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諏訪南清掃センターでは、センターに持
ち込まれた枝木をウッドチップに加工
し、必要な方に無料で配布しています。
茅野市、富士見町、原村在住の方で必要
な方はご利用ください。
配布開始　６月５日（月）～
引き取りは月～金曜日（祭日は除く）午前
９時～午後４時30分です。事前に諏訪
南清掃センターへご連絡ください。
車への積み込みは各自で行っていただき
ますので必要な用具をご持参ください。
※持ち込まれる枝木の量によりウッドチ
　ップの量が変わります。ご希望の量を
　確保できない場合もありますので必ず
　事前にご連絡をお願いします。
問　諏訪南清掃センター（米沢2000－3）
　　☎71－1633

「まちゼミ」とは、茅野市内のお店が講師
となり、プロならではの専門的な知識や
情報、コツを無料で受講者（お客様）にお
伝えする少人数制のゼミです。
期間　６月10日（土）～７月10日（月）
受付開始　６月１日（木）～
受講料　無料
※内容によっては、材料費がかかるもの
　があります。
※安心して受講していただくために、お
　店からの販売は一切ありません。
※詳しくは茅野商工会議所へお問い合わ
　せいただくか、インターネット「茅野
　まちゼミ」で検索してください。
問　茅野商工会議所　☎72-2800

とき　６月25日（日）　
　　　午前８時30分～11時30分
ところ　JR茅野駅西口　弥生通り
　　　　（午前７時～正午の間は歩行者
　　　　天国）
内容　地元の野菜や花、菓子、工芸品な
　　　どの販売
※出店申し込みや出店情報等は、お問い
　合わせください。
問　茅野TMO事務局　☎72－3801

とき　６月21日（水）午前9時30分～
　　　11時30分（受付午前9時～）
ところ　諏訪市　いきいき元気館　３階
　　　　交流ひろば
内容　親子で発達を促すあそびを体験
対象　３歳児までの親子　15組
　　　※要事前申込
講師　療育コーディネーター
　　　岡本　武己先生（信濃医療福祉セ
　　　ンター）
申込・問　諏訪圏域障がい者総合支援セ
　　　　　ンターオアシス　☎54－7713

今年の目玉企画は、長野県に住みます芸
人のあのお二人の爆笑ライブを開催！
その他たくさんのイベントをご用意して
おります。ご近所・ご友人お誘いあわせ
の上、是非お越下さい。
とき　５月27日（土）　
　　　午前９時30分～午後２時30分
ところ　諏訪赤十字病院
病院祭テーマ　
『健康と笑顔から、地域とクロス諏訪日赤』
問　諏訪赤十字病院 総務人事課
　　☎57－6033

当院では、糖尿病に関する知識を提供
し、皆様の日常生活に活かしてもらうた
め、定期的に糖尿病教室を開催していま
す。今回は「糖尿病性網膜症」について
専門スタッフがわかりやすくお話しいた
します。希望される方には血糖測定体験
を行っています。講義終了後には情報交
換会で交流の場を設けておりますので、
是非ご参加ください。
とき　６月16日（金）　
　　　午後３時～４時
ところ　諏訪赤十字病院２階研修センター
テーマ　糖尿病性網膜症について
講師　小倉医師（諏訪赤十字病院、眼科）
参加費　200円、予約不要
問　諏訪赤十字病院　内科外来
　　☎57－6033

休職や復職のこと、雇用保険のこと、年
金制度ことなど、就労に関するご相談
に、社会保険労務士とがん相談支援セン
ター相談員がお応えします。（費用無料）
とき　６月21日（水）　
　　　午後１時30分～４時30分
ところ　諏訪赤十字病院　新棟１階
　　　　がん相談支援センター面談室
相談員　社会保険労務士（長野県社会保
　　　　険労務士会諏訪支部）
※相談には、がん相談支援センター相談
　員も同席します。
対象　がん患者さん、そのご家族　　　
※他院通院中の方もご利用いただけます。
申込　予約優先です。
　　　まずはお電話でお申込みください。
申込・問　諏訪赤十字病院　がん相談支
　　　　　援センター
　　　　　☎57－7502（直通）

当院は地域がん診療連携拠点病院として、
がんに関する一般的な情報を地域の皆様
にわかりやすく提供するために、みんな
のがん教室を定期的に開催しております。
38回目となる今回は、「乳がん」につい
て専門医師がわかりやすくお話いたしま
す。（参加費無料、申込不要）
とき　６月21日（水）　
　　　午後３時～４時30分
ところ　諏訪赤十字病院
　　　　２階研修センター
講師　諏訪赤十字病院　
　　　乳腺・内分泌外科　花村　徹先生
問　諏訪赤十字病院 がん診療推進室
　　☎57－6062

説明会　６月14日（水）午後２時～
審査会　６月23日（金）
　　　　午後１時30分～
ところ　茅野広域シルバー人材センター
※事前に申し込みの上、お越しください。
申込・問　茅野広域シルバー人材センター
　　　　　☎73－0224　業務係　矢島

ゆずります
座イス／ローチェア／ケース入り羽子板
／本棚／ベビースケール／和風丸テーブ
ル／機織り用糸巻機／こたつ／大型犬用
ケージ／お内裏様／介護用パンツ（ライ
フリー）／エレクトーン／学習机／一輪
車／除湿器／竹ラグ（カーペット）

ゆずってください
冷凍庫／電気ワッフルメーカー／大型冷
蔵庫／三輪車／ベビーカーB型／掃除機
／少年野球用ユニフォーム上下・バット・
グローブ／ベビー用お風呂イス／鉄平石
／ラジカセ／登山用リュック・靴・雨具
※金額は、無料～5,000円の範囲です。
※チャイルドシートは無料で取り扱って
　います。
※最新情報は、「NPO法人エコタウンち
　の」のホームページをご覧ください。
※交渉後の結果は必ず環境館までご連絡
　ください。
問　茅野環境館　☎82－0040
　（午前９時～午後５時：日・月曜日定休）
なお、広報紙が届くまでに一部交渉が成
立する場合がありますのでご了承くださ
い。登録期間は３か月あります。

＋

◆市県民税（１期）◆上下水道料金
◆国民健康保険税（１期）
◆市営住宅使用料　◆保育料
【納期限・振替日　６月30日（金）】

野市の人口茅
総人口　55,890人　（＋153）
　男　　27,895人　（＋113）
　女　　27,995人　（＋ 40）
世帯数　22,828世帯（＋155）

月の納税等６

ずりあおう

ウッドチップ無料配布

第10回得する街の
ゼミナール（まちゼミ）

ちの軽トラ市

第１回　あそびのひろば

（　）内は前月比
平成29年５月１現在（茅野市独自推計）

第13回　日赤病院祭

＋

＋

＋

糖尿病教室

社会保険労務士による
がん患者さんのお仕事相談

第38回
みんなのがん教室

シルバー人材センター
入会説明会・審査日程

ゆ ～不用品を活用し
　あいましょう～
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相談の種類 日　時 相談場所 連絡先 備　考

茅野市役所☎72－2101（代表）オペレーターが電話に出ますので内線番号をお伝えください。

特設人権相談
相談員：
人権擁護委員

法律相談【要予約】
相談員：
島川秀司弁護士（6/6）
竹村 隆弁護士（6/14）

行政相談
相談員：行政相談委員

司法書士法律相談
【要予約】

若者向けキャリア・  
　コンサルティング
【要予約】

相談員：ジョブカフェ
信州　若年者就業支援
アドバイザー

茅野市ひと・まち
プラザ2階　社会
福祉協議会相談室

茅野市ひと・まち
プラザ2階　社会
福祉協議会相談室

茅野市ひと・まち
プラザ2階　社会
福祉協議会相談室

長野県南信労政事務所
☎0265-76-6833
商工課商業労政係
　（内線434）

長野県空き家対策支援
協議会（建設事務所建
築課内）☎58-6624

6/1（木）
10：00～15：00

6/20（火）
9：00～12：00

市役所7階
会議室

市民課市民係
（内線256）

いじめ・体罰・不登校・児童虐待等の相
談、セクハラ・ストーカー・家庭内暴力
等の相談、家族・近隣関係・騒音・公害
等の相談、同和・男女差別等の相談。
弁護士が利益相反と判断した場合はお断
りする場合があります。
法律相談を受けてから１年以内の方は予
約できません。

道路・農地・公害などの官公庁の仕事へ
の要望や苦情、身の回りの問題でお悩み
の方はご相談ください。

仕事探しに関してお悩みのおおむね
40歳未満の方が対象です。
次回の相談日は7/5です。

子育て、家庭教育相談から、いじめ、不
登校などの教育相談までお気軽にご相談
ください。

お子さんの発達に関する相談や検査を行
っています。
電話相談、面接相談できます。

子育て、家庭教育相談から、いじめ、不
登校などの教育相談までお気軽にご相談
ください。

成人の血圧測定、尿検査、健康相談等、
乳幼児の育児相談、栄養相談、身体計測等

労働条件、解雇・退職、過重労働、職場
におけるハラスメントなどの労働問題全
般について、労働相談員が公正・中立な
立場でアドバイスをします。

空き家の適正な管理、活用または解体な
どの相談を受けます。相談無料

相談語は、タガログ語、中国語、英語、
ポルトガル語です。

外国籍市民のための
相談

心配ごと相談

結婚相談

子育て・教育相談

6/6（火）、6/14（水）　
13：00～17：00
※電話予約は5/30
午前8時30分から

発達に関する相談

家庭教育相談室

地域職業相談室

税務相談所

中大塩地区
健康相談会

巡回労働相談
【要予約】

住まいのプロへ空き
家相談【要予約】

6/15（木）
10：00～16：00

市役所7階
会議室

市民課市民係
（内線256）

市役所7階
会議室

市民課市民係
（内線256）

市役所7階
会議室

生涯学習課生涯学習係
（内線634）

市役所8階
相談室他

市役所6階
こども課

茅野市役所８階
相談室他

諏訪合同庁舎

茅野駅前
ベルビア2階

発達支援センター
（本町東15-14
中央保育園併設）

下諏訪町商工会
議所会館２階

（下諏訪町4611）

商工課
（内線432）

こども課
（内線305・310）

茅野市社会福祉
協議会

☎73－4431

茅野市社会福祉
協議会

☎73－4431

発達支援センター
☎82－2277

家庭教育
センター相談室
(ちの地区コミュニ
ティセンター北側)

家庭教育センター
☎73－4151

☎28－6666 主催：関東信越税理士会諏訪支部

中大塩地区
コミュニティ
センター

☎82－0107
（中部保健福祉　　　
　　サービスセンター）

ふるさとハロー
ワーク ☎72-2029
FAX73-7933

茅野市社会福祉
協議会

☎73－4431

6/8（木）
13：30～17：30

6/14（水）
15：00～17：00

6/2・9・16・23・30（金）
9：00～12：00

①6/3・17（土）
13：00～16：00
②6/9・23（金）
18：30～20：30

毎週月～金曜日
（祝日除く）
8：30～17：15

毎週月～金曜日
（祝日除く）
8：30～17：15

毎週月～金曜日
（祝日除く）
9：00～17：00

木曜日を除く毎週月
～土曜日（祝日除く）
10：00～17：30

毎月第２水曜日
（３月を除く）
10：00～12：00

6/20（火）
9：30～11：00

6/21（水）
12：30～15：30

毎月15日前後

■24時間相談
☎090-7721-6043 


