育児サークル
「ひよこっこクラブ」

＋

「子どもの夏の疾患」
について当院小児科
の佐藤医師が解説します。未就園児のお
子さんとご一緒に親子でご参加ください。
当院で出産された方以外のご参加も歓迎
です。
とき ７月３日
（月）午後１時30分～
ところ 諏訪中央病院
（第３・４会議室）
参加費 無料
（申込み不要）
問 諏訪中央病院 小児産科女性病棟
☎72−1000

諏訪中央病院
第234回ほろ酔い勉強会

＋

「出産子育て最前線2017」と題し、妊婦
さんや子育て中の家族が安心して暮らせ
る地域、医療について考えます。参加型
のシンポジウムも開催予定です。ぜひ気
軽にご参加ください。
とき ７月19日
（水）午後１時～
ところ 諏訪中央病院
（講堂）
参加費 無料
（申込み不要）※託児あり
問 諏訪中央病院 総務課 庶務係
☎72ー1000

シルバー人材センター
入会説明会・審査日程

説明会
審査会

７月12日
（水）午後２時～
７月21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 ずりあおう

〜不用品を活用し
あいましょう〜

ゆずります
学習机／一輪車／除湿器／竹製ラグ（カ
ーペット）／洋服・和・整理ダンス／赤
ちゃん用踏み台・ローチェア・衣装ケー
ス／空気清浄機／冷蔵庫／全自動洗濯機
／座卓／コタツ／電動折りたたみベッド
ゆずってください
登山用リュック・靴・雨具／田植え機
（
ポット式）／冷凍庫／スチームアイロン
／子ども用自転車（18インチ）／メトロ
ノーム／２人掛けソファ／室内用ブラン
コ・滑り台／テレビ／二槽式洗濯機／諏
訪の伝説
（書籍）
／ベビーベッド／芝桜の
苗／ミンサー
（ミソの豆用）
※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。

７ 月の納税等
◆固定資産税・都市計画税（２期）
◆国民健康保険税（２期）◆保育料
◆上下水道料金 ◆市営住宅使用料
◆後期高齢者医療保険料（１期）
【納期限・振替日 ７月31日（月）
】

歯科健診を受けましょう
～後期高齢者歯科健診～
対象者 昭和16年４月１日～昭和17年
３月31日生まれの被保険者
（平成28年
度に75歳になった方）
※案内通知など ６月下旬に対象者に対
し、案内通知と受診券を送付します。
健診期間 平成29年７月１日（土）
～平
成29年12月30日
（土）
健診費用 無料
※健診により治療が必要な場合は、その
治療費は本人負担となります。
対象医療機関 県歯科医師会所属の歯科医院
予約方法 対象医療機関へ直接予約をお
願いします。
受診時に必要なもの 受診券、
被保険者証
問 長野県後期高齢者医療広域連合
業務課 給付係 ☎026−229−5320

募

第59回茅野市美術展作品公募

搬入

７月15日
（土）午前10時～正午
午後から審査
ところ 茅野市美術館
（茅野市民館内）
公募種目 日本画、洋画、彫刻、工芸、
書、版画の６種
展示期間 7月16日
（日）
～23日
（日）
午前９時30分～午後６時 入場無料
搬出 ７月23日
（日）午後４時
※事前申込不要。搬入日に作品を持ち込
みください。
※開催事項等詳細は茅野市美術協会のホ
ームページをご覧ください。
問 茅野市美術協会 会長 福田文明
☎090−4418−5621

高校生の求人受付を
行っています

ハローワーク諏訪では、来春卒業予定の
高校生を対象とする求人の受付を行って
おります。諏訪・岡谷地域の高等学校に
おける就職希望者は、昨年度より増加す
ることが予想されますので、事業所の皆
様には採用に結びつけるためにも、ハロ
ーワークへの求人申し込みをお願いしま
す。少子高齢化が懸念される中、今後の
労働力不足を考えますと人材確保の好機
でもありますので、高校生の採用につき
まして、是非、ご検討ください。
申込・問 ハローワーク諏訪
（学卒担当）
☎0266−58−8609

ひきこもり家族教室
第１回 ７月６日
（木）内容：ひきこもりの
基本理解と関連疾患について等 会場：講堂
第２回 ８月２日
（水）内容：家族の対応と家
族の心の健康について等 会場：502会議室
とき 午後１時30分～４時
講師 長野県精神保健福祉センター職員
ところ 長野県諏訪合同庁舎
（諏訪市上川1−1644−10）
対象者 義務教育終了から39歳までの
ひきこもり状態の方のご家族で、教室
に両日参加できる方 ※ひきこもり当
事者の方はご参加いただけません。
申込方法等 ６月29日（木）
までに電話
申込。受付時に状況をお聞きします。
参加費無料。
申込・問 諏訪保健福祉事務所 健康づ
くり支援課 ☎57−2927

茅 野市の人口
総人口 55,871人 （−19）
男
27,888人 （− 7）
女
27,983人 （−12）
世帯数 22,844世帯（＋16）
（ ）内は前月比
平成29年６月１現在（茅野市独自推計）

C 市民館七夕飾り
夏のはじまりの風物詩“七夕飾り”が今年
も茅野市民館ロビーに登場します。
短冊を
飾って、お願いごとをしてみませんか？
とき ６月30日
（金）
～７月７日
（金）
午前９時～午後10時（初日午後1時～）
ところ 茅野市民館ロビー
■関連企画「スペシャル七夕ナイト」
とき ７月７日
（金）午後７時30分
ところ 茅野市民館ロビー
問 茅野市民館
☎82−8222 FAX82−8223

C

茅野市民館 みんなの劇場
「世界のトビラ」

■
「ねんど ねんど ねんど」
（ドイツ）
ねんどからつくりだされるいろいろな命。
※おすすめ４歳～
とき ７月22日
（土）午前11時
23日
（日）午前11時
■
「モビール」
（フランス）
天井から吊るされた５本のパイプと遊び、
音を奏でます。※おすすめ６歳～
とき ７月28日
（金）午後７時
■
「フォークがおどる」
（デンマーク）
やさしい音楽に誘われ、フォークがキラ
キラおどりだす。※おすすめ２歳～
とき ７月29日
（土）午前11時、
午後４時
30日
（日）午前11時
■各作品
ところ 茅野市民館（アトリエ、マルチ
ホール）
入場料：おとな
（高校生以上）
1500円、
こ
ども500円、
茅野市民館友の会会員1200
円 ※
「モビール」
のみペア2,500円
問 茅野市民館
☎82−8222 FAX82−8223

C 縄文アートプロジェクト2017
■平原綾香ライブ with 平原まこと
八ヶ岳JOMONライフフェスティバルを
締めくくるスペシャルライブ。実力派シ
ンガー
「平原綾香」
と、日本を代表するサ
ックス奏者である父
「平原まこと」
。２人
が奏でる豊かな響きをご堪能ください。
とき 10月22日
（日）午後５時30分開演
（午後５時開場）
ところ 茅野市民館マルチホール
チケット一般発売：７月22日
（土）
料金 6,800円
チケット先行予約
（茅野市民館 友の会）
：
７月15日
（土）
午後１時～７月21日
（金）
午後７時、料金6,300円
※未就学のお子様のご入場はご遠慮願い
ます。
申込・問 茅野市民館
☎82−8222 FAX82−8223

サマージャンボ
宝くじ等の発売

平成29年度
「サマージャンボ宝くじ」
、
「サマージャンボミニ１億円」
及び
「サマ
ージャンボプチ100万円」が下記のとお
り発売されます。今年のサマージャンボ
宝くじは１等・前後賞合わせて７億円、
同時発売のサマージャンボミニ１億円は
１等１億円、サマージャンボプチ100万
円は１等100万円です。
この宝くじの収益金は、長野県の販売実
績により配分され、市町村の明るく住み
よいまちづくりに使われますので、
長野県
内の宝くじ売り場でお買い求めください。
販売期間 ７月18日
（火）
～8月10日
（木）
発売場所 宝くじ売場
証票単価 300円
抽せん日 ８月20日
（日）
※詳細はお問い合わせいただくか、市ホ
ームページをご覧ください。
問 長野県市町村振興協会
☎
（026）
234−3611
広報ちの
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