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時 	12月11日㈯

内 	茅野市マイナンバーセンターはメンテナ

ンスのため終日休業いたします。

なお、ベルビア出張所（証明・納税窓口）

は通常通り営業いたします。

問 	茅野市マイナンバーセンター

☎75-0120

内 	平成18年6月、「拉致問題その他北朝

鮮当局による人権侵害問題への対処に

関する法律」 が施行され、国民の間に

広く拉致問題その他北朝鮮当局による

人権侵害問題についての関心と認識を

深めるため、毎年12月10日～16日

の1週間を 「北朝鮮人権侵害問題啓発

週間」としています。

拉致問題の進展には、解決を願う国民

一人ひとりの声が何よりも強い力とな

るとともに、被害者ご本人とご家族の

大きな心の支えになります。市民の皆

さんには、拉致問題を自分たちの問題

としてとらえ、引き続き解決に向け温

かいご支援をお願いします。

問  総務課行政係　☎72-2101（内線132）

茅野警察署　☎82-0110

内  環境にやさしい暖房として注目されてい

る薪ストーブやペレットストーブですが、

誤った使用方法により、すす・におい等に

よるトラブルが発生したり、火災の恐れも

あります。現在使用されている方、これか

ら購入をお考えの方は、次の注意点を参

考に安全かつ正しい使用をお願いします。

○よく乾燥した燃料を使いましょう！

	未乾燥の薪は煙やにおいの発生に

つながります。

○不適切な燃料は燃やさない！

	接着剤・塗料が付着した材は悪臭や

有害物質の発生につながります。また、

ごみは絶対に燃やさないでください。

○定期的な清掃と点検を！

	煙突の掃除を怠ると、すすの飛散や

火災の原因となることがあります。

○周辺住民への配慮を！

	屋内にいる使用者の気づかないうち

に周囲の方へ迷惑をかけてしまって

いることがあります。

問 	環境課公害衛生係

☎72-2101（内線264、265）

内 	茅野市では、市民の皆さんが暮らしや

すいまちであり続けるための取り組み

の一つとして、第2次茅野市地域創生

総合戦略に掲げる 「若者に選ばれるま

ち」 の実現に向けて、先端の技術を取

り入れた新たなサービスの展開を検討

しています。このたび、この取り組み

を、地域・行政・民間など様々な立場

の人たちをつなぎ、それぞれの想いや

考えを踏まえた上で着実に進めるた

め、新たに茅野市地域プロジェクトマ

ネージャーを任用しました。今後は、茅

野市地域プロジェクトマネージャーとと

もに、市民の皆さんが元気で健康に暮

らせるまちの実現に向けた取り組みを

進めていきます。

問 	企画課企画係

☎72-2101（内線152）

時 	12月15日㈬～12月31日㈮

内 	冬期は、スリップによる交通事故が多

発します。早めに冬用タイヤを装着し、

速度を落とした運転を心がけましょう。

また、日没が早くなりますので、早めの

ライト点灯をお願いします。夜間走行時

はハイビームとロービームを効果的に

使い分け、安全確認をするようにしま

しょう。

問 	建設課交通安全係

☎72-2101（内線512）

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

広
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i 茅野市マイナンバーセンター
臨時休業

i 12月10日～16日は北朝鮮
人権侵害問題啓発週間です

i 薪・ペレットストーブ
正しく使って暖かい冬を

i 茅野市地域プロジェクト
マネージャーを任用しました

i 年末の交通安全運動

内 	消防団協力事業所表示制度は、事業所

の消防団活動への協力が社会貢献とし

て広く認められると同時に、事業所の

協力を通じて、地域防災体制がより一

層充実されることを目的としています。

認定された事業所には

●表示証を交付します。

●	茅野市が発注する建設工事の入札の

際、地域貢献度として等級格付に新

客観点を追加します。

表示証は社屋に掲示したり、自社の

ホームページで公開することにより、地

域への貢献活動を行っている事業所と

してのイメージアップにつながります。

申 	協力事業所の認定基準と申請につきま

しては、市ホームページ 「茅野市消防団

協力事業所表示制度実施要項」 をご覧

ください。

問 	消防課消防係

☎72-2101（内線677）

Wanted

募　集

i 消防団協力事業所募集

Information

お知らせ
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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…P22　　●イベント・講座…P22

●募集…P23　　●お知らせ…P23

Event＆Lectures

イベント・講座

i 小泉山体験の森
元旦登山

i 茅野市空き家なんでも相談
会・ミニセミナー

i ワード入門・エクセル入門

時 	令和4年1月1日（土・祝）6時50分～

所 	小泉山山頂

内 	ご来光に合わせて拝礼し、新たな年の

始まりを、みんなでお祝いするイベント

です。

※	雨天等で中止の場合は各登山口に中止

案内を掲示します。

問 	生涯学習課生涯学習係

☎72-2101（内線635）

時  12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

相談会と専門家によるミニセミナー

申 	12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。

※	Web会議システムでの参加を希望の方

は別途ご相談ください。

※	申込時に空き家物件情報（住所等）を確

認します。

問 	都市計画課住宅係

☎72-2101（内線538）

時 	【ワード入門】

①令和4年1月7日㈮、11日㈫、14日㈮

10時30分～12時30分

②令和4年1月18日㈮、21日㈫、25日㈮

13時30分～15時30分

【エクセル入門】

①令和4年1月7日㈮、11日㈫、14日㈮

13時30分～15時30分

②令和4年1月18日㈮、21日㈫、25日㈮

10時30分～12時30分

所 	ワークラボ八ヶ岳

内 	文書作成ソフト 「ワード」 と表計算ソフ

ト 「エクセル」を学ぶ講座

対 	諏訪地域在住の全日程参加できる方

定 	各講座6名

￥ 	1,000円＋テキスト代

持 	ノートパソコン

申 	12月7日㈫～24日㈮までにお電話で

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）
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＜茅野原稿データ＞

３０分無料体験受付中！

３０分無料体験受付中！

Medical＆Welfare

医療・福祉

i 12月3日～9日は
障害者週間です

i 新型コロナウイルスワクチン
接種

内 	12月3日～9日は障害者週間です。障

害のある方は生活のさまざまな場面で

不自由さを感じることがあります。ま

た、外見からはわかりにくい不自由さ

を抱えて暮らしている方もいます。事

故や病気などにより、障害は誰にでも

生じうるものです。この機会に、誰もが

いきいきと暮らせる社会のために、お

互いの困っていることに気づき、関心

や理解を深めましょう。

【ヘルプマークの紹介】

義足や人工関節の方、内部障害や難病

の方、また妊娠初期の方など、援助や

配慮を必要としていることが外見から

は分からない方がいます。そうした方々

が、周囲の皆さんに配慮を必要として

いることを知らせたり、援助を得やす

くするためのマークです。市役所地

域福祉課または各保健福祉

サービスセンターで配布

しています。

問 	地域福祉課障害福祉係

☎72-2101（内線315、316）

内 	新型コロナウイルスワクチンは、発症や

重症化を予防する効果があります。ワ

クチン接種を希望する方でまだ予約で

きていない方は、平日9時～17時に市

予約センター（☎78-0567）までご相

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
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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～

しょうが香る野菜ちゃんぽんめん
これから本格的な寒さがやってきますね。そんなときは、体を温

めてくれる 「しょうが」 を取り入れて、体の中から温まりましょう。

「しょうが」 の香りでおいしく減塩でき、（※）3人の栄養マン（「げ

んきマン」「ぱわーマン」「ほかほかマン」）がひとつの皿でバランス

よくとれます。また、1日にとりたい野菜の1/3量が摂取できます。

※	「3人の栄養マン」 ほかほかマン（主食：ご飯、パン、めんなど）、ぱわー

マン（主菜：魚、肉、豆腐、卵など）、げんきマン（副菜：野菜、果物など）

1人分のエネルギー416kcal　食塩相当量1.５g

腹腔鏡手術は、直径5～10mmの内視鏡を腹腔内に挿入し、テレビモニター上に映し出された映像を見ながら手

術を行う術式です。

一般的な開腹手術は、15～30cmの皮膚切開で行われますが、腹腔鏡手術は1cm前後の皮膚切開を3～5箇所

で行い、切除した病変をおへその数cmの傷から取り出します。したがって、腹腔鏡手術は皮膚切開創が開腹手術よ

りも少なく、美容的にも優れ、手術後の疼痛も開腹手術に比べ軽いのが特徴です。そのため術後の回復が早く、入院

期間の短縮と早期に社会復帰できることが最大の利点です。腹腔鏡で胃がん・大腸がんの手術をされた方は、皆さ

ん7～10日ほどで退院されます。

当院では胃がん、大腸がんなど消化管がんを全般的に腹腔鏡手術で行っています。それ以外の疾患では胆石、胆

のう炎、そけいヘルニア（脱腸）、虫垂炎、腸閉塞、胃十二指腸潰瘍の穿孔（穴）などです。緊急の疾患でも診断と治

療がしっかりできるため腹腔鏡手術を積極的に行っています。良性疾患はできれば腹腔鏡手術をおすすめしていま

す。患者さんの負担を少なくするよう3mmの傷でできる超細径鉗子も導入し、傷の数も減らすように努めています。

小さな傷で治せるものは、小さな傷で治したほうが良いですよね。そけいヘルニアに関しては当院では全国トップレ

ベルの小さい傷でこだわりをもって行っています。また肥満の方は、従来の開腹手術では傷が大きくなるため、腹腔

鏡手術はよりメリットがあると思います。しかし悪性疾患（がん）で進行している場合は、がんの取り残しが無いよう

に開腹手術でがんを含め大きくしっかり取ることもあります。腹腔鏡手術の適応と判断できる方はガイドラインを遵

守した上でご提案させていただきます。腹腔鏡手術について質問や相談がありましたら当院外科を受診して頂けれ

ばと思います。

当院外科の腹腔鏡手術について
諏訪中央病院　外科医長　近藤	優

病院コラム　医療の現場から

Vol.8

材料（４人分）
中華めん	・・・・・・・・・・・・・・・・・4人前

豚こま肉	・・・・・・・・・・・・・・・・・100ｇ

むきえび	・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80ｇ

もやし	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140ｇ

キャベツ	・・・・・・・・・・・・・・・・・120ｇ

玉ねぎ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120ｇ

にんじん	・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40ｇ

きのこ類	・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40ｇ

長ネギ（緑色の部分含む）	・・100ｇ

しょうが（みじん切り）	・・・・・・・ １０ｇ

サラダ油	・・・・ 小さじ1

酒・・・・・・・・・・ 小さじ1

中華だし	・・大さじ1/2

醤油・・・・・・・・ 大さじ1

塩・・・・・・・・小さじ1/2

こしょう	・・・・・・・・ 少々

牛乳・・・・・・ 1/2カップ

水・・・・・・・・・・ ４カップ

つくり方
❶	キャベツはざく切り、玉葱は、薄くスライス、人参は短冊、長ネギはス

ライスする。きのこ類（きくらげ、しめじなど）は適度な大きさに切る。

❷	サラダ油でしょうがを焦がさないように炒め、香りがでてきたら、肉

を炒め、色が変わってきたら、具材をいれ、軽く炒める。

❸	水を入れて煮立たせる。食材が柔らかくなったら、ねぎ、調味料を入

れる。

❹	牛乳を加え、味を整える。茹でた麺の上にかけて完成。
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内  ゆずります

カメ（2個）/回転イス/組座布団/

ローソファー（3人掛、2人掛、1人掛）/

鉄平石/稲の苗箱（ミノルノポット）

学習机/マレットゴルフ/竹細工のタンス

ゆずってください

バスケットゴール/全集用大型本棚/

ゴルフバッグ/ダブルベッド/掃除機/

ジュニアスキーセット/北部中女児制服

※	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～

広報ちの広告掲載申込書 別紙 A
広告内容の分かるもの

※上記広告のデータは、同封している USB保存しています。
サイズ調整を行っていますが、広報広告スペースに合わせて調整して頂いて大丈夫ですので、宜しくお願い板います。

時 	12月13日㈪10時～15時

所 	茅野市役所議会棟大会議室

内 	e-Tax（電子申告）についての説明（相談）会です。お気軽にお越しください。

e-Taxなら、いつでもご自宅のパソコンやスマートフォンから申告ができ、とても便

利です。

なお、e-Taxで申告する際には、寄付金控除証明書および保険料控除証明書などの

添付書類の提出を省略できます。ただし、住宅借入金等特別控除1年目を除きます。

e-Tax申告には、マイナンバーカードを利用した方法を推奨していますが、マイナン

バーカードをお持ちでない方は、説明会会場でマイナンバーカードがなくてもe-Tax

が申告出来るＩＤ・パスワードを会場で発行します。

発行には、本人確認書類が必要となりますので、ご注意ください。（代理申請不可）

皆さんe-Tax申告に 「レッツトライ！」

問 	諏訪税務署　☎52-1390

i 自宅でできるe-Tax（電子申告）についての説明会

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

プラスチック類の分別について
10月1日から、資源物収集の対象品目が変更になりました。プラスチック類の分別について、改めてお知らせします。

これまで可燃物としていた、プラスチック製品を資源物として収集するようになりました。それにより、その他プラスチック（容器

包装プラスチック）の名称を変更しました。「その他プラスチック」 と 「容器包装プラスチック」 は全く別のものになります。

◇容器包装プラスチック（プラマークあり）

これまで 「その他プラスチック」 として収集していたものを 「容器包装

プラスチック」 に名称変更しました。

◇これまで 「可燃ごみ」として取り扱っていたプラスチック製品

「その他プラスチック」 として回収します。

※	これにより、プラスチックの分別は、①ペットボトル②白色トレイ③容器

包装プラスチック④その他プラスチックの4種類となりました。

広報ちの10月号で掲載したプラスチックの分別について、4種類➡5種

類と掲載しましたが、正しくは3種類➡4種類です。品目は①ペットボトル

②白色トレイ③容器包装プラスチック④その他プラスチックとなります。お

詫びして訂正いたします。

【その他プラスチックの例】

洗面器

（プラスチック）

プラスチック製

おもちゃ

食品保存容器プラスチック製食器 ストロー

CD、

CDケース

ハンガー

（プラスチック）
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