
内 	令和4年度 「ハロウィンジャンボ宝く

じ」、「ハロウィンジャンボミニ」 が下記

のとおり発売されます。今年のハロウィ

ンジャンボ宝くじは1等・前後賞合わせ

て5億円、同時発売のハロウィンジャン

ボミニは1等・前後賞合わせて5,000

万円です。

この宝くじの収益金は、長野県の販売

実績に応じて配分され、市町村の明る

く住みよいまちづくりや環境対策、高

齢化対策など地域住民の福祉向上のた

めに使われますので、県内の宝くじ売

場でお買い求めください。

時 	【販売期間】

9月21日㈬～10月21日㈮

【抽選日】

10月28日㈮

所 	宝くじ売場

￥ 	300円（証票単価）

問 	長野県市町村振興協会　

☎(026)234-3611

i ハロウィンジャンボ宝くじ等
の発売
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i エコフェスタ2022ロビー展

i 槻木の廻り舞台 「秋の会」

時 	10月17日㈪8時30分～

10月28日㈮16時

所 	茅野市役所1階ロビー

内  小中学校環境活動報告、各団体活動報告

※	主催…美サイクル茅野・茅野市環境自治

会連合会・茅野市

問 	美サイクルセンター業務係

☎72-2905

時 	10月1日㈯

所 	槻木廻り舞台

内 	江戸時代に造られた、迫力のある舞台

（間口7間、奥行き5間）で、泉野小学

校の児童が発表を行います。

問 	泉野地区コミュニティセンター

☎70-1606

Medical＆Welfare

医療・福祉

i 糖尿病講座

時 	11月17日㈭　13時30分～15時

所 	茅野市健康管理センター

内 	【講演①】「糖尿病とお薬」

【講師】	てらさわ薬局　寺沢雅治	氏

【講演②】「糖尿病と食事について」

【講師】管理栄養士

対 	茅野市在住、糖尿病について知りたい

方どなたでも

定 	30名（先着順）

￥ 	無料

申 	11月11日㈮までに電話でお申し込み

ください。

※	主催…茅野市、長野県栄養士会諏訪・岡谷支部

問  健康づくり推進課（健康管理センター内）

☎82-0105

Wanted

募　集

内 	令和5年4月入学者の入学試験を実施

します。看護の道を志そうと考えてい

る皆さんの応募をお待ちしています。

【社会人特別選抜】

【試験期日】

11月5日㈯

【応募資格】

高等学校または中等教育学校を卒業し

ている方で、以下の条件を満たしてい

る方

①	卒業後社会人としての経験が3年以

上の方

②大学、短期大学卒業（見込み）の方

【願書受付期間】

10月3日㈪～10月26日㈬（必着）

【選抜方法】

①学科試験…国語（現代文のみ）、小論文

②面接試験

【一般入試A】

【試験期日】

12月2日㈮

【応募資格】

高等学校または中等教育学校を卒業（見

込みを含む）している方または、それと

同等以上の学力があると認められる方

【願書受付期間】

10月31日㈪～11月22日㈫（必着）

【選抜方法】

①	学科試験…国語（現代文のみ）、数学

Ⅰ、英語Ⅰ

②面接試験

※	日本国籍を有しない方は、一般入試での

受験となります。

※	応募要項は当校に郵送で依頼いただく

か、またはホームページからダウンロー

ドできます。

※応募方法、入学後の学費等詳細につい

ては、ホームページをご覧ください。

申 	出願書類に受験料を添えて直接持参、

または、郵送にて提出してください。

(出願書類等詳細は諏訪中央病院看護専

門学校のホームページをご覧ください)

問 	諏訪中央病院看護専門学校

☎73-8808

i 諏訪中央病院看護専門学校
社会人特別選抜・一般入試

＜茅野原稿データ＞
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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 「草原と人とシカ～霧ヶ峰の
生物多様性保全の今～」
令和４年度信州自然講座

i 真相深入り！市議とトーク
～茅野市議会 福祉教育委員会 意見交換会～

i スマートフォン入門講座

時 	10月20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 	10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。

問 	都市計画課住宅係　

☎72-2101（内線538）

時 	11月5日㈯　13時30分～4時

（展示開場は正午～）

所 	諏訪市文化ホール

（諏訪市湖岸通り5丁目12-18）

内  霧ヶ峰草原の豊かな自然や成り立ちに

ついて、最新の研究成果をわかりやすく

紹介します。火入れや草刈り、花とシカ

など、霧ヶ峰の今を聴きにきてください。

講 	土田勝義（信州大学名誉教授、霧ヶ峰

みらい協議会）、須賀丈・浦山佳恵・尾

関雅章（長野県環境保全研究所）

対 	どなたでも

定 	100名（先着順）

￥ 	無料

持  マスク、防寒着（換気しながら開催します）

※	新型コロナウィルス感染状況によって

は、オンライン開催となります。

申 	10月3日㈪9時より、なが

の電子申請サービスにて受

付開始（QRコードからも

受付可）。

問 	長野県環境保全研究所自然環境部	

☎026-239-1031

時 	10月15日㈯　10時～12時

所 	茅野市ひと・まちプラザ　3階　集会室

内 	議員との意見交換

【テーマ】

福祉…暮らしの課題、困りごと

教育…子ども・学校の課題

【福祉教育委員会（6名）】

委員長：野沢明夫

副委員長：木村かほり

委員：	両角実晃、伊藤正博、伊藤正陽、

松山孝志

対 	市内在住、在勤、在学の方

定 	20名

￥ 	無料

申 	9月22日㈭～10月11日㈫までに、電

話、ＦＡＸ、メールのいずれかでお申し

込みください。

※	総務環境委員会と経済建設委員会の意

見交換会については、茅野市議会のホー

ムページをご覧ください。

問 	議会事務局　

☎72-2101（内線352）

ＦＡＸ73-7936

Ｅmail　gikai＠city.chino.lg.jp

時 	11月8日㈫、11日㈮、15日㈫、

18日㈮、22日㈫、25日㈮

【アイフォン】10時30分～12時30分

【アンドロイド】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、実際

ご使用しているスマートフォン端末を

使って楽しく学ぶ講座

対 	諏訪地域の方で全日程参加できる方

定 	各講座6名

￥ 	2,000円+テキスト代

持 	スマートフォン

申 	9月22日㈭～10月21日㈮までに電

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）

詳細はQRコードをご覧ください
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問い合わせ

健康づくり推進課（健康管理センター内）

☎82-0105

40～74歳で茅野市国民健康保険に加入している方

※	対象の方には受診票をお送りしてあります。紛失された方は、再発行しますので健康づくり推進課 

（健康管理センター）へご連絡ください。

血圧は、高くても自覚症状はありません。「たまたま、高かっただけだ」、と思い長く放置してしまうこと

で、動脈硬化がすすみ、臓器障害がおきてしまいます。

脳の血管は直角にできていたり、複雑にまがっています。また、太い血管から細い血管に急になるため

血圧が高いと血管が傷みやすい構造になっています。

心臓に血液を送る、冠動脈は常に心臓からの強力な圧にさらされています。

腎臓は、体内で最も血流が豊富な臓器で、毛細血管が集まっています。そのため、血管の壁も薄く、圧

がかかりやすく血管が傷みやすいです。

高血圧、早めに対応、血管守ろう

脳

心臓

腎臓

脳
の う

・心
し ん

・腎
じ ん

、血圧高いとつらいんです

今年度の特定健診お済ですか？

指定医療機関での特定健診は10月31日㈪までです

生活習慣病は、知らないうちに（自覚症状がない）血管を

傷める怖い病気です！年１回特定健診を受けましょう！

特定健診の対象者

高血圧の

診断基準

収縮期 拡張期 

家庭で測定 135以上 85以上

病院で測定 140以上 90以上

自宅で

血圧を

測定しよう
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内  ゆずります

漬物用ポリ/セミダブルベッド

ゆずってください

ドラム式洗濯機/バドミントン

※	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～

令和4年度　コミュニティスポーツ教室
申込・問　スポーツ健康課（☎72-8399）

地区 教室名 日　時 会　場 定　員 参加料 内　容

宮川 ニュースポーツ教室
10/5～10/19　毎週水曜日　全3回

19:00～21:00　

宮川小学校体育館

（入口側半面）
30名 無料

ニュースポーツのルール

と方法を知り、ゲームを

楽しむ

米沢 秋　吉田山ウォーキング 10/22㈯　9:00～14:00 吉田山 10名 無料 散策と交流を楽しむ

玉川

上社めぐりウォーキング
10/15㈯　9:30～14:00

玉川地区コミュニティセンター9時集合
上社前宮周辺 20名 無料

御柱を見ながら周辺を

ウォーキングしよう

ピラティス体験教室 11/12㈯　14:00～16:00
玉川地区コミュニ

ティーセンター
15名 無料

代謝をあげて健康的な

身体づくりを体験しよう

中大塩 諏訪湖半周ウォーク 11/5㈯　8:00～12:00 諏訪湖畔 20名 無料
諏訪湖畔を楽しく

ウォーキングする

時 	10月6日㈭10時～15時

所 	茅野市役所7階会議室

内 	人権擁護委員による特設人権相談

【相談内容】

毎日の暮らしの中で起こる様々な問題

例…	いじめ・体罰・不登校・児童虐待、

女性・外国人への差別問題、セク

ハラ・パワハラ、インターネットに

よる誹謗中傷など

￥ 	無料

※	秘密は堅く守られます。予約等は必要あ

りませんので、直接会場にお越しください

問 	市民課市民係　

☎72-2101（内線256）

内 	リバーサイドクリニックでは、在宅医療

の需要に応える診療体制の整備を進め

ており、その一環として令和4年10月

から土曜日の診療が休診になります。

問 	リバーサイドクリニック　☎72-7010

時 	12月3日㈯9時から11時

所 	茅野市運動公園

内 	処理が難しいご家庭の廃棄物の有料回

収を行います。

会場のレイアウト、処理品目、処理金額

等詳細については、広報ちの11月号に

てお知らせします。

問 	美サイクルセンター業務係

☎72－2905

i 特設人権相談を開催しますi リバーサイドクリニックは
土曜日が休診となります

i ご家庭の廃棄物を有料回収
します
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