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i 諏訪地域創業スクール2021

時 	10月2日㈯、9日㈯、16日㈯、23日

㈯、11月6日㈯、13日㈯　（全6回）

所 	茅野商工会議所

内 	創業に必要な知識を習得する創業ス

クール

対 	創業予定者、創業後5年未満の方

￥ 	受講料10,000円（税込）

定 	30名（申込先着順）

申 	専用申し込みフォーム（QRコード）か

らお申し込みください。

FAXでの申し込みも可能

です。詳しくは茅野商工会

議所までお問合せください。

問 	茅野商工会議所　☎72-2800

内 	ペレットストーブまたはペレットボイ

ラー本体の購入に要する経費の2分の

1以内（上限10万円）

対 	・ 	茅野市内に居住し、もしくは事業所等

を有する個人または事業者（地方公

共団体および公共団体は除く）で、令

和4年2月末までに運転確認ができ

るよう設置工事を完了できる方

・	ペレットストーブまたはペレットボイ

ラーは、県内に事業所又は代理店を有

する者から購入した方。なお、既に購

入、設置済みのものは、補助金対象外。

・	使用するペレットが、県内のペレット

製造施設で製造されたもので、県産

材の利用促進のために県産間伐材を

利用したものを使用する方。

定 	5台（申込多数の場合は抽選）

申  8月27日㈮～9月10日㈮に茅野市役所5

階農林課林務係窓口へお申し込みください。

【提出書類】

・	購入を予定しているものの見積書の写し

・	購入を予定しているものの外観が分

かるパンフレット等

※	9月13日㈪以降、申し込みが対象台数

に満たない場合は、先着順とします。

※	申請手続き等の詳細については、担当ま

でお問い合わせください。

問 	農林課　林務係

☎72-2101（内線408）

内 	今年度の茅野市総合防災訓練は、震度

7の巨大地震が発生した場合を想定し、

市内10地区を対象とした通信訓練、各

地区の実情に合わせた初動訓練を実施

します。また、市内の基本避難所で避

難所開設訓練を実施します。

激甚災害発生時に必要な活動を知って

いただくため、地震発生直後の初期活動

の訓練を、昨年度に引き続き行います。

時 	9月5日㈰	7時～　サイレン吹鳴

8時30分～　通信訓練

問 	防災課	防災係

☎72-2101（内線182）

内 	募金総額　2,192,393円

ご協力ありがとうございました。皆さんか

らいただいた募金のうち、約7割が茅野市

へ事業交付金として配分され、市内各小中

学校や公園、各区・自治会などの公共施設

の緑化、新入学児童への記念樹の配布な

どの緑化推進事業に役立てられます。

問 	農林課　林務係

☎72-2101（内線405）

時 	9月21日㈫～9月30日㈭

内 	・ 	ドライバーの皆さんへ／車と歩行者の

衝突による交通死亡事故、重傷事故が

多く発生しています。薄暮時の早めの

ライト点灯を心掛けるとともに、夜間は

ハイビームを効果的に活用しましょう。

・	歩行者の皆さんへ／夜間外出時は、明

るい服装や反射材の使用を心掛けましょ

う。また、道路横断時は 「車は来ないだ

ろう、止まってくれるだろう」 と思うこと

なく、確実な安全確認をお願いします。

問 	建設課　交通安全係

☎72-2101（内線512）

内 	広報ちの8月号に掲載しました令和3

年度まちづくり懇談会の金沢地区開催

は、9月15日㈬を予定していましたが、

9月21日㈫に日程を変更します。

問 	秘書広聴課　秘書広聴係

☎72-2101（内線121・122）

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 ペレットストーブ等の
購入者への補助金

i 茅野市総合防災訓練を
実施します

i 令和３年度
緑の募金運動（お礼と報告）

i 秋の全国交通安全運動

i 令和3年度まちづくり懇談会
金沢地区開催の日程変更

内  ゆずります

プリントごっこ/スチール机/振り子掛

け時計/真子管ラジオ/じざいカギ（囲

炉裏）/台所テーブル＆イス/桐の物入

れ/TV台/アルミはしご/アルミ2連は

しご/掛け布団/ソファーベッド

ゆずってください

木の縁の鏡/ガーデンテーブルセット/

市松人形

※	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～
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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 ●募集…P24

●イベント・講座…P24	 ●お知らせ…P25

Event＆Lectures

イベント・講座

Medical＆Welfare

医療・福祉

i 茅野市不妊及び不育症治療
費助成事業

i 茅野市空き家なんでも相談会・
ミニセミナー

i Z
ズ ー ム

oom入門講座

内 	不妊及び不育症の治療を受けた方に、

治療費の一部を助成します。

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ります。

対 	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 	長野県助成交付金決定、または一連の

治療が終了した日、の翌日から起算して

3か月以内に申請してください。

※	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。

※	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、下記へご相談ください。

問 	健康づくり推進課（健康管理センター内）

☎82-0105

時 	9月16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  空き家のことを気軽に相談できる無料相談

会を開催します。また、空き家についての知

識を深めていただけるよう、専門家によるミ

ニセミナーを開催します。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）をあらかじめ確認させていただきます。

対 	空き家相談者

定 	9組

￥ 	無料

持 	空き家物件情報

申 	9月2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 	9月29日㈬、10月27日㈬

19時～20時30分（2回開催）

所 	自宅（オンラインでの開催）

内 	Web会議システム 「Zoom」 の講座

・メンバーとしての使い方

・ホストとしての使い方

・利用の注意点

対 	Zoom環境ができている方

メールで申し込みができる方

申 	9月29日㈬は9月8日～9月22日

に、10月27日㈬は10月6日～10月

20日にお申し込みください。

※	受講者にはZoomの会議IDを含む

URLを事前に送付します。

問 	企画課　行革・デジタル係

☎72-2101（内線155・156）

内 	まちづくりを進めるための最上位の計

画である 「第５次総合計画」 の基本構

想に掲げる目指すべき将来像を実現

するため、政策の基本的な方針等の見

直し並びに計画の進行管理などを行う

「茅野市総合計画審議会」 の委員を募

集します。

・任期は2年間

・報酬は市の規定によりお支払いします。

対  市内在住、在勤、在学の20歳以上の方

定 	若干名

申 	応募用紙へ必要事項を記入し、8月24

日㈫から9月17日㈮までに郵送、メー

ルまたはFAXで企画課までご提出くだ

さい。応募用紙は、市ホームページから

ダウンロードしてください。希望される

方には送付します。

※ 会議は、原則として公開するほか、会

議録を市ホームページ等に公開します。

問 	企画課　企画係	☎72-2101 （内線

152） FAX82-0236

E-mail　kikaku@city.chino.lg.jp
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Wanted

募　集

i 茅野市総合計画審議会
委員募集
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栄養マン★キッチン
～自然のめぐみをいただきます～

ラタトゥイユ
ラタトゥイユはフランス南部プロバンス地方の郷土料理で、夏野菜を煮込んだ料理

です。

ズッキーニはかぼちゃの仲間で、カリウムやベーターカロテン、ビタミンB類が豊富

です。カリウムはナトリウム（塩分）を排泄する役割があり高血圧にも効果があります。

ベーターカロテンやビタミンB類は身体の中で代謝を促進しアンチエイジングにも貢

献してくれます。

★

1人分のエネルギー130kcal		食塩相当量0.9ｇ

コロナ、コロナで日々、そして1年以上明け暮れてきました。同じコロナでもその時その時で話題の中心が移り変わってきました。

そして今は 「変異株」でしょうか。

ウイルスって、人の細胞に入り込んでその細胞に自分のコピーを作らせるんですけど（虫のいい寄生生活ですね）、その過程で遺

伝子のコピーの際によく間違いが起きるんです。遺伝子のコピー間違いはできあがるウイルスの構造や形の違いになって現れます

が、その結果ウイルスとして生きられないものもできつつ、同じコロナウイルスだけどちょっと個性の違う新しいタイプのものが生

まれることもあります。簡単に言うとこれが変異株です。

今問題になっている変異株は、ウイルスの表面の突起の形が少し違うようで、コロナウイルスはこの突起を使って人間の細胞に

入り込むんですが、突起の形が違うことでより入り込みが起きやすいらしいですね。このため「感染しやすい」ということが起きます。

ウイルスってある程度まとまった数でやってきて初めて感染が成立します。突起を使って細胞に入り込むのにけっこう失敗し

ちゃって、大勢でやってみてやっと成功するのが出てくる、っていう感じです。変異株はその成功率がちょっと高いんでしょうね。

ではこの変異株へはどう対処したらいいでしょう。

基本的な感染予防の方法はこれまでやってきたことと変わりません。ただ少し感染成功率の高いやつらなので、より防御をしっ

かりしなければなりません。特にマスクと換気。マスクはできれば不織布（サージカル）マスクをしっかり鼻の形に合わせてあごまで

密着させてつけましょう。そうやっていても少しずつ細かい飛沫が隙間から出たり入ったりしますから、井戸端会議も短めに。そし

て換気をより意識して飛沫を空気の流れで減らしましょう。そしてワクチン。ワクチン接種はやっぱりお勧めしたいですね。

コロナ変異株　今できること
諏訪中央病院　新型コロナウイルス感染症対策会議（COCC）

責任者　髙木　宏明

病院コラム　医療の現場から

Vol.5

材料（４人分）

ズッキーニ	・・・・・・・・・・・・・・・・ 1本

なす	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1本

玉ねぎ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個

にんじん	・・・・・・・・・・・・・・・・1/2本

パプリカ（黄）	・・・・・・・・・・・・1/2個

にんにく	・・・・・・・・・・・・・・・・ 1かけ

オリーブオイル	・・・・・・・・・ 大さじ2

カットトマト缶	1缶（400g）、白ワイン	大さじ2

さとう	小さじ1、塩	小さじ1/3、こしょう	少々

固形コンソメ	1個、ローリエ	1枚

つくり方

❶	にんにくはみじん切り、ズッキーニ、なすは厚

さ2㎝の半月切り、玉ねぎ、にんじん、パプリ

カは2㎝の角切りにする。

❷	鍋にオリーブオイルをひき、弱火でにんにくを

炒め香りがでたら中火にして玉ねぎ、にんじ

んを炒める。玉ねぎが透き通ってきたらパプ

リカ、なす、ズッキーニを加え炒める。

❸	全体に炒まったら★を加えて20～30分煮る。

❹	煮詰めて汁気がなくなったら火をとめ、器に

盛りつける。	
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募集内容	 茅野市男女共同参画をイメージしたロゴマーク

性別に関係なく、誰もが学校や職場、家庭の中で

いきいきと活躍できる社会をイメージできる作品

応募資格	 茅野市に在住、在勤、在学の小学生以上の方

応募規定	 作品は、他のコンテスト等に応募していない、自

作の未発表作品に限ります。色彩は自由ですが、

モノクロや拡大・縮小サイズでの使用も想定して

ください。

応募方法	 応募用紙に記入し提出してください。応募用紙は、

生涯学習課、茅野市家庭教育センター、茅野市図

書館、中央公民館、各地区コミュニティセンター等

の施設にあります。また、茅野市ホームページか

らダウンロードできます。

郵送、E-mailによる応募も受け付けます。

応募期限	 11月30日㈫（当日消印有効）

応募先	 男女共同参画推進会議事務局

・茅野市家庭教育センター

☎73-0888

E-mail	kateikyoiku.c@city.chino.lg.jp

・生涯学習課（茅野市役所4階）

☎72-2101（内線633）　FAX	82-0237

E-mail	shogaigakushu@city.chino.lg.jp

選考等	 応募作品の中から一点を決定します。応募いただ

いた方には参加賞を贈呈します。

注意事項	 ・ 	採用作品におけるすべての権利は、茅野市（茅

野市男女共同参画推進会議）に帰属します。

・	採用作品は、応募作品の一部を変更・加工する

場合があります。

・	応募作品の知的所有権等に関する問題が生じた

ときは、応募者の責任となります。

主催	 茅野市男女共同参画推進会議　茅野市男女共同

参画推進大会実行委員会

募集内容	 男女共同参画をテーマにした川柳

性別に関係なく、誰もが学校や職場、家庭の中で

いきいきと活躍できる社会をイメージできる作品

応募資格	 茅野市に在住、在勤、在学の小学生以上の方

応募規定	 作品は、他のコンテスト等に応募していない、自

作の未発表作品に限ります。応募用紙1枚につき

3点まで応募できます。

応募方法	 応募用紙に記入し提出してください。応募用紙は、

生涯学習課、茅野市家庭教育センター、茅野市図

書館、中央公民館、各地区コミュニティセンター等

の施設にあります。また、茅野市ホームページか

らダウンロードできます。

郵送、FAX、E-mailによる応募も受け付けます。

※	FAXで応募する際は、受信状況の確認のため、

生涯学習課まで電話してください。

応募先	 男女共同参画推進会議事務局

・茅野市家庭教育センター

☎73-0888

E-mail	kateikyoiku.c@city.chino.lg.jp

・生涯学習課（茅野市役所4階）

☎72-2101（内線633）FAX82-0237

E-mail	shogaigakushu@city.chino.lg.jp

応募期限	 11月30日㈫（当日消印有効）

選考等	 小学生の部・中学生の部・一般の部に分けて選考

各部ごと、最優秀賞1点、優秀賞2点、佳作3点

を決定します。

応募いただいた方に参加賞を贈呈します。

主催	 茅野市男女共同参画推進会議、茅野市男女共同

参画推進大会実行委員会

問　家庭教育センター　☎73-0888

問　家庭教育センター　☎73-0888

茅野市男女共同参画ロゴマークを募集します

男女共同参画をテーマにした川柳募集
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