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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…P20　　

●募集…P21　　●お知らせ…P21〜22

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 「パネル展」
多留姫文学自然の里 「文学祭」

i 読りーむinちの20周年記念 富安陽子
さん講演会 「物語が生まれるとき」

i 新入社員歓迎大会

時 	3月17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 	3月3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 	2月21日㈪～3月11日㈮

8時30分～17時15分

	 （最終日は16時まで）

所 	茅野市役所1階ロビー

内 	【小泉山体験の森 「パネル展」】

小泉山体験の森創造委員会と茅野市

教育委員会が整備した 「小泉山体験の

森」 の紹介や1年間の活動記録と写真、 

創造委員会20周年の歩みを展示しま

す。

【多留姫文学自然の里 「文学祭」】

多留姫の滝載酒亭に設置してある投句

箱に投句された中から、選句した俳句

や短歌を展示します。あわせて 「多留姫

文学自然の里創造委員会」 の1年間の

活動記録やイベント写真も展示します。

問 	生涯学習課生涯学習係

☎72-2101（内線635）

時 	3月19日㈯13時30分～15時30分

所 	マリオローヤル会館（茅野駅前ベルビア

3階）

内 	「まゆとオニ」「オニのサラリーマン」 シ

リーズ等、数多くの作品を発表されて

いる児童文学作家・富安陽子さんによ

る絵本や児童書など、作品ができるま

でのお話

講 	富安　陽子さん

定 	100人（申込先着順）

￥ 	無料

申 	3月1日㈫10時から

電話・ＦＡＸ・Ｅメール

で受付。ＦＡＸ・Ｅメールで申し込みの

際は、聴講者の氏名、住所、電話番号

をご記入ください。

問 	読書の森　読りーむinちの事務局

（生涯学習課内）

☎72－2101（内線635）

FAX82-0237

Eメール　dokushoc@city.chino.lg.jp

時 	4月13日㈬13時30分～

所 	茅野市民館

内 	今春、市内の各事業所に就職される新

規就職者の門出を祝う大会

対 	今春に新入社員の採用を予定されてい

る市内事業所。自営業等の方の申し込

みも歓迎

申 	3月4日㈮までに、お電話でお申し込

みください。

問 	商工課　商業労政係

☎72-2101（内線434）
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i この春から始めよう！
パソコン入門講座

時  4月8日㈮、12日㈫、15日㈮、19日㈫、22

日㈮、26日㈫　13時30分～15時30分

所 	ワークラボ八ヶ岳

内  マウス操作、文字入力の方法、インターネットを

検索してWebページを見たり、名所の地図を探

す方法、メールをやり取りする方法等を学ぶ講座

対 	諏訪地域在住の方

持 	ノートパソコン

￥ 	1,000円＋テキスト代

申 	2月28日㈪～3月18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 	【小学生】全3回開催

3月13日㈰、19日㈯、23日㈬

15時30分集合

【一般】3月26日㈯9時集合

内  4月30日㈯に開催の松本平広域公園陸上

競技場を発着とする市町村対抗駅伝競走

大会に出場する、茅野市代表選手選考会

対  【小学生】 小学4年生～6年生（正選手を

男女各2名、補欠を男女各1名の選考）

【一般】 中学生以上（中学男子3名、中

学女子2～3名、一般男子6名、一般女

子1～2名を選考、そのうち1名は補欠）

申  【小学生】3月4日㈮17時までに申し込み

【一般】中学生は前日までに電話で申し

込み、高校生以上は申込不要です。

問 	スポーツ健康課スポーツ健康係

☎72-8399

内 	市内の新規就農者および市が推進する

品目への生産転換希望の農業者に対

し、熟練農業者がアドバイスを行う制度

を実施しています。

【対象品目】全14品目

だいこん、キャベツ、パセリ、ホーレン

ソウ、ブロッコリー、セルリー、エンダイ

ブ、ズッキーニ、菊、りんどう、トルコギ

キョウ、カーネーション、カスミ草、アル

ストロメリア

問 	茅野市農業支援センター

☎72-2101（内線402）

内 	茅野市の森林整備計画区域内の立木

の伐採を行うときは、森林法の定めに

より「伐採及び伐採後の造林の届出書」

（以下伐採届）の提出をお願いしている

ところですが、令和4年4月1日から改

正森林法が施行となり、伐採届に記載

する事項が追加となります。

【変更点】

以下の記載事項を追加

（1） 	集材の方法（伐採した木を搬出す

る場合のみ）

（2） 	伐採または伐採後の造林を委託す

る場合、その委託先の住所（所在

地）、氏名（名称）、電話番号

（3） 	伐採後の造林にかかる鳥獣害の防

止の方法（伐採後に造林が必要と

なる場合のみ）

【変更となる時期および記載要領】

令和4年4月1日以降に伐採届を提出

する場合には上記の変更が適用となり

ます。（伐採の期間が令和4年4月1日

以降を含む場合でも、届出の日付が令

和4年3月31日以前のものは変更の

対象になりません。）

追加となった事項は、伐採届の 「4備

考」の欄にご記入ください。

対 	茅野市の森林整備計画区域内の立木

の伐採を行う方

申 	農林課林務係窓口または、茅野市ホー

ムページに様式がありますので、必要

書類を添付の上、農林課林務係へご提

出ください。

問 	農林課林務係

☎72-2101（内線405）

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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i 茅野市農産物品目別
アドバイザー制度

i 森林法改正に伴う伐採届出の
記載事項が追加になりました

内 	自衛官候補生の募集

【試験科目】 筆記試験、口述試験、適性

検査および身体検査

対 	１８歳以上３３歳未満

時 	試験日程は受け付け時にお知らせ

申 	年間を通じて受け付けています。お問

い合わせください。

※採用後 「自衛官候補生」（特別職国家公務員）

に任命され、自衛官となるために必要な教育

訓練に専念する新しい採用制度です。	自衛官

候補生として所要の教育を経て３か月後に２

等陸・海・空士（任期制自衛官）に任命します。

任期制自衛官とは、陸上自衛官は１年９か

月（一部技術系は２年９か月）、海上・航

空自衛官は２年９か月を１任期（２任期目

以降は各２年）として勤務する隊員です。

教育訓練を受けた後に各部隊・基地等に配属

されます。約９か月後、１等陸・海・空士に昇任

し、さらに１年後、陸・海・空士長に昇任します。

問 	茅野地域事務所（茅野商工会議所１階）

☎８２-６７８５

Wanted

募　集

i 自衛官候補生募集

i 市町村対抗駅伝
茅野市代表選考会

Information

お知らせ
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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～

こぎつねサラダ
カリッとした油揚げの食感と、しょうが風味のドレッシングが野

菜とマッチして、箸がすすみます。しょうがの辛味成分は、血管

を拡張させて血の巡りをよくし、血液循環の改善、むくみの解

消にも効能があります。料理の名前は、昔話にきつねは油揚げ

が好きだと描かれていることからです。

1人分のエネルギー61kcal	食塩相当量0.7g

スギ花粉症の方にとって春は憂鬱な季節の訪れ。毎年、眼のかゆみ、くしゃみ、水っぱな、鼻詰まりでティッシュが

手放せず、集中力が途切れ仕事や勉学に身が入らず、睡眠不足の状態が数ヶ月続きます。花粉症は一度発症すると

毎年症状が出ます。近年では小児での発症も多くなり、大人になってからも花粉症で悩まされ続けることになります。

また、薬物無効の重症花粉症も増えております。そこで、今日はそのような方におすすめの当科でも行っている最新

治療についてお話をいたします。

まずはじめは、舌下免疫療法です。免疫療法とは、スギ花粉を体内に投与してスギ花粉に対するアレルギー体質の

改善を図る治療法です。以前は皮下注射による免疫療法でしたが、最近は副反応が少なく家庭でも投与できる舌下

免疫療法が主流となりました。まず、スギ花粉の舌下錠を舌の下におきます。1分間そのまま保持して飲み込みます。

体調の悪い時を除き原則毎日行い、少なくとも3年間続けます。これによりスギ花粉に対する体質改善を行い、症状

の緩和や集中力の改善が期待できます。8割の方に効果があり薬が要らなくなる方も増えています。ただし、スギ花

粉の飛散期前から開始する必要があり、今年のスギ花粉症には間に合いませんが、来年度以降の治療にはおすすめ

です。

次に、抗IgE抗体療法です。薬物無効の重症のスギ花粉症の方に対する治療法で花粉症では世界初の薬です。ス

ギ花粉症ではスギ花粉に対するIgE抗体が作られ、これが鼻のアレルギー細胞（肥満細胞）にくっつきスギ花粉と反

応して肥満細胞からアレルギーを起こす物質が出てくしゃみや鼻水となります。このIgE抗体が肥満細胞にくっつく

のをブロックするのが抗IgE抗体で、花粉症の時期に皮下注射で投与します。ただし、IgEの量と体重で投与できる

量が決まっており、かつ薬物無効の重症スギ花粉症のみが対象となります。スギ花粉症でお悩みの方にはこれらの最

新治療がおすすめです。

スギ花粉症の最新治療
諏訪中央病院　耳鼻咽喉科部長　増山 敬祐

病院コラム　医療の現場から

Vol.11

材料（４人分）

白菜・・・・・・・・・ 200ｇ（4枚）

春菊・・・・・・・・・・120ｇ（1袋）

にんじん	・・・・ 50ｇ（1/3本）

油揚げ	・・・・・・・・・ 30ｇ（1枚）

しょうが（すりおろし）	・・ 少々

塩・・・・・・・・・・・・・ ひとつまみ

酢・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ1

しょうゆ	・・・・・・・・・・小さじ2

砂糖・・・・・・・・・・・ 小さじ1/2

サラダ油	・・・・・・・・・・ 小さじ1

つくり方

❶	白菜、春菊は食べやすい大きさに切り、にんじんはいちょう

切りにする。

❷	油揚げは色紙に切り、フライパンまたはトースターでカリッと

するまで焼く。

❸	調味料を混ぜ合わせ、ドレッシングを作る。

❹	野菜をさっと茹でて、冷やし、水分を絞る。

❺	ボウルに❹の野菜と❷の油揚げを入れ、❸のドレッシングで

和える。

＊	春菊は、小松菜、ほうれん草、菜の花に変えてもおいしく食べ

られます。
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内  ゆずります

鉄平石/溶岩/台所テーブル/

桐の物入れ/テレビ台/アルミはしご/

アナログテスター/ひな人形/

電気コタツ/ゴルフクラブ

ゆずってください

ロフトベッド/冷蔵庫/ウィック/

男児用スキーセット（120〜130cm）/

アイスホッケー関連用品/

補助輪つき自転車/炊飯器（5号炊き）/

エレクトーン/男児用ケース入り市松人形

※	最新の情報はお問い合わせください。

※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～

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

時 	3月1日㈫～7日㈪

内 	「おうち時間　家族で点検　火の始末」

春先は空気が乾燥し、風の強い日が多く、

小さな火でも大きく燃え広がるなど、火災

が発生しやすい時季です。また、いつ起こる

かわからない大地震への備えも大切です。

●地震火災を防ぐポイント

・住まいの耐久性を確保する。

・家具等の転倒防止対策（固定）を行う。

・	暖房器具の周辺は整理整頓し、燃え

やすい物を近くに置かない。

・	住宅用消火器等を設置し、使用方法

について確認する。

・	住宅用火災警報器を設置する。（警報

器は定期的な点検が必要です。また

警報器の寿命はおおむね10年です。

設置から10年を経過したら本体の交

換を検討しましょう。）

問 	消防課　消防係

☎72-2101（内線677）

i 春の全国火災予防運動

内 	宝くじの受託事業収入を財源として実

施しているコミュニティ助成事業を活

用し、消防団の活動服を購入しました。

この事業は、宝くじの社会貢献広報事

業の一環として、地域社会の健全な発

展と住民福祉の向上を

目的に行われています。

問 	消防課　消防係

☎72-2101（内線677）

i 宝くじの助成金で消防団の
活動服を購入しました

↑購入した活動服

家庭版ごみの出し方の訂正

12月に各世帯に配布した家庭版ごみの出し方の記載事項に誤り

がありました。お詫びして訂正します。

訂正箇所

資源物・不燃物の分け方・出し方　プラスチック類

訂正前　※がら付、色付きトレイは、その他プラスチックへ

訂正後　※がら付、色付きトレイは、容器包装プラスチックへ

白色以外のトレイは、容器包装プラスチックに分別してください。

問　美サイクルセンター　電話　72-2905

訂正
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