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i 第20回小泉山体験の森
山開き月間

i スマートフォン入門講座

時 	5月1日㈰～5月31日㈫

内  小泉山体験の森の9箇所の登山口から

山頂を目指し、山頂に設置してある専用

用紙へスタンプをついて交換場所へ持っ

ていくと記念缶バッチと交換します。

交換場所：玉川地区コミュニティセンター、

豊平地区コミュニティセンター、八ヶ岳総

合博物館、茅野市役所生涯学習課（4階）

対 	どなたでも参加できます。

問 	生涯学習課生涯学習係

電話番号72-2101（内線635）

時  6/7㈫、10㈮、14㈫、17㈮、21㈫、24㈮

【Android】 アンドロイド

10時30分～12時30分

【iPhone】 アイフォーン

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端末を

使って学ぶ講座です。

対 	諏訪地域在住で全日程参加できる方

持 	スマートフォン

￥ 	受講料2,000円＋テキスト代

定 	各6名（申込先着順）

申 	4/22～5/20にお電話にてお申し込

みください。

問 	企画課行革・デジタル係

☎72-2101（内線155、156）

内 	法律で廃棄物の野外焼却は一部の例

外を除き禁止されています。

◇野焼きはなぜいけない？

煙が悪臭や大気汚染の原因となり、周

辺住民の迷惑となります。また、ダイオ

キシン類などの有害物質を発生させる

恐れがあり、人の健康や環境に悪影響

を及ぼす可能性があります。

◇例外として認められている焼却

・	農業のためにやむを得ないものとし

て行われる焼却

・	災害の予防、応急対策または復旧の

ために必要な焼却

・	どんど焼き、キャンプファイヤーなど

地域行事での焼却など

◇苦情が寄せられています

毎年、野焼きに対して 「洗濯物に臭い

がついて困る」「のどが痛い」 といった

苦情が大変多く寄せられます。

野焼きは害虫の発生を防ぐなどの効果

があり、古くから農地などで行われて

きた大切な作業です。しかし、例外事項

の野焼きであっても近隣の迷惑になら

ないように行うことが必要です。よく

乾燥させ、風向きや時間帯などに注意

し、周りに一声かけるなどご近所とトラ

ブルにならないよう気を付けましょう。

また、なるべく堆肥化したり燃えるご

みとして処分し、野焼きに頼らない方

法を検討しましょう。剪定木は清掃セン

ターでチップ化しリサイクルしています

のでご活用ください。

問 	環境課公害衛生係

☎72-2101（内線264）

i ごみの野焼きは違法です

Information

お知らせ

内 	令和5年度からの茅野市民館の指定管

理者の募集

時 	【募集要項配布期間】

5月2日㈪～5月18日㈬

（8時30分～17時15分、土日祝を除く）

【現地説明会（要申込）】

5月10日㈫13時30分～

申 	【現地説明会】	前日までにお電話にて

お申し込みください。

【応募】6月13日㈪までにご応募ください。

※	方法の詳細は、生涯学習課までお問い合

わせいただくか、現地説明会で説明しま

すので、ご参加ください。

問 	生涯学習課生涯学習係

☎72-2101（内線632）

内 	●	自主的な登山道のグリーンパトロー

ル（随時）

●	合同グリーンパトロールへの参加（年

2回程度）

●パトロール状況の報告（年1回）

●連絡会議への出席（年1回）

※八ヶ岳グリーンパトロールとは、八ヶ岳登

山道の環境美化活動や安全確認をします。

対 	●	公園区域の自然環境に興味があり、

積極的に活動していただける方

●	グリーンパトロールを年間5日以上

実施できる方

●年齢20歳以上の健康な方

申 	氏名、住所、生年月日、電話番号を記

載して、電話、メール、FAXのいずれ

かでお申し込みください。

問 	環境課環境保全係

☎72-2101（内線263）FAX82-0234

Eメール　kankyo@city.chino.lg.jp

Wanted

募　集

i 茅野市民館の次期指定管理
者を募集します

i ボランティア
「グリーンパートナー」募集
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情報ネットワーク
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 多留姫文学自然の里
「田植まつり」

i 第50回諏訪地区障がい者
スポーツ大会

i 特定外来生物（オオハンゴン
ソウ）駆除ボランティア

時 	5月19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 	5月6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 	5月21日㈯10時～（雨天中止）

所 	多留姫文学自然の里 「神田」

内 	多留姫文学自然の里 「神田」 で手植え

による田植え体験をしてみませんか。

作業ごとにオリジナルスタンプを集め、

全て集めた方には粗品進呈

持 	マスク、長靴やタオルなどの田植えの

できる服装

※	中止の場合は、多留姫文学自然の里 「神

田」にイベント中止の案内を掲示します

問 	生涯学習課生涯学習係

☎72-2101（内線635）

時 	5月28日㈯9時～正午頃

※雨天の場合、中止

所 	茅野市運動公園

内 	障害のある方のスポーツの振興を図る

ことを目的とした、スポーツ大会

種目は100ｍ競争、アキュラシー、サウ

ンドテーブルテニス、マレットゴルフ等

対 	諏訪郡内に居住する障害者

￥ 	無料

※	長野県の発出する新型コロナウイルス感

染症の感染警戒レベルがレベル2（注意

報）になった場合は中止となります。

申 	5月2日㈪までに窓口電話かFAXにて

お申し込みください。

問 	地域福祉課障害福祉係

☎72-2101（内線315・316）

FAX	73-0391

時 	【1回目】

5月14日㈯9時～11時30分　

【2回目】

6月18日㈯9時～11時30分　

所 	茅野市尖石縄文考古館　正面玄関

内 	特定外来生物に指定されているオオハ

ンゴンソウの駆除作業

持 	作業のできる服装、長靴、軍手、ゴム

手袋など

申 	氏名、連絡先を下記までご連絡くださ

い。

※	特定外来生物（植物）とは？

「特定外来生物による生態系等に係る被害

の防止に関する法律（外来生物法）」 によ

り、生態系や、農林水産業、人の生活に悪

影響を及ぼすお

それがあるとし

て、指定された

生き物や植物で

す。

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

＜茅野原稿データ＞
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栄養マン★キッチン～給食大好き！～
子どもに人気の給食メニューや家でも食べてほしいメニューを紹介します

動画でも作り方を
配信しています

レモンバタートースト・じゃこのりトースト

子どもたちからのリクエストが多く、学校の試食会では、保護者から食べてみたいという声が多いレシピです。朝食やおやつにおすす

めです。ほかほかマンでほっこりと、お子さんと一緒に作れるので、おうちで試してみてくださいね。焼いているときの甘酸っぱい香

りが食欲をそそる簡単トーストです。お魚が苦手な子も、じゃこのりトーストはおかわりが止まりません。

下肢静脈瘤の治療法として、レーザー治療は最近はよく知られるようになってきました。同様の治療法としてラジ

オ波を用いる方法も2014年より認可され、この2つの治療法は静脈を外科的に引き抜いてしまう 「ストリッピング

手術」 に変わる治療法として定着しています。静脈内に細いカテーテルを挿入し、カテーテルからレーザー光線やラ

ジオ波による熱で静脈を焼灼・閉塞させ血液の逆流を防止する方法で、「ストリッピング手術」 に比べはるかに優しい

手術ですが、血管の中からとはいえ静脈を焼灼する（火傷を負わせる）治療であるので、痛みの軽減と断熱のために、

薄めた局所麻酔薬を大量に焼灼する血管の周囲に注射器で注入する必要がありました（TLA麻酔）。そこで、さらに

低侵襲な治療法として2019年12月に認可されたのが血管内接着材注入療法（グルー治療）です。血管内に細い

チューブを挿入し、そこから接着材を注入、圧迫により閉塞させる方法です。この方法は、熱は発生しないので火傷

による痛みや周囲組織への熱の影響がないため、TLA麻酔も不要です。さらに焼灼術の場合推奨されていた手術後

約1ヶ月間の弾性ストッキングの着用が不要となります。弾性ストッキングはその着用のしにくさから女性や高齢者に

はかなりの負担となっていたので、この点も大きなメリットとなります。

当院では、この治療を長野県内では先駆けて2020年5月から開始し、すでに130例余りの経験があります。大

きな合併症もなく、痛みが少なく、弾性ストッキング不要であるため患者さんの満足度も高い治療法であると思って

います。目立った静脈瘤がなくても、足がむくむ、足がだるい、こむらがえりをよく起こす等の症状のある方は一度、

静脈瘤の専門外来に受診をお勧めします。さらに低侵襲になった血管内接着材注入療法（グルー治療）で、長年の下

肢静脈瘤の悩みから解放されませんか。

下肢静脈瘤の最新治療～レーザー治療はもう古い ！？～
諏訪中央病院　外科　山田	武男

病院コラム　医療の現場から

Vol.13

材料（食パン3～4枚分）

食パン	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3～4枚

バター	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20g

さとう	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1

レモン汁	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1

材料（食パン1枚分）

食パン	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1枚

しらす（またはじゃこ）	・・・・・・・・・・・・・・大さじ１

きざみのり	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

（焼きのり1/4を手でちぎってもOK）

とけるチーズ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15g

つくり方

やわらかくしたバター、さとうを

混ぜ合わせ、レモン汁を加え、さ

らに混ぜる。

食パンにぬってトースターで焼く。

つくり方

しらす、きざみのり、チーズをパン

にのせて、トースターで焼く。

【レモンバタートースト】（6枚切り1枚のエネルギー195kcal　食塩相当量0.8g）

【じゃこのりトースト】（6枚切り1枚のエネルギー204kcal　食塩相当量1.4g）
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　告

内 	マイマイガは成虫になると効果的な駆

除方法がないため、卵や幼虫の時期に

駆除することが有効です。

◇卵（卵塊）の場合

卵は毛布をかぶせたように褐色の細毛

で覆われており、殺虫剤の効果は期待

できないため、ヘラなどを利用して壁

から卵塊を剥がして取り除き、小袋に

入れて、燃えるごみの袋で一般ごみと

して出してください。

◇幼虫の場合

幼虫の駆除については、市販の殺虫剤

を使用することが効果的です。殺虫剤

については、適用・対象害虫に 「ガ」 が

含まれているものを使用してください。

幼虫が大きくなったら、殺虫剤が効き

にくくなるので、火ばしなどで捕まえ、

つぶすか少量の家庭用洗剤を溶かし

た水に漬けて駆除することが効果的で

す。なお、農薬

を散布する場合

は、使用できる

植物や散布方法

などを販売店や

専門の方に相談

し、周囲に影響

のないようにし

てください。

問 	環境課公害衛生係

☎72-2101（内線264）

i マイマイガの防除に
ご協力ください

内 	防災行政無線を屋内で受信できる 「同

報系戸別受信機」の販売

対 	区 ・自治会に加入していない事業所、

ご家庭等

￥ 	30,000円

※	実勢価格50,000円。差額分は市が

負担しています。

申込時に、名前、お住まいの地区、購

入希望台数、ご連絡先をお知らせくだ

さい。申込後、購入代金の納付書をお

送りします。代金を納入していただい

た後、事業所、ご家庭へ工事業者が設

置に伺います。

※	なお、区・自治会に加入しているご家庭

向けには、防災行政無線（こうほうちの）

を屋内で受信できる区内放送受信機が

あります。ご自身が加入している区・自

治会へお問い合わせください。

問 	防災課防災係

☎72-2101（内線182）

〈同報系戸別受信機〉

サイズ：W220mm　H145mm　D57㎜

電源：商用電源AC100V

　　電池電源（停電対応）

使用電池：単1、単2、単3のいずれか1種

類のアルカリ乾電池2本（内臓電池ケー

スにて電池サイズ変更可）

設置方法：据置、壁掛け

i 防災行政無線
同報系戸別受信機の販売

内  ゆずります

洗濯機/学習机/食器棚

ゆずってください

自在鉤/レザークラフト道具/冷蔵庫/

掃除機/中華なべ/やかん/炊飯器/水槽

※	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 	5月29日㈰8時～

所 	泉野地区

内 	水防活動の円滑な遂行を図るととも

に、土砂災害に対する警戒避難体制の

強化と住民の防災意識の高揚を図る

対  泉野地区の自主防災組織、茅野市消防団

問  防災課防災係☎72-2101（内線182）

内  救急講習会等を受けた方を会場に配置

することを条件に各種イベントを開催す

る際にAEDの貸し出しを行っています。

対 	茅野市民を主な対象とするイベント等

申 	貸し出しを受けようとする日の3か月

前から1週間前までに、AED借用申請

書を消防課へ提出

問 	消防課消防係

☎72-2101（内線677）

i 茅野市水防・土砂災害訓練

i 自動体外式除細動（AED）
器の貸し出し

御柱祭　里曳き
【日程】

5月3日㈫、4日㈬、5日㈭

諏訪大社御柱祭里曳きは新型コロナウ

イルス感染症の影響により、実施に関

するガイドラインに沿って開催されま

す。最新の情報はホームページからご

確認ください。

諏訪地方観光連盟　御柱祭情報センター

茅野市ホームページ　御柱祭特設サイト

御柱祭に関するさまざまな情

報が掲載されています。

御柱祭に関する最新の情報は

こちらのサイトからご確認くだ

さい。

交通規制や駐車場、仮設トイレ、

施設の営業状況など、御柱祭

に関する市からのお知らせを

掲載します。
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