
主催　　NPO法人茅野市スポーツ協会 ・ 茅野市 ・ 茅野市教育委員会

開催日　10月10日（月・スポーツの日）

ゲートボール 屋内ゲートボール場

 ○初心者教室と初心者大会

 ○9時〜

 ○多くの公認指導者が親切指導

■問　牛尼 正幸　☎090-2631-8281

弓　　道　 弓道場

 ○市民弓道大会

 ○13時45分〜 （13時から受付）

 ○競技 ： 近的12射 （立射4矢×3回）

 ○参加料 ： １人３００円

 ○表彰 ： 賞状－個人 ・ 団体　各３位まで

   賞品－多数用意 （参加賞有）

■問　増澤 徹二　☎090-7259-4601

卓　　球 総合体育館(サブ)

居合道 総合体育館 ・ 剣道場 

 ※興味のある方の体験･見学出来ます。 （男女不問）

 ○13時〜

 ○居合剣法 ・ 制定型居合･押し切り （一般）

 ○日本刀に触れてみよう！ （小学生以上対象。

  保護者同伴）

■問　山崎 勝　☎090-4152-3847

マレットゴルフ マレットゴルフ場

 ○体育の日 ・ 記念大会

 ○8時〜

 ○受付　7時30分〜8時まで （クラブハウス前）

■問　マレット協会事務局　一ノ瀬 正幸　

  　☎82-0218

バスケットボール 総合体育館(メイン)

 ○フリースロー大会 （ミニ、 ジュニア）

 ○13時〜　

■問　山村 周一　☎090-4534-2713

ソフトテニス テニスコート

 ○ソフトテニス市民交流会

 ○運動公園庭球場　A〜Dコート

 ○受付　当日9時〜

  参加受付後ペアを組む。 市民の交流を目的とし、

勝敗は問わないでゲームを行う。

■問　竹内 謙一　☎090-4123-5790

 ○第39回柿澤杯卓球大会

 ○9時〜

 ○一般 （高校生以上） ・ ジュニア ・

  小学生の各男女シングルス

  茅野市卓球協会登録者及び茅野市在勤 ・ 在住 ・

在学者

 ○現行の日本卓球協会ルールによる公式トーナメン

ト方式

  使用球 ： ニッタク公式球 （40ｍ／ｍホワイト）

 ○申込期限　９月30日 （金） 19時30分厳守

■申込 ・ 問　加納 圭　☎090-4180-6045

式典およびイベントは中止となりました。
各競技の部のみの開催となります。

４４第
回市民スポーツ祭

第
回市民スポーツ祭４４

各競技の部 ※感染症拡大状況によっては、 日程 ・ 内容等変更になります。

アプリでのご利用

電話番号　　0266-78-6318

受付時間　　7 ： 30〜17 ： 30

ダウンロードはQRコードから アプリロゴマーク

iOS Android

ご利用は、 お電話またはアプリでお願いします。  【乗車予約は利用日の1週間前から利用の1時間前まで】

まずはアプリをダウンロードしてください。

Q

A

予約した後にキャンセルできますか、 キャンセル

料は発生しますか？

キャンセルできます。

キャンセル料は発生しません。 A

予約した後に、 乗合の影響等で乗車場所や料金

が変更となることはありますか？

乗車場所や料金は予約時に確定します。 その後

に変更となることはありません。

A

自宅まで迎えに来てもらえますか？

ご自宅までお迎えに行くことはできません。

出発地近くの乗車場所（仮想停留所）をAI(人工

知能）が決定します。

A

利用者登録はコールセンターへの電話、 アプリ

を利用する以外でもできますか？

利用者登録は、茅野市地域創生課またはお近くの

コミュニティセンターの窓口でも受け付けています。

利用者登録した後の乗車予約は、コールセンター

またはアプリをご利用ください。

A アプリで利用者登録しても、 コールセンターで乗車予約ができます。

アプリで登録していれば、 お持ちのスマートフォンでコールセンターに予約した予約状況や乗車場所がアプリ

で確認できますので、 アプリの登録を推奨しています。

アプリで登録しても、 コールセンターの利用はできますか？

▼市街地循環バス　▼御狩野線（日中生活便）　▼中沢線（日中生活便）

▼丸山線 （日中生活便）　▼豊平 ・ 泉野線　▼西茅野 ・ 安国寺線　

▼東向ヶ丘線　▼小泉 ・ 菅沢線　▼中大塩 ・ 糸萱線　▼白井出線　

▼玉川循環線　▼柏原線　▼北大塩 ・ 蓼科線

廃止になる路線

◎ピアみどり線　◎米沢線　◎御狩野線

◎泉野 ・ 玉川線　　◎丸山線

【通学・通勤バス】は引き続き運行

します

「のらざあ」 の運行開始に伴い、 以下の１３路線が廃止となります。

９月３０日㈮をもって定時定路線バスが廃止になります！

８月２２日から運行を開始しています！

電話でのご利用

よくあるご質問

「のらざあ」 に関するお知らせについて
最新情報は市ホームページでお知らせしています。

ご利用方法や利用説明会の開催情報をご確認ください。
最新情報はこちらから！

コールセンターまでお電話ください。

※休 業 日 12月30日〜1月3日

１ Q２

Q４Q３

Q５

ＡＩ乗合オンデマンド交通「のらざあ」
運行を開始しています！

問　地域創生課　地域創生係　☎72-2101 （内線232）
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