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参加無料

新しい恋を結ぶオンライン交流会

　　 　　 月　　　　日 （土） 13時～14時30分日時 12  ４

問　地域創生課　地域創生係　☎72-2101 （内線 232）

内容 オンライン出会いイベント第１弾。 家にいなが

ら気軽に参加！Zoom（ズーム） で繋ぐ恋活

イベント。 参加者特典付きです。

男性５名、 女性５名 （申込多数の場合は抽選）定員

11 月 17 日 （水） までに、
申し込みフォームからお申し
込みください。

申込方法

男性：40歳くらいまでで茅野市在住の独身男性

女性：４0歳くらいまでで市外在住の独身女性

対象

茅野市に住民票がある方には、 １１月上旬に

開催のご案内をお送りします。参加を希望さ

れる方は案内文記載のQRコードから 「なが

の電子申請サービス」 を利用して１１月３０日

（火） までにお申し込みください。なお、 案内

通知が届かない方で参加を希望される場合

はご連絡ください。

申込方法

　　月　　　　日 （日） 13 時～ 15 時

受付　13 時～ 13 時３０分

式典　13 時３５分～

記念撮影　14 時０５分～

日時 １  ９

内容 成人を迎える皆さんの前途を祝い励ます式典

場所 茅野市民館

平成１３年４月２日～平成１４年４月１日に生まれ

た市内在住者および茅野市出身で他市区町村

在住者

対象

茅野市成人式

問　生涯学習課 生涯学習係　☎72 ‐ 2101 （内線 632）

information

上川右岸通勤バイパス
浸水対策工事による長期通行止め

問　水道課下水道整備係　☎72-2101 （内線 656）

ちの上原区におきまして、 浸水対策工事とし

て仮設水路の撤去工事を実施します。 この工

事に伴い上川右岸通勤バイパス （諏訪方面）

の一部区間と近接する道路が終日通行止めと

なります。

大変ご迷惑をお掛けいたしますが、 ご理解ご

協力をお願いします。

周辺道路の混雑が予想されますので、 時間に

余裕をもってお出かけください。

令和３年 11 月下旬～令和４年３月 （予定） 終日

※詳細は、 現地看板やホームページ等でお知らせします。

上川右岸　やすらぎ橋～江川橋 （下記の地図を参照）場所

日時

子ども ・ 子育てに関する情報を

お知らせします。

子育て　定例イベント

おたんじょうび
おめでとう

おたんじょうび
おめでとう

投稿フォームから
ご応募ください︕
（申込先着順）

1 月生まれの方募集中！

11 月 16 日 （火） までに

応募してください。

対象　３歳までの方
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●０１２３広場 開館時間　10：00～17：00　休館日　木曜日
☎71-1661　 最新情報はホームページからご確認ください➡

イベント名 日　時 対　象 定　員 申込
おはなし０１２３
「ブックメイトぐりとぐら」

11月9日（火）
11：15～11：30

0、1、2、3歳の子どもと
保護者

なし 申込不要

おはなし０１２３
「ぐるんぱ」

11月24日（水）
11：15～11：30

0、1、2、3歳の子どもと
保護者

なし 申込不要

●図書館 開館時間　10：00〜18：00　休館日　月曜日(祝日の場合は翌火曜日)、第4金曜日
☎72-9085　

イベント名 日　時 対　象 定　員 申込

0.1.2おはなし会
11月6日（土）、20日（土）、
27日（土）　10：30～

0、1、2歳の子どもと
保護者

6組
事前申込不要
当日整理券配布（先着順）

おはなしわ〜るど
11月6日（土）、20日（土）、
27日（土）　11：00～

3歳以上の方ならどな
たでも

6組
事前申込不要
当日整理券配布（先着順）

紙芝居だいすき！
11月13日（土）
10：30〜

どなたでも 6組
事前申込不要
当日整理券配布（先着順）

どんぐりちいさなおはなし会
11月10日（水）
10：45〜

どなたでも 3組
事前申込不要
当日整理券配布（先着順）

おなかの赤ちゃんおはなし会
11月20日（土）
11：30〜

おなかの赤ちゃんと
ご家族の方

6組
事前申込不要
当日整理券配布（先着順）

パネルシアターであそぼう
11月16日（火）
10：45〜

どなたでも 3組
事前申込不要
当日整理券配布（先着順）

●家庭教育センター 開館時間　9：00〜17：00　休館日　土曜日、日曜日、祝日
☎73-0888

イベント名 日　時 対　象 定　員 申込
おはなし会「えほんとなかよ
し」

11月2日(火)10：30〜 就園前の子どもと保護者 5組 要申込

遊びの広場「体を動かそう」
11月11日（木） 10：00〜11：00
【申込受付】11月1日から

就園前の子どもと保護者 20組 要申込
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