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内 	8月7日㈯に予定していました茅野ど

んばんは、新型コロナウイルス感染症拡

大防止のため中止します。

問 	地域創生課地域創生係

☎72-2101（内線232）

内 	優良農地の確保と有効利用の促進を図

るため、各地区の農業委員と農地利用

最適化推進委員の方々が農地パトロー

ルを行い、遊休農地の解消と違反転用

発生防止に取り組んでいます。

期間中は農地パトロール月間として活

動します。

農地パトロールの結果は、農地台帳に

情報として整備されますので、ご協力

ください。

時 	7月1日㈭～10月31日㈰

問 	茅野市農業委員会事務局

☎0266-72-2101（内線441、442）

時：日時 所：場所 内：内容 講：講師 対：対象 定：定員 ￥：料金 持：持ち物 申：申込方法 問：問い合わせ
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Information

お知らせ

i 今年の茅野どんばんは
中止します

i 農地パトロール
（利用状況調査）

i 自衛官候補生募集

内  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。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。

■試験科目

筆記試験、口述試験、適正検査及び身

体検査

■入隊時期

採用予定通知書でお知らせ

対 	18歳以上33歳未満

申 	年間を通じて受け付け。

※	詳細についてはお問い合わせください。

問 	茅野地域事務所（茅野商工会議所1階）

☎82-6785

諏訪広域連合
職員募集

令和4年4月採用

問　諏訪広域連合	企画総務課

☎52-4141

　（内線373・374）

受付期間	 8月2日㈪～8月20日㈮

第1次試験日	 9月19日㈰

受験資格など詳しくは、諏訪広域連合ホームページ（QR

コードから）をご覧いただくか、諏訪広域連合企画総務

課（諏訪市役所内）へお問い合わせください。

職種 区分 勤務場所 採用予定数

消防士
初級

（高校卒業または
卒業見込み）

消防本部または
諏訪圏域内の消防署

２名程度
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要点のみを掲載しています。

詳しい内容は、各担当課・各施設・ホームページなどでご確認ください。

●医療・福祉…P24 ●イベント・講座…P24

●募集…P24 ●お知らせ…P25

Event＆Lectures

イベント・講座

Medical＆Welfare

医療・福祉

Wanted

募　集

i 後期高齢者歯科口腔健診i 茅野市空き家なんでも相談会・
ミニセミナー

i 平和祈念式

i 統計グラフコンクール
作品展示

i 「第24回長野県障がい者
文化芸術祭」出展作品募集

時 	7月1日㈭～12月30日㈭

所 	指定医療機関

対 	（1） 	昭和20年4月1日～昭和21年3

月31日生まれの方

（2） 	昭和16年4月1日～昭和20年3

月31日生まれの被保険者

	（令和2年度に76～79歳の誕生

日を迎えた方）のうち、直近で生活

習慣病に係る受診をされた経歴が

あり、令和2年度に歯科医療の受

診がなかった方

￥ 	無料（健診により治療が必要になった

場合は、その治療費は本人負担となり

ます。）

持 	受診券、被保険者証、お薬手帳（無い

場合は、不要です）

申 	6月下旬に対象者へ、案内通知と受診

券を送付しました。指定医療機関へ直

接予約をお願いします。

問  長野県後期高齢者医療広域連合

☎026-229-5320

時 	8月19日㈭

ミニセミナー	13時30分～

個別相談会	14時～16時（1組30分）

所 	茅野市役所　議会棟1階大会議室

内  「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。

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。

申 	8月5日㈭までにお申し込みください。

ミニセミナーは申込不要です。

問 	都市計画課　住宅係

☎72-2101（内線538）

時 	8月6日㈮　8時～8時30分

所 	茅野市運動公園　平和の塔前

内 	核兵器の廃絶と世界の恒久平和の実現

を祈念する式。参加者全員で黙とうを

行い、献花をします。

問 	総務課行政係

☎72-2101（内線132）

時 	8月27日㈮8時30分～

9月2日㈭13時

所 	茅野市役所1階ロビー

内 	統計グラフコンクール応募作品の展示

問  企画課企画係　☎72-2101（内線153）

内 	障害のある方の文化芸術活動の振興と

社会参加を図るために 「長野県障がい

者文化芸術祭」に出展する作品の募集

対  長野県に住所を有する障害のある方の作

品で令和2年8月以降に制作をしたもの

￥ 	無料

申  8月6日㈮までに出品申込書（地域福祉

課にあります）に必要事項を記入し、作品

と一緒に地域福祉課へ提出してください。

※	規格や詳細についてはお問い合わせく

ださい。

※	新型コロナウイルス感染症の発生状況に

よっては、展示会場での開催が中止とな

る場合もあります

問 	地域福祉課障害福祉係

☎72-2101（内線315）
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フォトニュース
茅野市インターネット動画サイト 「ビーナネット

Chino」 では茅野市の生活や文化・魅力を動

画配信しています。

フォトニュースのできごとも一部配信中。 QR

コードから動画をお楽しみください。

高部公民館竣工式

6月6日に、宮川の高部区公民館竣

工式が開催されました。高部区の関係

者と工事関係者で新たな公民館の完

成を祝いました。

式典では区の関係者のあいさつや

来賓の方からのお祝いの言葉、設計や

施工に携わった方への感謝状贈呈など

が行われました。

この公民館の設計には、高部区出身

で茅野市縄文ふるさと大使である建築

家の藤森照信さん（写真右下）が携わ

りました。

地域の皆が集い、大切にしてきた旧

公民館が戦後築70年を経て、生まれ

変わったことに、参加者は喜びを分か

ち合っていました。

里山を守り続ける

永明寺山ふれあいの森を創る会

地域環境保全功労者表彰

永明寺山ふれあいの森を創る会が地域環境保全に関

して、顕著な功績があったとして、環境大臣から地域環

境保全功労者表彰を受賞しました。同会は今年で発足か

ら15年が経過し、これまで、里山整備や植物保全、地元

小・中学校への環境学習支援などを通じて、環境保全活

動に貢献しながら、市民が里山と触れ合える機会を提供

してきました。

これからも活動を継続し、永明寺山が多くの方に親し

まれる里山となることを目指していきます。

システムを利用してスムーズな事務処理を

確定申告書等のデータ引き継ぎにかかる

諏訪税務署長からの感謝状贈呈

6月24日、諏訪税務署長から確定申告書等のデータ

引き継ぎへの取り組みに対して感謝状が贈呈されました。

平成29年から、市町村の申告会場において申告作成

システムを利用し作成された所得税の確定申告書を税務

署へe-Tax送信ができる施策（データ引き継ぎ）が開始

されました。その施策について、令和2年分確定申告の茅

野市受付分について、ほぼ全件のデータ引き継ぎを実施

することができたことにより、感謝状が贈呈されました。

※e-Tax　国税電子申告・納税システムの愛称。国税に関する申告、

納税および申請・届け出を、インターネットを利用して行うシステム
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内 	そばの刈り取りの申し込みを受け付け

ます。

対 	茅野市内そば生産者

￥ 	無料

申 	ＪＡ信州諏訪両営農センター窓口に用意

される 「申込書」 と 「栽培日誌」 を提出

し、「刈取委託立札」 を必要枚数（圃場

数）受け取ってください。

受付場所　	ＪＡ信州諏訪茅野市営農セン

ター、南部センター

受付期間　8月13日㈮～31日㈫

問 	農林課農業支援センター

☎72-2101（内線404）

内 	中小企業退職金共済制度（「中退共制

度」）は、中小企業退職金共済法に基づ

き設けられた中小企業のための国の退

職金制度です。中退共制度を利用すれ

ば、安全・確実・有利で、しかも管理が

簡単な退職金制度が手軽に作れます。

中退共制度なら・・・・

○掛金の一部を国が助成。

○掛金は全額非課税。手数料も不要

○社外積立型なので、管理が簡単

○パートタイマーさんも加入

問 	（独）勤労者退職金共済機構中小企業

退職金共済事業本部

☎03-6907-1234
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時：日時 所：場所 内：内容 講：講師 対：対象 定：定員 ￥：料金 持：持ち物 申：申込方法 問：問い合わせ

Information

お知らせ

i そばの刈り取りの申込受付
～茅野市そば生産者協議会～

i ご存じですか？
「中退共」の退職金制度

内  ゆずります

三面鏡/プラスチック蓋付収納ケース/

本棚/学習机/マットレス/

スライド式二重文庫本棚/

オーディオラック/引出付シングルベッド/

カラーBOX/冷風衣類乾燥除湿機/

灯油ストーブ/中型犬ゲージ・犬小屋/

電気コタツ/ワープロ/

カメラ用三脚・フラッシュ/

小型スピーカー/サイフォン/

ハンディーカラオケ/ダンベル3kg・2kg

ゆずってください

ソファーベッド/鉄平石/卓上ミシン/

曲入りカセットテープ（英語歌手）

※	最新の情報はエコタウンちののホーム

ページをご覧ください。

※すでに交渉が成立している場合がありま

す。ご了承ください。

問 	茅野環境館　☎82-0040

ゆずりあおう
～不用品を活用し

　　あいましょう～

学校開放講座のご案内（8月～11月分）
どなたでも、どの講座でも参加できます。参加申し込み、講座の内容等については、直接該当校に問い合わせてください。

学校名 電話番号 講座名 期　日 会　場 定員 持ち物

北部中学校 78-2244 くじら座の変光星ミラを見よう！
8月25日㈬

19:00～21:00
北部中天体ドーム 20人

永明小学校 72-2207
地域の皆さんもご一緒に、

コーラスを心と体で楽しもう

9月28日㈫

19:00～20:00
永明小第2音楽室 なし

米沢小学校 72-2409 童謡を歌おう
9月24日㈮

10:00～12:30
米沢小音楽室 20人

北部中学校 78-2244 月面Xを見よう！
10月13日㈬

19:00～21:00
北部中天体ドーム 20人

永明中学校 72-2364 吹奏楽の楽器を演奏してみよう
11月14日㈰

10:00～12:00
永明中音楽室 30人

北部中学校 78-2244 部分月食を見よう！
11月19日㈮

16:30～20:00
北部中天体ドーム 20人 温かい服装で
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