
10月１日現在の

茅野市の人口

人口 55,789人 （−60）

男 27,957人 （−21）

女 27,832人 （−39）

世帯数 24,299世帯 （−17）
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今月の写真

満開の 「コダイラ」

　今年6月、 スピードスケートの小平奈緒選手から市内の保育園、 小中

学校、 高等学校、 公共施設に贈呈されたオランダのユリの新品種 「コ

ダイラ」 が8月に開花しました。 鮮やかなオレンジ色が美しい大きな花

びらが力強く咲き誇っていました。

新型コロナウイルス感染症

の影響により、掲載されて

いる情報から変更となって

いる場合があります。

注

※（　）内は先月比

※令和２年国勢調査を基に推計

茅野市インターネット動画サイト

ビーナネットChinoビーナチャンネル 11ｃｈ

オス

スメ

親子で一緒に楽しめるおうちで運動遊びや、

「栄養マンおすすめレシピ」などを紹介します。

あそんでたべて

今日も元気いっぱい

毎日午前９時から放送

令和4年度 茅野市中央公民館 

茅野学講座 「父　矢崎虎夫が

歩んだ人生と彫刻の世界」
名誉市民・彫刻家　矢崎虎夫氏の二女

有賀敬子さんを講師にお招きし、蓼科

高原美術館 矢崎虎夫記念館を会場に、

芸術活動一筋に歩んだ父の人生と矢崎

虎夫氏が遺した彫刻の世界について、

講演・解説をいただいた講座の様子を

お伝えします。

04 －美しい八ヶ岳を守り続けたい－ グリーンパートナー
08 令和3年度 決算報告
12 11月は児童虐待防止推進月間です
14 NAO ice OVAL 今シーズンの営業が始まります

15 AI乗合オンデマンド交通「のらざあ」
16 ピックアップ情報

18 情報カレンダー

20 こども通信

22 ミュージアム情報

24 情報ネットワーク

27 ご家庭の廃棄物を有料で回収します

28 シニア情報

29 国保だより

30 国民年金だより

31 栄養マンキッチン・病院コラム

32 フォトニュース

34 図書館だより・「ひと・こと・ばしょ」

35 市民掲示板・編集後記

36 Good Town Chino!!

11月の納税等

固定資産税 ・ 都市計画税 （４期）
税　務　課　☎72-2101（内線 175）

国民健康保険税 （６期）
高齢者・保険課　☎72-2101（内線 322）

上下水道料金
水　道　課　☎75-5500（直通）

下水道受益者負担金 （３期）
水　道　課　☎75-5500（直通）

市営住宅使用料
都市計画課　☎72-2101（内線 537）

保育料
幼児教育課　☎72-2101（内線 622）

納付書は切り離さずに金融機関やコンビニエンス

ストアへ提出してください。 ただし、 バーコード

が印字されていない納付書はコンビニエンススト

アでは使用できません。

後期高齢者医療保険料 （５期）
高齢者・保険課　☎72-2101（内線 326）

納期限 11月30日㈬
←年間の納期限一覧表は

こちらからご覧ください。

贈呈の様子は

こちらから！
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