
内 	茅野市ホームページは、現在リニュー

アルを検討しています。「こんなホーム

ページがいいな」「こういう機能がある

と便利」 など、ホームページに関するご

意見をお寄せください。

申 	ながの電子申請サービス

から投稿してください。締

切は、12月25日㈰です。

問 	地域創生課　広報係

☎72-2101（内線235）

時 	12月15日㈭　15時～17時

所 	諏訪合同庁舎　5階　講堂

内 	「地域発　元気づくり支援金」とは？

公共的団体等が住民とともに、主体的

に取り組む、地域の元気を生み出すモ

デル的で発展性のある事業に対して、

活用できる補助金です。

対 	地域づくりに関する事業を行う団体

申 	長野県ホームページから申込書をダウ

ンロードの上、メール又はFAXにて諏

訪地域振興局にご提出ください。

※	参加希望者は12月8日㈭までに事前申

込が必要です。

※	同日同場所にて、13時15分から、令和3

年度の優良事業の表彰及び成果発表会を

開催予定です。あわせてご参加ください。

※	当日は体調確認の上、マスク着用にご協

力ください。

問 	諏訪地域振興局企画振興課

☎57-2901/FAX57-2904

E-mail	suwachi-kikaku@pref.nagano.lg.jp

i 市ホームページへの
ご意見をお聞かせください

i 令和５年度 「地域発 元気づく
り支援金」 説明会を開催します
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内  ゆずります

テレビ/セミダブル敷き布団/羽毛掛布団/

脚立/和装用桐タンス（3段）/布団乾燥機/

シングルサイズベット/ロフトベット

ゆずってください

クラシックギターと楽譜/

アコースティックギター/

スキー靴（男児21～23cm）/食器棚/

おひなさま（ガラスケース入り、3段飾り）

※	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～

Medical＆Welfare

医療・福祉

i 風しん抗体検査・予防接種

内 	公的な接種を受ける機会がなかった昭

和37年4月2日から昭和54年4月1

日までに生まれた男性は、風しんの抗

体保有率が他の世代に比べて低くなっ

ています。大人が感染すると乳幼児に

比べて、一般的に症状は重いとされ、

特に妊婦に感染すると生まれてくる子

どもに難聴などの重い障害が残る可能

性が高いことが知られています。

そのため、令和7年（2025年）3月ま

での期間に限り、風しん抗体検査・予

防接種を無料で実施します。（当初は令

和3年度までの実施事業でしたが、期

間が延長されました。）

対 	昭和37年（1962年）4月2日から昭

和54年（1979年）4月1日までに生

まれた男性（転入前の市町村ですでに

検査を受けた方は対象外）

￥ 	無料（ただし、予防接種については、抗

体検査の結果、抗体価が基準値に満た

ない男性に限ります）

※	対象の方には、令和4年4月に検査機関

で使える 「クーポン券」 を送付していま

す。紛失・転入された方には、クーポン

券を発行しますので、担当課へご連絡く

ださい。

問  健康づくり推進課(健康管理センター内）

☎82-0105

Wanted

募　集

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。

申  協力事業所の認定基準と申請について

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）

i 消防団協力事業所募集
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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 スマートフォン入門講座

i 茅野市空き家なんでも相談会

i 小泉山体験の森 「元旦登山」

i Zoom体験講習会

時 	令和5年1月10日㈫、13日㈮、

17日㈫、20日㈮、24日㈫、27日㈮

【アンドロイド】

10時30分～12時30分

【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、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 	11月28日㈪～12月23日㈮までにお

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）

時 	12月15日㈭

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個別

相談会（無料）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  12月1日㈭までにお申し込みください。

問 	都市計画課住宅係　

☎72-2101（内線538）

時 	令和5年1月1日（日・祝）

6時50分山頂集合　（雨天中止）

所 	小泉山　山頂

内 	ご来光にあわせて拝礼し、新たな年の

はじまりを、みんなでお祝いしましょう。

持 	冬登山の服装

申 	不要

※山頂は密になりますので、各自感染対策

をしてご参加ください。

※	雨天中止の場合と新型コロナウイルス感

染状況により中止の場合は、各登山口に

中止案内を掲示します。

問 	生涯学習課生涯学習係	

☎72-2101（内線635）

時 	12月18日㈰、令和5年1月22日㈰

※上記のうち1日

9時～10時30分

所 	自宅

内 	コロナ禍でオンライン会議や授業への

活用が増えています。最も普及してい

るZoomを使って、メンバー・ホストと

しての使い方。使用上の注意すること

等を学ぶ講座

対 	Zoom環境ができている方

￥ 	無料

申 	11月25日㈮～12月9日㈮までに、下

記メールへお申し込みください。

受講者には、Zoomの会議IDを含む

URLをメールで事前に送付します。

問 	企画課行革・デジタル係

☎72-2101（内線155、156）

E-mail　johoka@city.chino.lg.jp
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シニア情報
高齢者向けの教室や介護・医療

に関する情報をお届けします。

日　時

場　所

内　容

対　象

定　員

参加費

申込方法

申込 ・ 問

認知症総合支援事業 「オレンジ ・ カフェ茅野」

１２月１９日 （月）　１４時３０分～１５時３０分

ウエルシア薬局　茅野米沢店

『認知症予防の食事と口腔ケア』 をテーマに

お話があります。

認知症の方やその家族、 支援する方

8名 （定員になり次第、 申込受付を終了）

無料

12月 1 日 （木） からお申し込みください。

高齢者 ・ 保険課　高齢者福祉係

☎72-2101 （内線 334）

みんなのパソコン広場　☆パソコン初級者お助け隊☆

日　時

場　所

内　容

定　員

持ち物

受講料

申込方法

申込 ・ 問

令和５年１月１８日㈬　１４時～１７時

ワークラボ八ヶ岳

ワードエクセルの初歩的な操作など、 パソコ

ン初級者のちょっとしたお困りごとの相談、

サポート

1 日若干名 （1 人 30 分程度）

使用しているノートパソコン

500 円

１２月５日㈪～１ 月６日㈮ までにお申し込み

ください。

企画課 行革 ・ デジタル係

☎72-2101 （内線 155、 156）

日　時

場　所

内　容

講　師

参加費

申　込

問

すわちゅう健康教室

12月14 日 （水）　11 時～ 11 時 30 分

諏訪中央病院　１ 階　エントランスホール

テーマ 「フレイル予防について」

フレイルの予防についてお話しします。 ご質

問 ・ ご相談もお受けします。

濵口　實 （名誉院長）

無料

不要

諏訪中央病院　総務課広報調整係　

☎72-1000 （内線 1557）

内　容

条　件

部　門

出品対象

出品方法

持込期間

返却日時

その他

問 ・ 申込

第４１回茅野市高齢者作品展　作品募集

令和５年１月１６日 （月）～ １ 月２０日 （金） に

市役所 １ 階ロビーで開催する高齢者作品展

の作品を募集します。

令和４年 １ 月以降に制作した、 次の部門に

該当するもので、 １人２点まで。

【書】　　

一幅の仕上がり寸法は ２４０㎝ ×９０㎝以内

とし、 本表装又は仮表装とすること。

【絵画】　　

３０号 （９１㎝ ×７２ .７㎝） 以内とし、 額縁

を使用すること。 軸装のものは、 一幅の仕

上がり寸法 ２４０㎝ ×９０㎝以内とし、 本表

装又は仮表装とすること。

【写真】　　 

４つ切りサイズとし、 パネル又は額縁を使用

すること。 壁に掛けて展示するものは、 ひ

もをつけること。

【手工芸】　

大きさは ９０㎝×９０㎝×９０㎝ 以内とし、

重量は１０㎏以内とすること。

※作品の損傷には責任を負いかねます。 特に

　 損傷しやすい作品の出品はお控えください。

市内に居住する６０歳以上の方

１２月１９日 （月）～令和５年１月６日 （金） に、

お申し込みください。

※12/29（木）～1/3（火）は、市役所閉庁の

　 ため受付ができません。

令和５年１月１１日 （水） ～１２日 （木）

（各日８時３０分から１７時１５分まで）

令和５年 １月２０日 （金） １３時～１６時３０分

【持込 ・ 返却場所】

市役所１階　高齢者 ・ 保険課　高齢者福祉係

高齢者 ・ 保険課　高齢者福祉係

☎72-2101 （内線 335）

日　時

場　所

内　容

講　師

対　象

定　員

参加費

申込方法

申込 ・ 問

介護予防普及啓発事業
「トレーニング実践　お役立ち講座」

令和５年１月４日㈬～３月２２日㈬ （計１２回）

毎週水曜日　１０時３０分～１１時３０分

ちの地区コミュニティセンター

日常生活でトレーニングを自主的に続け、 体

力や健康を維持し、 介護予防に役立つ講座

医療法人研成会の健康運動指導士

市内在住の６５歳以上の方

15名 （申込者多数の場合は抽選）

※初めて参加される方優先

無料

１２月７日 （水） までにお申し込みください。

高齢者 ・ 保険課　高齢者福祉係

☎72-2101 （内線 334）
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内 	岡谷都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、「諏訪都市計画区域の整備、開発

及び保全の方針」、「茅野都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、「下諏訪都市

計画区域の整備、開発及び保全の方針」、「富士見都市計画区域の整備、開発及び保

全の方針」の変更について、都市計画案の閲覧、公聴会を開催します。

【閲覧期間】令和5年1月5日㈭～1月27日㈮

【閲覧内容】都市計画区域マスタープラン（県決定）

【閲覧場所】 	岡谷市役所都市計画課、諏訪市役所都市計画課、茅野市役所都市計画課、

下諏訪町役場建設水道課、富士見町役場建設課、長野県諏訪建設事務所

整備課、長野県建設部都市・まちづくり課

●公聴会

時 	令和5年1月29日㈰10時30分～

所 	長野県諏訪合同庁舎5階502会議室（諏訪市上川1-1644-10）

対 	都市計画案に関係する地域にお住まいの方、その他利害関係者

申 	公聴会で公述（発言）を希望される方は、令和5年1月20日㈮までに、閲覧場所また

は県ホームページにある公述申出書を持参または郵送により提出してください。申出

がない場合は公聴会を中止します。

問 	長野県諏訪建設事務所整備課　☎57-2936

長野県建設部都市・まちづくり課　☎026-235-7297

i 諏訪圏域（岡谷、諏訪、茅野、下諏訪、富士見都市計画区域）
都市計画の変更に係る原案の閲覧・公聴会の開催

内 	平成18年6月、「拉致問題その他北朝

鮮当局による人権侵害問題への対処に

関する法律」 が施行され、国民の間に

広く拉致問題その他北朝鮮当局による

人権侵害問題についての関心と認識を

深めるため、毎年12月10日～16日

の1週間を 「北朝鮮人権侵害問題啓発

週間」としています。

拉致問題の進展には、解決を願う国民

一人一人の声が何よりも強い力となる

と共に、被害者ご本人とご家族の大き

な心の支えになります。市民の皆さん

には、拉致問題を自分たちの問題とし

てとらえ、引き続き解決に向け温かい

ご支援をお願いします。

問  総務課行政係　☎72-2101（内線132）

茅野警察署　☎82-0110

i 12月10日～16日は北朝鮮
人権侵害問題啓発週間です

アクアランド茅野カルチャーセンター　令和４年度後期講座
問  アクアランド茅野カルチャーセンター　☎73-7245

申し込みは11月30日㈬からセンター窓口にて受け付けます。内容等詳細についてはお問い合わせください。

講座名 日　程 定員 受講料等

ウェルカム英会話
〔講師：松木美代子]

1月16日～3月13日月曜日　19:15～20:45（全9回）
13名 4,500円

12月22日～3月9日木曜日　13:30～15:00（全9回）

太極拳 〔講師：笠原一代〕 12月13日～2月28日火曜日　10:00～11:30（全10回） 30名 5,000円

気功 〔講師：林昭春〕 12月20日～2月28日火曜日　13:30～14:30（全10回） 24名 5,000円

楽しくニーハオ 〔講師：王崇娟〕 12月22日～3月9日木曜日　19:00～20:30（全9回） 15名 4,500円

《ストレッチ》
ストレッチ体操 〔講師：土橋珠美〕

12月26日～3月13日月曜日　10:00～11:45（全10回） 15名 5,000円

《コンディショニング》
シニア向けコンディショニング〔講師：西條まゆ美〕

12月26日～3月13日月曜日　13:30～15:00（全10回） 30名 5,000円

《エアロビクス》
ハッピーエアロ 〔講師：土橋珠美〕

12月7日～3月8日水曜日　10:00～11:45（全12回） 35名 6,000円

《コンディショニング》
女性のためのボディメンテ 〔講師：土橋珠美〕

12月14日～3月15日水曜日　13:30～15:00（全12回）
30名 6,000円

12月16日～3月17日金曜日　13:30～15:00（全12回）

《ステップ》
ステップ台 〔講師：土橋珠美〕

12月15日～3月23日木曜日　10:00～11:45（全12回）
35名 6,000円

12月17日～3月18日土曜日　10:00～11:45（全12回）
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