
9月の納税等

「茅野レガシー〜未来に残したい

茅野遺産〜#26 北八ヶ岳・坪庭」
八ヶ岳の北端に位置する北横岳。活火山で、

過去300万㎥（東京ドーム約2杯分）の溶岩

が噴出し、黒くごつごつとした大きな岩が一

面に広がる「坪庭」を作り上げました。

北八ヶ岳ロープウェイで気軽に足を運ぶこ

とができ、季節ごとに見られる高山植物も

紹介。ダイナミックな地球の営みを感じるこ

とができる「坪庭」を紹介します。

※（　）内は先月比

固定資産税 ・ 都市計画税 （３期）
税　務　課　☎72-2101（内線 175）

国民健康保険税 （４期）
高齢者・保険課　☎72-2101（内線 322）

上下水道料金
水　道　課　☎72-2101（内線 662）

市営住宅使用料
都市計画課　☎72-2101（内線 537）

保育料
幼児教育課　☎72-2101（内線 624）

納付書は切り離さずに金融機関やコンビニエンス

ストアへ提出してください。 ただし、 バーコード

が印字されていない納付書はコンビニエンススト

アでは使用できません。

後期高齢者医療保険料 （３期）
高齢者・保険課　☎72-2101（内線 327）

納期限 9月30日㈭

8月１日現在の

茅野市の人口
茅野市インターネット動画サイト

ビーナネットChinoビーナチャンネル 11ｃｈ

オス

スメ

今月の写真

小津安二郎記念館 『無藝荘』

人口 54,919人 （−15）

男 27,492人 （−27）

女 27,427人 （＋12）

世帯数 23,747世帯 （＋3）

04 Parks ～身近な広場で素敵なひとときを～
12 “逃げ遅れ”を無くすために家族で考えよう
 マイ・タイムライン
14 保育園等入所受付

16 ピックアップ情報

18 情報カレンダー

20 令和３年度 茅野市表彰式

21 こども通信

22 シニア情報

24 情報ネットワーク

27 栄養マンキッチン・病院コラム

28 文化＆芸術

30 国保だより

31 国民年金だより

32 フォトニュース

34 図書館だより・「ひと・こと・ばしょ」

35 市民掲示板・編集後記

36 Good Town Chino!
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広報ちの

NO.927

日本映画史上、 小津、 黒沢、 溝口の三大巨匠と賞され、 世界の映画

人からますます高い評価を得ている映画監督 「小津安二郎」。 小津監

督が仕事場として、 また東京から訪れる映画関係者などの接待の場所

として使用したのが 『無藝荘』。 現在は元々あった場所から1kmほど

離れた場所に記念館として維持管理されています。

「小津安二郎記念 ・ 蓼科高原映画祭」 は、 今年は感染防止対策をとり

ながら、 ９月18日〜26日の9日間に開催されます。

←年間の納期限一覧表は

こちらからご覧ください。

諏訪中央病院「ほろ酔い勉強会」のフレイル予防

運動解消トレーニング動画を紹介。

人気トレーナーと一緒に考案した運動をして一

日のスタートに気持ちのいい体操はいかがで

すか。

テレビの前で体を動かし

健康に！

毎日午前８時から放送

新型コロナウイルス感染症

の影響により、掲載されて

いる情報から変更となって

いる場合があります。

注

９月の開館日

1日㈬～５日㈰、11日㈯、12日㈰、

18日㈯～20日（月・祝）、23日（木・祝）～26日㈰

営業時間 10時〜16時

入 館 料 １人/100円

９月以外の開館日等の詳細は　→

ホームページからご確認ください。

小津安二郎記念館 「無藝荘」

小津安二郎記念

蓼科高原映画祭

ホームページ
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