日（月）までの８日間、特別整理
期間のため休館となります。この期間中
は資料の貸出、リクエスト、レファレン
ス等の業務ができません。本・雑誌の返
却のみブックポストへお願いします。視
聴覚資料は破損の恐れがありますので、
休館明けに直接カウンターまでお持ちく
ださい。ご迷惑をおかけしますが、よろ
しくお願いします。
問　茅野市図書館　☎72－9085

４月５日（月）、12日（月）、19日（月）、
26日（月）、30日（金）
問　尖石縄文考古館　☎76-2270

4月5日（月）、12日（月）、19日（月）、

26日（月）、30日（金）

問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

■子ども自然研究クラブ

水生昆虫による水質調査、化石の学習、

野鳥や植物の観察など、継続的な活動

　を通して子どもたちの自然に対する見

　方・考え方の育成を目指します。

活動日時（変更になる場合があります）

　　毎月第２土曜日　９時30分～11時

募集人数　10名

■子ども科学工作クラブ

　身近な素材を利用したおもしろい工作

　を通じ、子どもたちの科学的な見方・

　考え方の育成を目指します。

活動日時（変更になる場合があります）

　　毎月第３土曜日　10時～11時30分

募集人数　18名

■以下両クラブ共通事項

活動期間　１年間

応募資格　小学校４年生～６年生

受講料　年間3,000円

申込方法

往復はがきに、参加者氏名（ふりがな）、

　学校名、学年、保護者氏名、住所、連

　絡先（自宅）、緊急連絡先（携帯など）を

　明記のうえ、〒391－0213 茅野市豊

平6983番地　八ヶ岳総合博物館まで。

４月５日（月）消印有効。

　※応募者多数の場合、抽選とさせてい

　　ただきます。

申込・問

　八ヶ岳総合博物館

　〒391－0213 豊平6983番地

　☎73－0300　FAX72－6119

内容 自然観察・調査や農業・食育体験、
　　　クラフト工作など、年間20以上
　　　のプログラムを実施
■入会説明会
とき　４月10日（土）午前10時～正午
ところ　八ヶ岳総合博物館
入会資格　小学生～中学生
入会費・年会費　１家族2,000円
問　080－6937－8332（福田）
　　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

とき　４月11日（日）
　　　午後１時30分～３時30分
ところ　八ヶ岳総合博物館
入会資格　自然環境保護活動に興味のあ
　　　　　る方
入会金・年会費　2,000円
問　080－6937－8332（福田）
　　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

八ヶ岳山麓および諏訪地域の自然・民俗
などについて実践的な活動を通じて学び、
博物館の様々な取り組みに関わっていた
だける市民を養成する講座です。関心の
ある分野に所属し、専門講師の指導を受
けながら学びを深めてみませんか。
募集グループ
「植物」、「きのこ」、「シダ」、「天文」、
「実験工作」、「語り伝承」、「コケ」 
　各グループとも活動は月に１～３回程
　度です。出席数等の基準を満たすと認
　定され、それぞれの分野で一層活躍し
　ていただくとともに、可能な範囲で博
　物館活動に関わっていただきます。各
　グループの内容はホームページ等をご
覧いただくか、お問い合わせください。
応募資格　高校生以上
受講料　　無料
申込方法　八ヶ岳総合博物館窓口でお申
　　　　　し込みください。（随時受付）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

図書館
４月の休館日

尖石縄文考古館
４月の休館日

子ども自然研究クラブ・
科学工作クラブ員募集

茅野市図書館特別整理休館
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尖

図書館

尖石縄文考古館

八ヶ岳総合博物館

博

八ヶ岳総合博物館
４月の休館日博

茅野ミヤマシロチョウの会
こども自然探検隊博

茅野ミヤマシロチョウの会
新規入会受付博

市民研究員養成講座
受講者募集博
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春一番のキノコをさがそう！
とき　４月25日（日） 午前９時～正午
　※午後は総合博物館でキノコの同定を
　　行います。希望者は参加できます。
集合場所　尖石縄文考古館駐車場
講師　小山明人さん（菌類懇話会）
参加費　無料
申込期間　３月20日（土・祝）から受付
申込・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　４月17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

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　４月17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
申込開始　３月20日（土・祝）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

４月５日（月）、12日（月）、19日（月）、
26日（月）、30日（金）
問　神長官守矢史料館　☎73－7567

守矢史料館で収蔵している武田信玄に関
する古文書を展示します。
会期　４月24日（土）～７月４日（日）
場所　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

休館日　４月６日（火）、13日（火）、
　　　　20日（火）、27日（火）

開館時間　午前９時～午後７時
　※美術館常設展示室、図書室は

　　午前10時～午後６時

申込・問　茅野市民館　☎82－8222
　　　　　FAX82－8223

会期　４月11日（日）～７月５日（月）
　　　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

寒くて厳しい冬から目覚めた春の森では、

どんな野鳥に出会えるでしょう。ベテラ

ン講師と一緒に、野鳥に会いに行きまし

ょう。

とき　４月26日（月）午前９時～正午
ところ　市民の森　第一駐車場集合
講師　両角英晴さん（日本野鳥の会諏訪）
参加費　500円
持ち物　散策のできる服装、雨具、筆記
　　　　用具、飲み物、お持ちの方は双

　　　　眼鏡等

定員　20名
申込期間　４月21日（水）まで
問　井村　☎／FAX76－6885
　　Eメール：e_imura@8moribunka.org

主催　NPO法人　八ヶ岳森林文化の会
　　URL：http://www.8moribunka.org/

共催　茅野市

「博物館学習会員」になると、茅野市内の
博物館（八ヶ岳総合博物館・尖石縄文考
古館・神長官守矢史料館）の常設展示及
び企画展・特別展を、有効期間内に何回
でも観覧できます。入会された方には会
員証を発行し、各館の催事情報を隔月で
お送りします。
有効期間　令和４年３月31日（木）まで
入会金・年会費　高校生以上910円、　
　　　　　　　　小中学生400円
※諏訪６市町村の小中学生および茅野市
　在住または在学の高校生は、入館時に
　図書カードまたは生徒証を提示すれ　
　ば、３館とも無料で入館できるので、
　入会は不要です。
申込方法　八ヶ岳総合博物館または尖石
　縄文考古館の窓口でお申し込みくださ
　い。（随時受付）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

繁殖期を迎えた留鳥、渡ってきた夏鳥、
渡りを前にした冬鳥を観察します。
とき　４月４日（日）
　　　午前８時～10時
集合場所　運動公園大橋横駐車場
講師　両角英晴さん（日本野鳥の会諏訪）
定員　20名（要申込）
持ち物　双眼鏡（ある方）
参加費　無料
申込期間　３月20日（土・祝）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

シーズン到来のベストスポットで鳥見を
体験しませんか。７週連続で行います。
とき　４月25日（日）、５月２日（日）、
　　　９日（日）、16日（日）、23日（日）、
　　　30日（日）、６月６日（日）
　　　各日午前６時～８時
ところ　青少年自然の森　管理棟前集合
　　　　広場集合
講師　両角英晴さん（日本野鳥の会諏訪）
参加費　無料（申込不要）
その他　荒天中止（小雨実施）。車でお越
　しの場合、青少年自然の森管理棟裏駐
　車スペースをご利用ください。
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

とき　４月10日（土）、11日（日）
　　　各日午前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
　　　届く身長の方が対象になります）
＊お申込みは一人ずつ、１回とさせてい
　ただきます。
申込期間　３月20日（土・祝）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

茅野市美術館
第１期収蔵作品展

「篠原昭登－八ヶ岳山麓に抱かれて」
美

市民の森　春の観察会
～春の森で野鳥観察～

博

神長官守矢史料館
４月の休館日

茅野市博物館学習会員 募集博 キノコ観察会

博 古文書相談会

博 星空観望会

博 春の探鳥会

博 さきおりでランチョンマット

博

茅野市民館

C

守矢史料館

守

企画展「武田信玄の古文書～
武田信玄生誕500年～」守

茅野市民館 開館情報

その他施設・団体等

鳥見スポット尖石史跡公園・青少年
自然の森で７週連続探鳥会

いだ



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：
　　　五味　正明 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

4/13（火）
9：00～12：00

4/15（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

4/14（水）
15：00～17：00

4/2・9・16・23・30（金）
9：00～12：00

①4/3・17（土）
13：00～16：00
②4/9・23（金）
18：30～20：30

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

茅野市社会福祉
協議会

☎73－4431

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】

①4/　8（木）10：00～
②4/14（水）14：00～
③4/20（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）

4/6（火）
13：00～17：00
※電話予約は3/30
　　　　　　8：30～

ふるさとハローワーク
☎　72-2029　
FAX　73-7933　

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
（ちの地区コミュニ
ティセンター北側）

4/3（土）、11（日）、
17（土）、24（土）
13：00～16：00

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。

保護司による
非行・犯罪相談
【要予約】

諏訪市公民館
302会議室

4/30（金）
10：00～12：00

諏訪地区更生保護
サポートセンター
☎55－2786

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
同士の語らいを通じた交流会です。
予約は不要です。

ひきこもり交流会
「こもさぽ」

茅野市ひと・まち
プラザ

4/13（火）
14：00～16：00

まいさぽ茅野市
（地域福祉課）
（内線317）
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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：
　　　五味　正明 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

4/13（火）
9：00～12：00

4/15（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

4/14（水）
15：00～17：00

4/2・9・16・23・30（金）
9：00～12：00

①4/3・17（土）
13：00～16：00
②4/9・23（金）
18：30～20：30

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

茅野市社会福祉
協議会

☎73－4431

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】

①4/　8（木）10：00～
②4/14（水）14：00～
③4/20（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）

4/6（火）
13：00～17：00
※電話予約は3/30
　　　　　　8：30～

ふるさとハローワーク
☎　72-2029　
FAX　73-7933　

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
（ちの地区コミュニ
ティセンター北側）

4/3（土）、11（日）、
17（土）、24（土）
13：00～16：00

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。

保護司による
非行・犯罪相談
【要予約】

諏訪市公民館
302会議室

4/30（金）
10：00～12：00

諏訪地区更生保護
サポートセンター
☎55－2786

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
同士の語らいを通じた交流会です。
予約は不要です。

ひきこもり交流会
「こもさぽ」

茅野市ひと・まち
プラザ

4/13（火）
14：00～16：00

まいさぽ茅野市
（地域福祉課）
（内線317）
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説明会　４月７日（水）午後２時～

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

　　　　 業務係　☎73－0224

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

学習机／着物タンス／食堂テーブル／タ

ンス／TV用チェスト／そば挽き石臼／

振り子時計／白在駒／桐タンス／ヤマハ

エレクトーン／工業用ミシン／漆塗りの

白ブタ／洋服ダンス／こたつ／シングル

ベッド／カーテン

ゆずってください

北部中体操着／ドライヤー／薄型TV／

ひな人形／子供用剣道防具一式／クリス

タルグラス／リビングボード／マットレ

ス／青い目の人形

※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。

動植物に興味のある方、月例観察会のメ

ンバーになりませんか。市民の森で動植

物の営みをじっくり観察していきましょ

う。４月から11月までの年間講座です

が、１回のみの参加も可能です。

とき　４月から11月まで毎月原則第２

　　　火曜日

　　　第１回は４月13日（火）

　　　午前９時～午後３時（雨天時は座学）

ところ　市民の森（吉田山）駐車場集合

参加費　年会費2,000円（保険代、資料代）

　　　　１回のみの参加者　500円（保険

　　　　代、資料代他）

持ち物　申込時にお伝えします。

定員　20名（先着順）

申込期間　４月６日（火）までに。氏名、

　住所、連絡先を添付の紙に記入をし、

　下記へお申し込みください。１回のみ

　の参加の方は毎月第一火曜日までにお

　申し込みください。

問　井村　☎／FAX76－6885

　Eメール：e_imura@8moribunka.org

主催　NPO法人　八ヶ岳森林文化の会

　URL：http://www.8moribunka.org/

とき　

　早朝コース

　　４月３日（土）～８月14日（土）

　　毎週土曜日　午前６時～７時

　昼間コース

　　４月７日（水）～６月９日（水）

　　毎週水曜日　午後１時～３時

　夜間コース

　　４月７日（水）～６月９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・夜コース：１人3,000円

　　　　朝コース：１人2,000円

定員　各コース20名程度

　FAXまたは電話でお申し込みください。

　希望コース名、住所、氏名、年齢、連

　絡先【携帯】をお伝えください。

申込・問　茅野市テニス協会宮澤

　　　　　FAX73－3309

　　　　　☎090－1118－3787

とき　４月17日（土）

　　　午前10時～午後２時30分

ところ　茅野市千駄刈自然学校

参加費　大人（中学生以上）1,100円

　　　　子ども　550円

　※菌打ち原木１家族に１本（45㎝）付  

　※別途販売あり

持ち物　動きやすい服・長袖・長ズボン、

　　　　長靴、昼食、水筒、帽子、軍手

申込期間　４月７日（水）まで

申込・問　NPO蓼科・八ヶ岳国際自然学校

　　　　 ☎67－1115　FAX67－1116

　　　　 E-mail：office@tyins.or.jp

～申告・納付期限の延長について～

今般、確定申告会場の混雑回避の徹底を

図る観点から、「所得税及び復興特別所得

税」、個人事業者の「消費税及び地方消費

税」、「贈与税」の申告期限・納付期限が

令和３年４月15日（木）まで延長されまし

た。これに伴い、「所得税及び復興特別所

得税」と「消費税及び地方消費税」の振

替納税を利用されている方の振替日が延

長されました。

◎申告書の提出後に、納付書等の送付に

　よるお知らせはありません。

◎現金納付する際は、納税に使用する納

　付書を税務署又は金融機関（ゆうちょ

　銀行を含む）の窓口で入手するか、QR 

　コードを利用したコンビニ納付により

　納税の期限までに納付してください。

◎納税の期限までに納付されないと、４

　月16日から延滞税がかかります。

振替日【振替納税の場合】

所得税および復興特別所得税

　５月31日（月）

消費税および地方消費税

　５月24日（月）

振替日の２～３日前には、預貯金口座の

残高をお確かめください。

◎転居等により申告書の提出先の税務署

　が変わった方又はご利用の金融機関を

　変更される方は、納税の期限までに管

　理運営部門にご連絡ください。

◎残高不足などの理由により、預貯金口

　座から引落しできませんと、４月16日

　から延滞税がかかります。

問　諏訪税務署　☎52－1390
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こんなときはここへ

月の納税等４
◆固定資産税・都市計画税（１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（３月加入者のみ）
【納期限・振替日　４月30日（金）】

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 その他施設・団体等

令和３年度春季硬式テニス教室

市民の森
月例観察会メンバー募集！

諏訪税務署から申告・納付期限
延長のお知らせ

千駄刈の森にキノコの駒打ち体験



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：
　　　五味　正明 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

4/13（火）
9：00～12：00

4/15（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

4/14（水）
15：00～17：00

4/2・9・16・23・30（金）
9：00～12：00

①4/3・17（土）
13：00～16：00
②4/9・23（金）
18：30～20：30

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

茅野市社会福祉
協議会

☎73－4431

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】

①4/　8（木）10：00～
②4/14（水）14：00～
③4/20（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）

4/6（火）
13：00～17：00
※電話予約は3/30
　　　　　　8：30～

ふるさとハローワーク
☎　72-2029　
FAX　73-7933　

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
（ちの地区コミュニ
ティセンター北側）

4/3（土）、11（日）、
17（土）、24（土）
13：00～16：00

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。

保護司による
非行・犯罪相談
【要予約】

諏訪市公民館
302会議室

4/30（金）
10：00～12：00

諏訪地区更生保護
サポートセンター
☎55－2786

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
同士の語らいを通じた交流会です。
予約は不要です。

ひきこもり交流会
「こもさぽ」

茅野市ひと・まち
プラザ

4/13（火）
14：00～16：00

まいさぽ茅野市
（地域福祉課）
（内線317）
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