
情報ネットワーク

時  【所得税及び復興特別所得税】

4月21日㈭

【消費税及び地方消費税（個人事業者）】

4月26日㈫

※ 振替納税は 「預貯金口座振替依頼書」 を

申告期限までに提出された方が対象と

なります。

※ 振替日の2～3日前には、預貯金口座の

残高をお確かめください。

※ 残高不足などの理由により、預貯金口座

から引落しできませんと、 所得税は3月

16日、 消費税は4月1日から延滞税が

かかります。

問  諏訪税務署　管理運営部門

☎52-1390（代表）

内  令和4年4月からリバーサイドクリニッ

クと北山診療所の午後の診療時間が変

わります。 午前の受付時間と診療時間

は変更ありません。

●リバーサイドクリニック

月曜日～金曜日（水曜日の午後は休診）

受付時間

　13時30分～16時30分

診療時間

　14時～17時15分

●北山診療所

月曜日と金曜日のみ

受付時間

　15時30分～16時30分

診療時間

　16時～17時

問  リバーサイドクリニック　☎72-7010

内  当館は、平成14年9月に諏訪東京理科

大学生涯学習センター内にオープンし、

情報機器に関する講座や相談会などの

活動を行ってきました。しかし、近年で

は利用者がピーク時の半数となってい

たことから令和4年3月末をもって閉

館します。長きにわたり、多くの皆様に

ご利用いただき、 誠にありがとうござ

いました。

令和2年4月から新型コロナウイルス

感染症の影響により臨時休館となった

代替措置として、ワークラボ八ヶ岳等で

講習会や相談会を行ってきました。 こ

れからも事業を継続し、 更なる充実を

図っていく予定です。

問  企画課　行革・デジタル係

☎72-2101（内線155、156）

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

　告

i 令和３年分確定申告の振替日
（振替納税をご利用の場合）

i リバーサイドクリニックと北山診
療所の診療時間が変わります

i 令和4年3月末で 「茅野市情
報プラザ」 は閉館します

内  取引や証明に使用する 「はかり （家庭

用を除く）」 をお持ちの皆さんは、計量

法の規定により、 2年ごとに県知事の

検査を受ける必要があります。 検査日

は9月中旬を予定しています。 前回該

当していた皆さんには、 8月頃にご案

内します。

問  商工課　商業労政係

☎72-2101（内線434）

i 特定計量器検査

「広報ちの」読者アンケート実施中
「広報ちの」 が市民のニーズに合った親しみや

すい広報紙となるために、 アンケートを実施し

ます。今号に挟み込まれているはがきか、回答

フォームからご回答ください。はがきは郵送ま

たは市役所へ直接持参してください。

締切 4月30日㈮　※消印有効

＼ /アンケートフォームから簡単に

回答が可能です！

ご協力お願いします。
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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。

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 永明寺山カタクリ観察と
きのこの菌打ちイベント

i スマートフォン入門講座

i 小泉山体験の森
「春の植物観察会」

時  4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

相談会と専門家によるミニセミナー

申  4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。

※ 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  4月24日㈰9時～正午　（雨天中止）

所  城山団地内グラウンド（城山公民館裏）

内  ・永明寺山カタクリ群生地の散策

・きのこの菌打ち

￥  無料

持  山歩きのできる服装、 運動靴、 軍手、

金づち・木づち、飲み物など

申  4月18日㈪までに、 氏名、 住所、 連絡

先を下記までご連絡ください。

問  環境課　環境保全係

☎72-2101（内線263）

FAX：82-0234

Eメール：kankyo@city.chino.lg.jp

時  5月10日㈫、13日㈮、17日㈫、20日

㈮、24日㈫、27日㈮

【アンドロイド（Android）】

10時30分～12時30分

【アイフォーン（iPhone）】

13時30分～15時30分

所  ワークラボ八ヶ岳

内  スマートフォンの文字入力、タッチ操作、

インターネット、 カメラ操作などを、 実

際に使用しているスマートフォンを使っ

て学ぶ講座

対  諏訪地域在住の全日程参加できる方

定  各講座6名

￥  受講料2,000円＋テキスト代

持  スマートフォン

申  3月25日㈮～4月22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）

時  4月23日㈯9時～正午（雨天中止）

所  小泉山（上古田公民館集合・解散）

内  この時季にしか見られない草花を探し

て小泉山を散策します。

申  不要

※ 中止の場合は上古田登り口と上古田公

民館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）

＜茅野原稿データ＞

内  アクアランド茅野は火曜日、 金鶏の湯、

塩壺の湯は水曜日、 河原の湯、 縄文の

湯は木曜日、望岳の湯は金曜日が定休

日ですが、4月29日㈮から5月6日㈮

まで、定休日も休まず営業します。

問  アクアランド茅野　☎73-1890

河原の湯　☎79-6162

金鶏の湯　☎82-1503

縄文の湯　☎71-6080

望岳の湯　☎82-8833

塩壺の湯　☎71-1655

i 市温泉施設は次の日も営業
します

Information

お知らせ
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フォトニュース
茅野市インターネット動画サイト 「ビーナネット

Chino」 では茅野市の生活や文化・魅力を動

画配信しています。

フォトニュースのできごとも一部配信中。 QR

コードから動画をお楽しみください。

茅野市人権教育研修会

3月2日、茅野市役所8階大ホールを会場に茅

野市人権教育研修会を開催しました。この研修会

は人権を尊重し、明るい社会を実現するため、市民

一人ひとりの人権意識の高揚を図ることを目的に

様々な人権課題を取り上げ、毎年開催しています。

今年は東海大学付属諏訪高等学校　教諭　佐藤

良裕さんを講師に招き、『「安全・安心な人間関係

を築くために」 ～人権・健康・いのちを護る取り組

み～』 をテーマに、高校の現場でのことや、最近の

高校生の恋愛、性の多様性などのお話をしていた

だきました。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参加

者を限定し、オンライン配信とのハイブリッド形式

で実施しました。

地場産寒天を給食で楽しむ

寒天の日

寒天を使った給食メニューの提供

2月16日、寒天の日ということで茅野市内の保育園

や小中学校で寒天を使った給食が出されました。

毎年2月16日は、茅野市周辺の地域が日本一の寒天

の産地であるということで、茅野商工会議所と県寒天組

合が平成18年に 「寒天の日」 と制定しました。市内の保

育園、小中学校では地場産の寒天を使った給食が出され

ています。

今年はサラダやスープ、ハンバーグなどに寒天を使っ

たメニューが出されました。

小泉山体験の森と多留姫文学自然の里の活動の紹介

小泉山体験の森 「パネル展」

多留姫文学自然の里 「文学祭」

2月21日～3月11日に小泉山体験の森 「パネル展」と

多留姫文学自然の里 「文学祭」 を市役所1階ロビーを会

場に行いました。小泉山体験の森創造委員会と茅野市が

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、「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、多留姫の滝に設置してある投句

箱に寄せられた俳句や短歌の展示などが行われました。

実際に展示を見ている方は 「『小泉山』 はなぜ 『こずみ

やま』 と読むのか」「どこの登り口が登りやすいか」 など

と話しながら、展示を見ていました。
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内  諏訪税務署における各種相談につきましては、事前予約により行っています。

事前予約は、相談の前日までにお電話でお申し込みください。

なお、 諏訪税務署では、 相続税・贈与税及び譲渡所得に関する個別相談は毎週木曜

日に、源泉所得税に関する個別相談は毎週火曜日に行っています。

また、 一般的な税金の相談につきましては、 お電話による 「電話相談センター」 のご

利用をお勧めします。

【相談の事前予約の方法】

諏訪税務署の代表電話0266-52-1390におかけいただき、音声案内が流れました

ら 「2」 を選択してください。

【電話相談センターのご利用方法】

諏訪税務署の代表電話0266-52-1390におかけいただき、 音声案内に従ってご

相談内容に応じた番号を選択してください。

問  諏訪税務署　☎52-1390（代表）

i 諏訪税務署における相談の事前予約

内  ゆずります

アイロン/掃除機（充電式）/市松人形/

ハムスターハウス一式（ヒーター付）/

苗箱運搬棚/ロフトベッド/

自転車（中学生・男児用）/

ポータブルトイレ

ゆずってください

スキーセット（男児用・120cm）/

2ドア冷蔵庫

※ 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～

１月から資源物収集の紙類の出し方を変更しました

これまで、紙類（新聞紙、雑誌、

段ボール）は、ひもで十文字に

束ねてリサイクルステーション

に出していただいていました

が、 束ねずに出していただく

よう変更しました。今後はバラ

の状態で出してください。

問 美サイクルセンター

☎７２-２９０５

広

　告
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