茅野市図書館シリーズ企画
諏訪東京理科大学出前授業講座
第３回～超簡単な速読法を教えます!～
とき

７月20日（木）
午後１時30分～午後３時
ところ 茅野市図書館２階 会議室
講師 諏訪東京理科大学共通教育センタ
ー教授 金井 範夫先生
内容 諏訪東京理科大学との連携シリー
ズ企画の第３回目です。本をもう少し
速く読みたいと願う皆さんに、すごく
簡単な速読法を伝授して頂きます。
定員 20名
受講料 無料
持ち物 本一冊と栞一枚（図書館の本を
ご利用の際は、貸出手続をお願い致し
ます。）
申込開始 ７月７日（金）午前10時～
今後のスケジュール
第４回９月21日、第５回10月19日、
第６回11月17日（毎回講師・授業内容
は変わります）
申込・問 茅野市図書館 ☎72-9085

夏休みクラフト講座

～世界に一つの作品を作りましょう！～
とき

８月４日（金）
午前10時15分～正午
午後1時15分～午後３時
※２回開催
ところ 茅野市図書館２階おはなしの部屋
対象 市内在住の小学生
（小学校３年生以下は保護者同伴）
材料費 １人300円
定員 各回15名
（定員になり次第締め切ります）
持ち物
作った作品を持ち帰るための袋や箱
内容 どんぐりや、まつぼっくりなどい
ろいろな木の実を使って自分の好きな
作品を作ります。自分だけの素敵な夏
の思い出を作ってみませんか。
申込開始 ７月８日（土）午前10時～
申込・問 茅野市図書館 ☎72−9085

おはなし＆ハンドメイド

～ぐりとぐらをつくってみよう！～
とき

７月29日（土）
午前10時15分～正午
ところ 茅野市図書館２階おはなしの部屋
対象 小学生以上の親子
定員 親子10組
持ち物 裁ちばさみ、縫い針、木工用ボンド
材料費 １人250円
内容 ぐりとぐらに関する本の紹介や絵
本の読み聞かせをしたあと、フェルト
でぐりとぐらのバッジを作ります。
申込開始 ７月８日（土）午前10時～
お電話、窓口にて受付けます。
申込・問 茅野市図書館 ☎72−9085
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ペレットストーブ・ボイ
ラー購入に対する補助金

平成29年度 介護保険料
決定通知書をお送りします

交付対象者 茅野市内に居住し、もしく
第１号被保険者（65歳以上の方）の、前
は事業所等を有する個人または事業者
年の合計所得金額などが確定し、平成
（地方公共団体および公共団体は除く） 29年度の保険料年額と保険料段階が決
で、12月末までに運転確認ができる
定しました。
よう設置工事を完了できる方
皆さまのお手元には、決定通知書が７
交付対象台数 10台
月中旬に届きますので、ご確認をお願
受付開始日 ７月４日
（火）
いいたします。
補助対象経費
納付していただく保険料額について
ペレットストーブまたはペレットボイ
特別徴収（年金からの天引き）の方…
ラーに係る経費のうち、本体購入経費
決定通知書を、ハガキでお送りします。
補助対象基準
４月から９月までの保険料は、平成29
・補助対象とするペレットストーブまた
年２月の天引き額を反映していました。
はペレットボイラーは、県内の販売店
なお、６月の平準化により、６月から
から購入すること。
９月までの納付額を調整させていただ
・使用するペレットは、長野県の林業及
いた方がいます。
び木材産業の振興並びに県産材の利用
10月からの天引きで納めていただく保
促進に資する県産間伐材を利用したも
険料額は、保険料の決定額から９月ま
のを使用すること。
での保険料額を除いた金額となります。
・県産間伐材を利用したペレットについ
普通徴収（銀行等の窓口でのお支払い
て ①取扱予定量（年間800キログラム
や口座振替）の方 …決定通知書と納付
以上）②協定価格の決定方法の協定書
書を、封書でお送りします。
をペレット供給者と締結すること ③協
所得状況が平成28年と変わらないと仮
定の期間
（３年間以上）
。
定して、４月からの保険料を納めてい
・地球温暖化対策に対し意識をお持ちの
ただいています。
方で今後とも地域において努力される
保険料の決定額から、
６月までの保険料
方であること。
補助率 ペレットストーブまたはペレッ
額を除いた金額を、
７月から平成30年３
トボイラー本体購入価格の２分の１以
月までの９ヶ月で納めていただきます。
内（１台につき上限10万円）
（口座振替にされている方は、納付書で
※申請手続き等、詳細はお問い合わせく
お支払いいただく必要はありません）
ださい。
問 諏訪広域連合介護保険課☎82−8161
申込・問 農林課 林務係
（内線405）
高齢者・保険課 介護保険係（内線336）

農地パトロール
（利用状況調査）について
優良農地の確保と有効利用の促進を図る
ため、各地区の農業委員と農地利用最適
化推進委員の方々が農地パトロールを行
い、遊休農地の解消と違反転用発生防止
に取り組んでいます。
７月１日～10月31日までを農地パトロ
ール月間として活動します。
農地パトロールの結果は農地台帳に情報
として整備されますのでご協力ください。
問 農業委員会事務局
（内線441・442）

図書館 祝日開館のお知らせ
７月17日（月）
は祝日開館します。
７月18日（火）
は振替休館します。
問 茅野市図書館 ☎72−9085

図書館で
ティータイムを
ボランティアグループ「レモングラス」
の皆さんによるハーブティのサービスで
す。どなたでも参加できます。
参加費は無料です。
とき ７月13日（木）午前10時30分～
ところ 茅野市図書館
持ち物 コップ
問 茅野市図書館 ☎72−9085

ツキノワグマによる人身被害
防止の注意喚起について
自然豊かな長野県には、ツキノワグマ
をはじめとする野生鳥獣が数多く生息
しています。行楽や山菜採りなどで山
に入る際は、ツキノワグマとの遭遇に
よる人身被害を防ぐため、以下のこと
を心がけてください。
◆朝夕の行動は避ける
明け方と夕方はクマの活動が活発です。
この時間帯は、山中に入ることは控え
ましょう。万が一、山中に入る場合は、
単独行動はやめ、複数で声を掛け合い
ながら行動しましょう。
◆周囲の確認をしっかりとする
山菜はクマの好物です。山菜のある場
所にはクマがいる可能性がありますの
で、周囲に十分気をつけましょう。
◆笛、ラジオ、鈴など音の出る物を携
帯する
人の気配を感じると、クマは自分から
人を避けるような行動をとります。音
を出しながら行動しましょう。
◆子グマを見たら立ち去る
子グマの近くには必ず母グマがいます。
子グマを見かけたら、そのままそっと
立ち去りましょう。
問 農林課鳥獣被害対策係（内線408）

まちづくりコーディネーター
養成講座受講者募集

地域の資源
（ヒト・モノ・コト）
を活かし、
多様な主体を巻き込んでまちづくりを推
進していくコーディネーターを養成しま
す。
（全10回）
募集期間 ７月19日～８月10日
実施期間 ８月19日
（土）
～３月３日
（土）
※要申込
（定員15名）
申込・問 ゆいわーく茅野（市民活動セ
ンター） ☎75−0633

七夕月夜のお話し会に
参加しませんか
読書の森

読りーむinちの

地域の大人も子どももお話が聞ける
「月夜
のお話し会」
に参加して、
楽しみましょう。
とき ７月７日
（金）午後７時～
ところ ちの地区コミュニティセンター
１Ｆ第１会議室
内容 大型絵本、紙芝居、語り、歌、園
児の発表
問 こども読書活動応援センター
☎75−1250 今野

７月の介護保険制度説明会
７月14日
（金）午前９時30分～11時に茅
野市役所議会棟大会議室にて開催しま
す。７月２日から８月１日までに65歳に
なる市民の皆さまには直接通知を送付し
ます。介護保険制度に関心のある市民の
皆さまもご参加いただけます。直接会場
にお越しください。
問 高齢者・保険課 介護保険係
（内線336）

日常生活や健康状態を把握する
ための調査にご協力ください

楽しく子育て力UP講座
親学習プログラム NPプログラム
NPプログラムは親のための学習サポー
トプログラムです。子育ての悩みや関心
のあることを話し合いながら自分に合っ
た子育ての仕方を見つけていきます。
市の事業として『NPO法人CLIP inすわ』
へ委託しています。多くの皆さんのご参
加をお待ちしています。
対象 ０歳から就学前の子どもを子育て
中の親
日程 ７月28日
（金）
, ８月４日
（金）
, ８
月10日
（木）
, ８月18日（金）
, ８月25日
（金）
, ９月１日
（金）
（全６回）
時間 午前10時～正午
会場 ちの地区コミュニティセンター
参加費 無料
（茶菓子代として実費300円）
託児 生後８か月以上
（要予約）
※託児費用一部実費負担あり
定員 14名
（先着順）市内在住者優先
受付開始 ６月21日
（水）
から
申込・問 NPO法人 CLIP in すわ
中村☎72−2837 長田☎79−4555

ひと・まちカレッジ
活動者の実践報告から市民活動の今を知
り、共通課題をテーマにフリーディスカ
ッションをします。
とき ６月27日
（火）
午後６時30分～９時30分
ところ ゆいわーく茅野
報告者 NPO法人 八ヶ岳森林文化の会
参加費 無料
問 ゆいわーく茅野（市民活動センター）
☎75−0633

茅野市では、次に挙げる市民の皆さまを
対象に、日常生活や健康状態を把握する
茅野のオタク集まれ!
ための調査を実施します。
～あなたの持っている趣味・特技が茅野を救う!?～
調査結果から、日常生活や健康づくりに
関して支援の必要性がある方を把握させ
「できることをできるときに！」を合言葉
ていただき、茅野市の介護予防事業など
に、すでに持っている趣味や特技がボラ
に反映させていただきます。また、調査
ンティア活動につながる！と気付くこと
にご回答いただいた方に結果などをお伝
ができる、ボランティア初心者講座。
えする予定です。
とき ７月９日
（日）
調査の主旨にご理解いただき、ご協力い
午前10時～12時
ただきますよう、お願いいたします。
ところ ゆいわーく茅野
調査対象
平成29年５月１日時点で、茅野市内の
参加費 無料
65歳以上のみで構成される世帯に属す
問 ゆいわーく茅野（市民活動センター）
る、介護認定を受けていない方。
☎75−0633
調査実施期間
平成29年６月末に、調査対象の方に調
査票を郵送予定です。
回答期限は、調査票にてご確認ください。
市民活動の基本的な知識を学び、市民活
回答後、返信用封筒にて返送してください。
動への理解と定着をすすめます。
調査結果
とき ７月12日
（水）午後７時～９時
平成29年10月頃、調査にご回答いただ
ところ ゆいわーく茅野
いた方に個別に調査結果を通知させてい
参加費 無料
ただく予定です。
問 ゆいわーく茅野（市民活動センター）
問 高齢者・保険課 高齢者福祉係
☎75−0633
（内線334）

市民活動講演会

情報ネットワーク
お知らせ、募集案内、イベント情報など
暮らしに役立つ情報をお届けします。
茅野市役所 ☎0266−72−2101(代表)
〒391−8501 塚原二丁目６番１号

♨

市営温泉施設「縄文の湯」
は次の日も営業します

尖石温泉「縄文の湯」は月曜日が定休日
ですが７月17日（月）海の日は休まず営
業しますのでどうぞご利用ください。
問 尖石温泉縄文の湯 ☎71−6080

農場区長の交代のお知らせ
玉川地区農場区の区長が平成29年４月
１日付けで交代となりました。新区長の
お名前は鷲見悟（すみ さとし）さんです。
ご連絡先となる電話番号は、090−2075
−3759です。これにより、広報ちの２
月号に掲載しました「平成29年茅野市
区長・自治会長名簿」の情報が変更とな
りますので、お知らせします。
問 パートナーシップのまちづくり推進
課コミュニティ推進係（内線142）

募

「茅野市行財政改革推進市民
委員会」の委員を募集します

市では、平成30年度からの第５次茅野
市総合計画の策定にあたり、多様化する
市民ニーズに的確に応え、質の高い行財
政サービスの提供を可能とする“持続可
能な市政経営”を行うための分野の計画
として、（仮）茅野市行政経営基本計画を
策定します。
この計画策定等にあたって、広く市民の
皆さんからご意見やご提言をいただくた
め、茅野市行財政改革推進市民委員会の
委員を以下のとおり募集します。
応募資格 満20歳以上の市内在住の方
募集人員 若干名
任期 ２年間 報酬等 市の規定による
申込方法
応募用紙に必要事項を記入し、郵送、Eメ
ールまたはFAXで企画財政課までご提出
ください。
※応募用紙の必要な方はご連絡いただけ
れば送付します。
※市ホームページから応募用紙のダウン
ロードができます。
募集期間 ６月20日
（火）
～７月７日
（金）
選考方法 応募用紙を参考に選考します。
※会議は原則として公開するほか、会議
録を市ホームページ等により公開しま
す。
提出先・問
企画財政課企画係（内線153）
Fax82−0236
E-mail：kikakuzaisei@city.chino.lg.jp
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