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内  茅野市学童クラブでは支援員を募集し

ています。 支援員は放課後の児童の居

場所を安心 ・ 安全に支援、 指導、 見守

りをします。

対  年齢：70歳までの方

資格 ： 不問 （保育士、 学校教諭資格所

有者を優先）

※その他詳細はお問い合わせください。

問  こども課　こども係

☎72-2101（内線613）

内  太陽光発電設備の設置等に関する手続き

や基準等を規定している生活環境保全条

例の改正を予定しています。市民相互理解

のもと太陽光発電設備が導入されるため

に、幅広い皆さんのご意見を募集します。

【資料の閲覧】

茅野市ホームページまたは次の施設で

資料を直接閲覧できます。

茅野市役所2階環境課、 各地区コミュ

ニティセンター、茅野市役所ベルビア店

対  市内在住、在勤、在学の方

申  10月8日㈮から10月22日㈮に氏名

（または法人名）、 住所をご記入の上、

メールまたは郵送で書面にて送付また

は持参してください。

※ 茅野市ホームページ上で意見は公表す

る予定です。 なお、 いただいたご意見に

対して、個別の回答はしません。

問  環境課　環境保全係

☎72-2101（内線262）

E-mail　kankyo@city.chino.lg.jp

内  令和3年4月末までにマイナンバーカード

を申請した方に付与される 「マイナポイン

ト」 の期間が、 令和3年9月末から令和3

年12月末まで延長になりました。

現在、マイナンバーカードの交付について

お待たせしていますが、マイナンバーカー

ドを申請された方で、「個人番号カードの

交付及び交付日時の予約について （お知

らせ）」 の封書が届いた方は、この機会に

マイナンバーセンターへ交付の予約をして

ください。なお、予約期間が過ぎてしまっ

ている方も、予約・受け取りができます。

マイナポイントは、 カード交付後に対象

となるキャッシュレス決済サービスに申

し込みを行うと最大5,000円分のポイ

ントが付与されます。 （申し込みに手続

きが必要となり、 付与される時期も決

済サービスにより異なります。）

問  マイナンバーセンター

☎75-0120

企画課　行革・デジタル係

☎72-2101（内線156）

内  太陽光発電設備と蓄電池の設置の補助

対  自己居住用の既存住宅に 「信州の屋根

ソーラー認定事業者」 の販売・施工により

①太陽光発電設備と蓄電池を同時に設置する方

②蓄電池のみを設置する方

※ 太陽光発電設備は10kW未満のもの、

蓄電池は4kW以上が対象です。

￥  1戸当たり20万円（蓄電池の設置のみ

の場合15万円）

問  諏訪地域振興局環境課

☎0266-57-2952

内  ヨウシュヤマゴボウ （下写真） は北アメ

リカ原産の多年草で市街地や里山など

身近なところに繁茂しています。 全体

に毒があり、 誤って食べると吐き気や

下痢を起こし、 場合によっては死に至

ります。 もし見つけても食べたり、 触っ

たりしないようにしましょう。

【特徴】

・高さは1ｍ～2ｍで、茎は紅色

・秋になると約1cmの黒い果実を付ける。

・ 熟した果実は、 つぶすと赤紫色の果

汁が出る。

問  環境課

環境保全係

☎72-2101

（内線263）

内  令和3年度 「ハロウィンジャンボ宝く

じ」、 「ハロウィンジャンボミニ」 が下記

のとおり発売されます。今年のハロウィ

ンジャンボ宝くじは1等・前後賞合わせ

て5億円、同時発売のハロウィンジャン

ボミニは1等・前後賞合わせて5,000

万円です。この宝くじの収益金は、長野

県の販売実績により配分され、 市町村

の明るく住みよいまちづくりに使われ

ますので、 長野県内の宝くじ売場でお

買い求めください。

時  【販売期間】9月22日㈬～10月22日㈮

【抽選日】10月29日㈮

所  宝くじ売場

￥  300円（証票単価）

問  長野県市町村振興協会　

☎(026)234-3611

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 「マイナポイント」期間が
延長されます

i 既存住宅エネルギー自立化
補助金

i ヨウシュヤマゴボウに
ご注意ください

i ハロウィンジャンボ宝くじ等
の発売

Wanted

募　集

i 茅野市学童クラブ支援員募集

i 太陽光発電設備の設置に関する条
例改正パブリックコメント（第2回）
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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。

●イベント・講座…P14　　●募集…P15

●お知らせ…P15

Event＆Lectures

イベント・講座

i 茅野市空き家なんでも相談会・
ミニセミナー

i 小泉山体験の森 「創造委員
会20周年記念ロビー展」

i 小泉山体験の森

「武田信玄狼
の ろ し

煙リレー」
i ホームページ作成ツール

「ペライチ」講座

i 親子幼児運動教室

時  10月21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。

申  10月7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  10月18日㈪～11月1日㈪

内  創造委員会20周年記念事業として、

市内全園から小泉山体験の森キャラク

ターの 「ぬり絵」 を集めました。選考委

員による審査会を行い、 受賞作品を展

示します。併せて 「創造委員会活動20

年の歩み」 を展示します。

問  生涯学習課　生涯学習係

☎72-2101（内線635）

時  10月30日㈯11時30分集合

所  小泉山山頂

内  戦国武将の武田信玄が情報伝達に用

いたとされる、 狼煙を再現する 「狼煙

リレー」 を下伊那から山梨県までつな

ぐ企画。 小泉山山頂では、 鬼場城跡か

ら富士見高原リゾート創造の森への伝

達です。

持  マスク着用、飲み物など

※ 中止の場合は、 各登山口に案内看板を

設置します。

問  生涯学習課　生涯学習係

☎72-2101（内線635）

時  11月12日㈮、16日㈫、19日㈮

10時30分～12時30分

所  ワークラボ八ヶ岳

内  「ペライチ」 を使って簡単に作れるホー

ムページを学びます。

対  諏訪地域の方で全日程参加できる方

定  6名

￥  1,000円

持  インターネット通信が可能なノートパソコン

申  10月4日㈪～10月29日㈮にお電話

でお申し込みください。

問  企画課　行革・デジタル係

☎72-2101（内線155、156）

時  【年長コース】

11月10日～12月8日　毎週水曜日　全5回

【年中コース】

11月11日～12月9日　毎週木曜日　全5回

両コース　17時～18時

所  茅野市総合体育館　サブ体育館

内  親子で身体を使って遊ぶ楽しさを体験

し、体力を向上させる教室

対  市内在住、在園の年長児および年中児

と保護者

定  各コース10組（申込多数の場合は抽選）

￥  2,500円

持  体育館用の運動靴、 運動のできる服

装、飲料水

申  9月27日㈪～10月7日㈭に市ホー

ムページ 「親子幼児運動教室」 の申込

フォームからお申し込みください。

問  スポーツ健康課　スポーツ健康係

☎72-8399

広
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＜茅野原稿データ＞
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第43回 市民スポーツ祭
開催日　10月10日（日） 主催　　NPO法人茅野市スポーツ協会

茅野市

茅野市教育委員会

式典およびアトラクションは新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが不透明の為、中止します。参加

を予定されていた方には大変申し訳ありませんがご理解のほどよろしくお願いします。

なお、恒例の各協会で行われる競技大会につきましては各協会の責任のもと、競技大会ごと感染予防

対策を講じた上で、下記のとおり開催しますのでご参加ください。

協会別競技大会の部

卓　　球 バスケットボール

ゲートボール

弓　　道

陸上競技

ソフトテニス

マレットゴルフ

硬式テニス

総合体育館(サブ) 総合体育館(メイン)

屋内ゲートボール場

弓道場

陸上競技場

テニスコート

マレットゴルフ場

テニスコート

○第38回柿澤杯卓球大会

○9時～

○ 一般 （高校生以上）・ジュニア・小学生の各男女シ

ングルス

 茅野市卓球協会登録者および茅野市在勤・在住・

在学者

○ 現行の日本卓球協会ルールによる公式トーナメン

ト方式

使用球：ニッタク公式球（40m／mホワイト）

○申込期限　10月1日（金）厳守、

■申込・問　　原吉彦　☎090-9664-7979

E-mail　zetta@po30.lcv.ne.jp

○フリースロー大会（ミニ中心・他）

○9時～

○申込期限　10月3日（日）

■問　山村周一　☎090-4534-2713

○初心者教室と初心者大会

○9時～

○多くの公認指導者が親切指導

■問　牛尼正幸　☎090-2631-8281

〇市民弓道大会

 近的12射（立射4矢×3回）

〇13時～

〇参加料：一人300円

〇表彰： 賞状-個人・団体各3位まで

賞品-団体1位～3位

個人1位～10位まで（参加賞あり）

■問　増澤徹二　☎090-7259-4601

〇第32回ミニ駅伝

〇10時～

〇当日申込　9時から陸上競技場にて

〇内容： 小学生の部（小学生のみの編成）

　1区間800m～1.2km×4区間

中学生以上の部（小学生が入ってもよい）

　1区間1.2km～2km×4区間

※チーム編成： 学級・家庭・職場・地域・クラブ等で

編成、男女不問

※陸上競技場トラック周回コースにて実施

■問　小平昌紀　☎090-1120-0034

〇市民交流大会

〇9時～15時

〇当日9時集合

■問　茅野市ソフトテニス協会　事務局長　竹内謙一

☎090-4123-5790

○体育の日・記念大会

○8時30分～

○受付　7時30分～8時まで（クラブハウス前）

■問　マレット協会事務局 一ノ瀬正幸　☎82-0218

○テニスクリニック

○受付　当日13時～15時

○対象者は初心者・初級・中級・ジュニア

■問　テニス協会指導普及部長 宮澤国慶

☎090-1118-3787

※長野県が発表する諏訪圏域の 「新型コロナウイルス感染症・感染警戒レベル」 がレベル4以上の場合には中止します。

17

情報ネットワーク

広

　告

内  ゆずります

桐衣装箱/学習机/チャイルドシート/

ホームベーカリー/低連ジューサー/

アイスクリーマー/シャドーボックスの額/

回転モップ/プラスチックふたつき収納ケース

ゆずってください

マレットゴルフクラブとボール/毛布/

吉川英治の三国志/ニンテンドー3DS/

ミノルのポット（稲苗箱）

※ 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～

内  利便性の高い納付手段の整備が進めら

れています。 また、 新型コロナウイルス

感染症拡大防止の観点から、 関東信越

国税局管内全ての税務署の受付時間を

以下のとおりとします。

【受付時間】9時～16時

【変更日】 令和3年10月1日㈮

※ なお、国税の納付につきましては、安全、

便利なキャッシュレス納付をご利用くだ

さい（キャッシュレス納付については、国

税庁ホームページの 「国税の納付手続」

をご覧ください）。

問  諏訪税務署　電話相談センター

☎0266-52-1390（「1」 を選択）

内  令和3年7月から、 自宅やオフィスの

パソコンから電子証明書を添付して

e-Taxにより交付請求を行うことで、

電子納税証明書をPDFファイルで受け

取ることが可能になりました。

インターネットバンキング等により手数

料を納付した後、ダウンロードした電子

納税証明書（PDFファイル）は、自宅や

コンビニのプリンターから、何枚でも印

刷してお使いいただけます。

問  諏訪税務署　電話相談センター

☎0266-52-1390（「1」 を選択）

i 国税の納付の税務署受付時
間が変わります

i 電子納税証明書をPDFファ
イルで受け取れます

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

令和３年度　コミュニティースポーツ教室
参加費　すべて無料

申込・問　スポーツ健康課（☎72-8399）・（特）茅野市スポーツ協会（☎82-0606）

地区 教　 　室　 　名 日　 　時 会　 　場 定員 参加料 内　 　容

宮
川

後期インディアカ教室
9月～12/8（10月と11/3を除く）
毎週水曜日
全10回19:00～21:00

宮川小学校体育館
（入口側半面）

30名 無料
インディアカのルールと
方法を知る教室

ニュースポーツ教室
10/6～10/27 毎週水曜日　全4回
19:00～21:00

宮川小学校体育館
（入口側半面）

30名 無料
ニュースポーツのルール
と方法を知る教室

米
沢

ニュースポーツ教室（後期）
9月～12/17 毎週金曜日　全16回
19:00～21:00

米沢小学校体育館
（入口側半面）

20名 無料
ふらば～る、 バトミント
ン、ソフトバレー

秋　吉田山ウォーキング 10/23㈯9:00～14:00　 吉田山 10名 無料 散策と交流

玉
川

蓼科紅葉ハイキング 10/23㈯9:30～14:00 横谷渓谷周辺 20名 無料 紅葉の渓谷を歩く

操体法体験教室 11/13㈯、12/11㈯14:00～16:00
玉川地区コミュニ
ティーセンター　2F

15名 無料
ストレッチで体のゆがみ
をなおす操体法の体験

北
山

後期インディアカ教室
9月～11/24（9/20・11/22を除く）
毎週月・水曜日　全26回
18:30～21:00

北山小学校体育館 16名 無料
インディアカのルールと
方法を知る教室

後期ノルディックウォーキング
教室

10/21㈯9：15～12：00 横谷峡遊歩道 15名 410円
ポールの使い方を知り、
ウォーキングする

中
大
塩

諏訪湖半周ウォーク 11/6㈯8:00～12:00 諏訪湖畔 20名 無料 諏訪湖畔をウォーキング
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