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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 女性のための　自分も相手も大事に
する　コミュニケーショントレーニング

i 茅野市空き家なんでも相談
会・ミニセミナー

i 今から始めよう！
パソコン入門講座

時 	7月2日㈯、16日㈯

13時30分～15時30分

所 	家庭教育センター

内 	職場、地域、ＰＴＡの会合、サークル・団

体の場やお友達に、自分の思いを上手

に相手に伝えるための話し方、方法を

学びます。自分と相手、お互いを大切

にしながら、それでも自分の意見、考え、

気持ちを率直に、素直に、その場にふ

さわしく表現してみましょう。

講 	安納	吉野さん

㈳日本産業カウンセラー協会認定産業

カウンセラー

アンガーマネジメントキッズインストラ

クター

対 	女性で両日参加できる方

定 	20組

￥ 	無料

※託児はありません。

申 	6月1日㈬10時から電話で申し込みの

受付を開始します。

問 	家庭教育センター　☎73-0888

時 	6月16日㈭

ミニセミナー　13時30分～14時

個別相談会　14時～16時（1組30分程度）

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

相談会を開催します。また、空き家につ

いての知識を深めていただけるよう、専

門家によるミニセミナーを開催します。

対 	空き家相談者

定 	9組

持 	空き家物件情報

※	Web会議システムでの参加を希望され

る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）をあ

らかじめ確認します。

申 	6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。

問 	都市計画課住宅係

☎72-2101（内線538）

時 	7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 	諏訪地域在住の全日程に参加できる方

定 	6名

￥ 	1,000円＋テキスト代

持 	ノートパソコン

申 	5月20日㈮～6月24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）

Medical＆Welfare

医療・福祉

i 茅野市不妊及び
不育症治療費助成事業

内 	不妊及び不育症の治療を受けたご夫婦

に、治療費の一部を助成しています。

【申請期間】

長野県助成交付金決定、または一連の

治療が終了した日の翌日から起算して

3か月以内に申請してください。

【注意事項】

・令和4年度4月から不妊治療が保険

適応になりました。申請書類等変更し

ています。茅野市へ申請をされる方は、

申請前に下記までご相談ください

・長野県で行われている 「長野県不妊に

悩む方への特定治療支援事業」 の対象と

なる方は、そちらが優先となります。長

野県への申請は、治療が終了した日の属

する年度内（3月31日まで）になります。

・同一のご夫婦に対して、不妊及び不

育症治療それぞれ5回までです

対 	助成金の交付申請する日の1年以上前

から市内に居住（住民票がある）してい

る戸籍上の夫婦。ただし、市税の滞納

がないこと。

問  健康づくり推進課（健康管理センター内）

☎82-0105
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時 	6月2日、9日、16日、23日

いずれも木曜日

10時～15時（12時～13時を除く）

相談時間は1時間

所  諏訪保健福祉事務所（諏訪合同庁舎2階）

内 	失業、倒産、多重債務、家庭問題など

について弁護士が法律相談に応じ、あ

わせて保健師による心の健康を含めた

健康相談をお受けします。

￥ 	無料

申 	相談希望日の前週金曜日正午までに電

話でお申し込みください。

問 	諏訪保健福祉事務所健康づくり支援課

☎57-2927

内 	茅野市長は、市民や民間の団体の代表

など15名の委員からなる 「茅野市行

財政審議会」（会長：両角美智代氏）に

対して、市の行財政改革方針について

諮問をし、その答申を3月16日に受け

ました。

答申書では 「住民自治」「政策運営」「財

政運営」「公共施設の再編」 の4つの柱

ごとに、5年後の望ましい姿と改革項

目、提言などが示されました。茅野市

はこの答申を基に同方針

を策定していきます。答

申内容と会議内容は、茅

野市ホームページ （QR

コード）をご覧ください。

問 	企画課行革・デジタル係

☎72-2101（内線155）

i 暮らしと健康の相談会

i 市行財政改革方針の答申

Information

お知らせ

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。

表示証を社屋に掲示したり、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。また、

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

観点が加えられます。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）

所 	ポリテクセンター松本

（松本市寿北7-17-1）

内 	離職された方が新たにものづくり関係

の仕事に就くための職業訓練

【募集コース】

ＣＡＤ／ＮＣ技術科

金属加工科

電気設備技術科

【訓練期間】

6か月間（7月5日～12月26日）

対 	求職中の方

定  15人(CAD/NC技術科・電気設備技術科)

12人(金属加工科)

※	各科6月入所生の人数を含みます。

￥  無料（テキスト代及び作業服代等は実費）

申 	6月16日㈭までに、ハローワーク諏訪

へお申し込みください。

問 	ポリテクセンター松本

☎0263-58-3392

時 	8月17日～11月16日

所 	つたや学宝諏訪教室（諏訪市役所近く）

内  介護・介護補助に必要な知識、心構えや、

対人関係の築き方やコミュニケーション

の取り方、就職に必要なマナー、基本的

なパソコンの知識や操作等を学びます。

※	7月29日につたや学宝諏訪教室で選考

面接を行います。

対 	公共職業安定所に求職登録をしてい

る、障がい者手帳を持っている方（医

師意見書も可）

定 	5人

￥  無料、テキスト代は自己負担（5,500円）

申 	5月12日～7月19日に、居住地域の

ハローワークへお申し込みください。

問 	長野県南信工科短期大学校

☎0265-71-5051

Wanted

募　集

i 消防団協力事業所募集

i 公共職業訓練（ハロートレーニ
ング）令和4年度7月生募集

i 障がい者職業訓練 「パソコンも
学べる介護福祉科」受講生募集

写真提供：㈱長野日報社
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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

春雨サラダ

梅雨の時期になると体調が悪化するということがあります。東洋医学では、水分代謝の偏在を 「水
すいたい

滞」 と呼びます。

湿気が多い時期は、水滞によって起こるとみなされる症状が増えたり悪化したりします。元々、むくみやすい体質の

方や、二日酔いや車酔いが多い方は、年間を通して自覚する症状でもあります。このような症状には、「利水剤」 と呼

ばれる生薬が活躍します。身体の中で過剰になっている水を排出するという意味では利尿剤と共通する点がありま

すが、体内の水分バランスや偏在を調節するという点で異なります。

頭痛、頭が重い感じ（頭重感）、めまいは、気圧の変動にも影響を受けることが多く、天気が悪くなる前日から対処

することが有用です。五
ご

苓
れいさん

散は水滞症状を改善する代表的な薬です。症状を感じてから服用してもよく効く薬ですの

で、手元に置いておくと便利な薬です。

だるい（倦怠感）、身体が重い、疲れがとれないといった症状は、元気やる気の 「気」 の異常だけでなく、水滞が絡

んでいることもあり、湿気が多い時期に悪化します。苓
りょうけいじゅつかんとう

桂朮甘湯は気の巡りも調節してくれます。

関節痛や古傷の痛みが悪化する場合は、防
ぼう

已
い

、黄
おう

耆
ぎ

、朮
じゅつ

、附
ぶ し

子などが入った漢方薬で対処します。

肩こり、腰痛は血の巡りが悪い点も絡んで悪化します。だるさや重苦しさのために運動不足となることは悪化要因

ですので、汗ばむ程度の運動をしましょう。当
とうきしゃくやくさん

帰芍薬散は血流改善作用と利水作用を併せ持ちます。

湿気は胃腸にも影響して食欲低下を引き起こすこともあります。ハトムギは穀物として摂取すると消化機能を高め

るようです。殻を取り除くとヨクイニンという生薬にもなり、身体の余剰な湿気を取り除くのに有用です。

	梅雨時期の体調不良にはさまざまな症状があり、症状はおひとりずつ違います。また、鍼灸治療もこういった症状の

改善に有効です。諏訪中央病院東洋医学科では漢方治療と鍼灸治療を実践していますので、ぜひご相談ください。

梅雨の時期の体調不良に注意
諏訪中央病院　内科系診療部長	兼	東洋医学科部長　永田	豊

病院コラム　医療の現場から

Vol.14

給食で大人気の春雨サラダです。春雨の食感が 「つるつる～♪」 と言いながら、野

菜が苦手なお子さんでも楽しんで食べられるサラダです。野菜はお好みのもので。

緑豆のでんぷんから作られる緑豆はるさめは、コシがあり、透明感もあります。春

の雨のようにキラキラ光るため、清涼感もあります。旬の野菜と一緒に楽しんでみ

てはいかがでしょうか。

1人分　エネルギー81kcal　食塩相当量　0.5ｇ

材料（2人分）

春雨・・・・・・・ 20g

ハム	・・・・・・・ 10g

キャベツ	・・・ 80g

にんじん	・・・ 10g

コーン	・・・・・ 15g

ドレッシング

しょうゆ	・・・・小さじ1

酢・・・・・・・・・・小さじ1

ごま油	・・・ 小さじ1/2

砂糖・・・・・ ひとつまみ

つくり方

❶	3cm位に切った春雨を茹でて水で冷まし、

水気をきる。

❷	ハム、キャベツ、人参はせん切りにする。

❸ドレッシングの材料を混ぜ合わせる。

❹	春雨とドレッシングを先に混ぜてから、他の

材料を入れて混ぜます。

【調理のポイント】

野菜は家にあるもので。きゅうりやほうれん草

などもおすすめです。
動画でも作り方を
配信しています
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内 	市内の田や畑で湧き出る水により、収穫が思うように得られずお困りの方に対し、こ

の湧水処理に係る費用のうちパイプや砕石等の材料費の一部を補助する制度です。

対 	・茅野市内のほ場整備事業で整備され、この補助金を受けたことの無い田・畑

・	茅野市内のほ場整備事業で整備された田・畑を所有されている方または耕作され

ている方

・補助を受けた次の年から3年間は耕作することを約束できる方

￥ 	補助対象の費用は田や畑から湧き出る水の処理に要する費用のうち、パイプや砕石

等の材料費の一部

パイプ等の設置1mあたり1,500円を目安として、申請箇所1箇所につき150,000

円までが上限

申 	令和4年4月1日～令和5年2月10日の間に下記問い合わせ先までお申し込みくだ

さい。（申請の状況により期間内でも締め切ることがあります。）

問 	農林課土地改良係　☎72-2101（内線406）

内 	発行日：6月9日㈭

令和4年度（令和3年分）所得課税扶養証明書の発行を6月9日㈭から開始いたしま

す。市役所では8時30分から、マイナンバーカードを用いたコンビニエンスストア等

のマルチコピー機での発行は6時30分からとなります。

なお、マルチコピー機での発行は、切替え作業のため前日の令和4年6月8日㈬には

発行を休止させていただきます。切替えと同時に、令和3年度（令和2年分）の証明

書はコンビニエンスストアでは取得できなくなりますのでご注意ください。

所得課税扶養証明書は、市役所窓口、マルチコピー機のほか、地区コミュニティセン

ター（ちの地区を除く。）や茅野駅前ベルビア出張所でも発行していますのでご利用

ください。

問 	税務課市民税係　☎72-2101（内線172、173、174）

内  ゆずります

市松人形/テレビボード/CDコンポ/

シングルベッド/マットレス/オルガン

ゆずってください

エレクトーン/子供用紙おむつ/猫の餌/

セミダブルベッド/ダブルベッド/

鍵盤ハーモニカ/折りたたみ自転車/

アイスホッケー関連用品

※	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～

内 	市の水道をお使いの場所に設置されて

いる使用水量計測メーターは、法令に

より検定から有効期間内（8年）に取り

替えを行うことになっています。

令和4年度に有効期限が切れるメー

ターは、水道課の委託を受けた業者が

取り替えに伺いますので、ご協力をお

願いします。

※	次の点にご注意ください。

・	取り替えの対象者には、事前にはがきで

通知します。

・	取り壊しにより建物が存在せず、水道を

使用していない場合には、取り替えを行

わないことがあります。

・	この取り替えに関するお客様の費用負担

は一切ありません。

・	水道課や業者の名をかたり、費用を請求

するなどの悪質な行為にはくれぐれもご

注意ください。

問 	水道課給水維持係　

☎72-2101（内線666）

i 水道メーターの取り替え

i 田畑の湧水処理に係る費用の一部補助制度

i 令和４年度所得課税扶養証明書の発行日

Information

お知らせ
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