春の全国火災予防運動が
行われます！
「忘れてない？ サイフにスマホに火の確認」
３月１日
（金）
から７日
（木）
までの１週間、
「春の全国火災予防運動」が行われます。
春先は空気が乾燥し、風の強い日が多く、
小さな火でも大きく燃え広がるなど、火
災が発生しやすい時季となります。また、
毎年お彼岸頃からたき火、お線香などに
よる枯草火災などが多く発生しています。
火災とならないよう、次のことに気をつ
けましょう。
・風の強いときの草焼きはやめましょう。
・火が消えるのを見届けるまでその場を
離れないようにしましょう。
・水バケツなどを用意し、万が一の際に
初期消火できるようにしましょう。
・たばこの吸殻は確実に消し、投げ捨て
はしないようにしましょう。
・家の周りには燃えやすいものを置かな
いようにして、放火されない環境を作
りましょう。
問 茅野消防署 ☎72−0119

茅野市学童クラブに不用品を
提供してください
茅野市では利用児童が増加しているため、
学童クラブを増設します。ご家庭で不用
になっているものを提供してください。
提供していただける場合は事前に下記ま
でご連絡ください。
希望品 子ども向けDVD、折り紙、折
り紙の本、画用紙、色鉛筆、お
ままごとセット
問 学校教育課 学務係（内線607）

小泉山体験の森活動パネル展

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

♨

市営温泉施設は
次の日も営業します

河原温泉「河原の湯」は木曜日が定休日で
すが、３月21日（木）春分の日も休まず
営業しますので、ご利用ください。
問 河原の湯 ☎79-6162

小泉山体験の森創造委員会と茅野市教育
委員会が整備した「小泉山体験の森」の
紹介や１年間の活動記録と写真、オオム
ラサキ保護活動の記録を展示します。
３月２日から４月１日までに65歳にな
とき ３月４日（月）〜３月15日（金）
る方を対象にしていますが、介護保険制
市役所の開庁時間中。ただし最終
度に関心のある方もご参加いただけます。
日は午後４時まで。
（申し込み不要）
ところ 茅野市役所１階ロビー
問 生涯学習課 生涯学習係（内線634） とき ３月12日（火）
午前９時30分〜11時
ところ 茅野市役所 ８階大ホール
問 高齢者・保険課
介護保険係（内線337）
平成31年度に実施する宮川第二保育園の大規模改修工事および、中大塩保育園の大規
模改修工事に伴う米沢保育園での合同保育の実施により、一時保育の実施園が下記の
「統計の日（10月18日）
」
の
とおり変更になります。現在、一時保育を利用されている方は、利用園の変更届出
募
標語を募集しています
が必要となりますので、宮川第二保育園または米沢保育園へお問い合わせください。
総務省では「統計の日（10月18日）」の周
３月28日（木）
〜
知を図るための標語を募集しています。
実施期間
〜３月23日（土）
2020年３月31日（火）（予定）
どなたでも応募できます。
宮川第二保育園
小泉保育園
募集期間 ２月１日
（金）
〜３月31日
（日）
実 施 園
米沢保育園
湖東保育園
詳しくは、総務省のホームページをご覧
ください。
※受け入れ人数は各園9名です。
※３月25日（月）〜３月27日（水）の期間は、受け入れ準備のため一時保育の利用を休
統計の日 標語募集
検 索
止させていただきます。
問 地域戦略課 広報戦略係（内線234）
問 幼児教育課幼児教育係
（内線622,623）、宮川第二保育園 ☎72−2589
米沢保育園 ☎72−6249

３月の介護保険制度説明会

一時保育の実施園が変わります

新入社員歓迎大会

放送期間
ビーナチャンネル
番組表

00分〜 行政インフォメーション
トピックス
20分〜 投稿ビデオコーナー
30分〜 文字放送
※午前６時〜翌日午前１時まで
１時間プログラムを繰り返し放送
しています。

放送内容

３月１日

●遊びの広場

〜３月７日

●博物館活動発表展イベントデー

３月８日

●３さいおめでとう！ミニ運動会

〜３月14日

●変身市場でよみフェスやろうよ！

３月15日

●小学校６年生を送る会

〜３月21日

●親子ものづくり教室

３月22日

●卒園式

〜３月31日

●交通安全教室

LCV11ch

基本放送スケジュール

こんにちは茅野市です

問

地域戦略課広報戦略係

☎72−2101（内線235）

今春、市内の各事業所に就職される新規
就職者の門出を祝い、「新入社員歓迎大
会」を開催します。
新入社員の採用を予定されている市内事
業所（企業・団体等）のほか、自営業等の
方などからの申し込みも歓迎します。
とき ４月11日（木）
午後１時30分〜３時45分
ところ 茅野市民館コンサートホール
申込期限 ３月８日（金）
申込・問 商工課 商業労政係
（内線434）
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甲信縄文フェスティバル・
シンポジウム
〜星降る中部高地の縄文
世界を知る〜
八ヶ岳山麓を中心とした縄文遺産群が日
本遺産に認定されました。この中部高地
の縄文世界を発信するイベントを開催し
ます。
とき ３月21日
（木・祝）午後１時〜４時
ところ 茅野市民館
内容 ①シンポジウム 基調講演
河合敦氏
（歴史作家）
②パネルディスカッション
山下裕二氏
（日本美術史家）
譽田亜紀子氏
（ライター）
小松隆史氏
（井戸尻考古館長）
③縄文文化の体験・展示コーナー
参加費 無料
主催 甲信縄文文化発信・活性化協議会
問 縄文プロジェクト推進室（内線233）

図書館
休館に関するお知らせ
休館日

３月４日
（月）
、11日
（月）
、18日
（月）、22日（金）、25日（月）
祝日開館 ３月21日
（木）
■茅野市図書館特別整理休館日
茅野市図書館では、特別整理期間中は休
館のため資料の貸出、リクエスト、レフ
ァレンス等の業務ができません。本・雑
誌の返却のみブックポストへお願いしま
す。視聴覚資料は破損の恐れがあります
ので、休館明けに直接カウンターまでお
持ちください。ご迷惑をおかけしますが、
よろしくお願いします。
期間 ４月12日
（金）〜４月21日（日）
問 茅野市図書館 ☎72−9085

「広報ちの」の自動配信も！
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きのこの菌打ち講習会を開催します

茅野市立地適正化計画策定に
関する住民説明会

近年の全国的な課題である少子高齢化や
森林整備の大切さと里山の恵みを知って
人口減少等に対応するため、茅野市では
もらうことを目的として、「市民の森」か
「茅野市立地適正化計画」の策定を進めて
ら切り出した間伐材を活用した、きのこ
います。この度、計画案をまとめました
の菌打ち講習会を開催いたします。ご家
ので、計画内容の概要説明会を行います。
とき ２月27日（水）
庭できのこの栽培、収穫にチャレンジし
午後７時〜８時30分
てみませんか。なお、菌打ちした原木は
ところ 茅野市役所 議会棟大会議室
参加者１名につき３本持ち帰ることがで
問 都市計画課 都市計画係（内線533）
きます。
事業用の空き土地・空き工場の
とき ３月17日（日）
情報提供のお願い
午前９時〜11時（雨天決行）
ところ 茅野市運動公園 焼肉広場
現在の堅調な景気回復を受けて、地元製
造業等の中小企業の皆さんから、工場増
参加費 １人1,000円（当日の受付時に
設や更新のための空き土地・空き工場の
集金します。）
相談が多く寄せられています。
講師 NPO法人 八ヶ岳森林文化の会
市では、ホームページを通じて空き土地・
対象 市内に在住、在勤または在学の小
空き工場の情報提供を行っていますので、
学生以上の方（１世帯につき２名
情報をお持ちの方はぜひ問い合わせ先ま
まで応募可）
でご相談ください。
茅野市役所
持ち物 作業のできる服装、手袋、木づ
情報提供・紹介
情報提供・紹介
情報提供窓口
ちまたは金づち
ものづくりネット茅野 検索
定員 40名（定員を超えた場合は抽選に
土地・空き工場
地元製造業等の
土地等の取引・交渉・
所有者
中小企業
なります。）
契約など
申込期間 ３月４日（月）までに、氏名、
地元不動産業者など
住所、年齢、電話番号を下記
問 商工課 工業・産業振興係
（内線433）
へお申し込みください。なお、
諏訪６市町村広域手話奉仕員
参加の可否は後日郵送にて通
養成講座
知いたします。
手話奉仕員養成講座は手話で伝えあう楽
問 環境課環境保全係（内線263）
しさを知り、地域のろう者と手話で日常
FAX82−0234
会話ができるようになることを目標とす
Eメール：kankyo@city.chino.lg.jp
る講座です。この講座は諏訪地域６市町
村の委託を受けた岡谷市社会福祉協議会
「茅野市農産物品目別
が実施します。
アドバイザー制度」について とき 2019年４月８日〜2020年３月
30日（祝日を除く毎週月曜日）
茅野市では、市内の新規就農者および市
全41回 午前10時〜正午
が推進する品目への生産転換希望の農業
ところ
おかや総合福祉センター
者に対し、熟練農業者がアドバイスを行
（諏訪湖ハイツ）202研修室
う制度を実施しています。
参加費 3,240円
（テキスト代・DVD付き）
対象品目 だいこん、キャベツ、パセリ、 対象 原則、次の３つの要件を満たす方
ホーレンソウ、ブロッコリー、セルリ
①諏訪地域６市町村に在住・在勤・在
ー、エンダイブ、ズッキーニ、菊、り
学の方
②手話の学習経験のない方
んどう、トルコギキョウ、カーネーシ
③全日程
（41回）
出席できる見込みの方
ョン、カスミ草、アルストロメリア
定員 20名（応募者多数の場合は選考と
計14品目
なります）
詳細および指導希望者は農業支援セン
申込期間 ３月４日
（月）
〜３月22日
（金）
ターまでご連絡ください。
申込・問 岡谷市社会福祉協議会
問 産業経済部農業支援センター
☎24−2121 FAX24−3555
（内線404）
http://www.okaya-shakyo.or.jp/

博

古文書相談会

皆さんの古文書学習における疑問・質問な
どにお答えします。鑑定等は行いません。
とき ３月16日
（土）
午後１時30分〜３時
ところ 総合博物館
講師 博物館職員
参加費 無料
（申し込み不要）
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300

博

プラネタリウム３月のテーマ
「天の川銀河」

エアドームで季節の星座のお話や宇宙の
映像を体験できます。テーマは毎月変わ
ります。３月
「天の川銀河」。
とき 土・日曜日および祝日。各日
午前10時30分〜と午後１時30
分〜の２回
ところ 総合博物館
定員 各回20名
（先着順）
参加費 要入館料
その他 整理券は、当日開館時より、お
一人につき1枚お渡しします。
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300

博

活動発表展イベントデー

博物館で活動する市民研究員、茅野ミヤ
マシロチョウの会、はたおりボランティ
ア「ねじばな」の作品や活動記録などを
展示する「活動発表展」最終日です。楽
しい体験ができる様々なイベントを行い
ます。先着100名様にさきおりコースタ
ーをプレゼントします。
とき ３月17日
（日）
午前９時〜午後３時30分
ところ 総合博物館
入館料 無料
■さきおり体験
花瓶敷などとして使える25㎝四方の作
品を織ることができます。
とき 午前10時〜午後２時
定員 時間内先着順
（申込み不要）
参加費 300円
■ワクワク科学工作
「電気モグラ」
、
「ガウスの加速器」
、
「元気
な鯛」など人気の科学実験や工作を体験
できます。
とき 午後１時30分〜午後３時
定員 時間内先着順
（申込み不要）
参加費 無料
■プラネタリウム特別投影
市民研究員天文グループが制作した番組
を投影します。
とき ①午前11時30分〜
②午後１時30分〜
③午後２時30分〜（各回35分間）
定員 各回20名
（先着順）
参加費 無料
その他 整理券は、開館時より、お一人
につき１枚お渡しします。
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300

茅野高校図書委員さんと楽しむ
わくわくおはなし会

薪用材お譲りします

尖

史跡公園の倒木をお譲りします。玉切り・
運搬はご自分でお願いします。先着順、
材が終わり次第終了。
とき ３月４日（月）
予備日 11日（月）
午前９時〜午後４時30分
ところ 尖石縄文考古館東駐車場
料金 無料
持ち物 運搬用車両、チェーンソー等
対象 茅野市民
その他 お一方軽トラック１台分までで
す。（量の制限あり）
問 尖石縄文考古館 ☎76−2270

八ヶ岳総合博物館
休館に関するお知らせ

博

茅野高校図書委員さんによるおはなし会
です。絵本や紙芝居などの楽しいおはな
しがいっぱいです。どなたでも参加いた
だけますので、ご家族・お友達をお誘い
あわせてお越しください。高校生のお兄
さん、お姉さんといっしょにおはなしを
楽しみましょう！
とき ３月28日（木）
午後４時30分〜５時
ところ 茅野市図書館１階 どんぐり図
書室 じゅうたんコーナー
問 茅野市図書館 ☎72−9085

茅野市図書館探検隊 〜図書館の
うらがわ のぞいちゃお！！〜

休館日

３月４日
（月）
、11日
（月）
、18日
（月）
、22日（金）、25日（月）
祝日開館 ３月21日（木）
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300

博

茅野市制60周年
八ヶ岳総合博物館30周年記念

「写真で見るむかしの茅野市
八ヶ岳総合博物館30年のあゆみ」

市内の家並みや生活風景の移り変わりが
感じられる昔懐かしい写真や、観光地や
行事の当時の賑わいが伺える貴重な写真
を約500点を掲載しています。
販売価格 2,500円
販売場所 総合博物館
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300

博

さきおりでランチョンマット

昔ながらの高機を使ってランチョンマッ
トを織ってみましょう！初心者の方も楽
しく体験できます。お気軽にご参加くだ
さい。
とき ３月９日（土）、10日（日）
いずれも午前10時〜11時30分と
午後１時〜２時30分の２回
ところ 総合博物館
講師 博物館はたおりボランティアねじばな
定員 各回５名（要申し込み）
参加費 400円
対象 小学校高学年以上（踏み木に足が
届く身長の方が対象になります）
※原則、お申し込み１回につき、
記名１名とさせていただきます。
申込開始 ２月20日（水）から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎73−0300

博

茅野市図書館を探検してみよう！
ふだんは入ることのできない書庫の見学
や、カウンターで本の貸出・返却など司
書の仕事を体験できます。
とき ３月24日（日）２回開催
※２回とも同じ内容です
１回目：午前10時15分〜午後０時15分
２回目：午後１時30分〜３時30分
ところ 茅野市図書館
対象 茅野市在住小学校３年生〜６年生
定員 各回５名
申込期間 ３月１日（金）午前10時〜
申込・問 茅野市図書館 ☎72−9085

星空観望会

季節の星座探訪と、大型天体望遠鏡によ
る見ごろの惑星・天体の観察を行います。
とき ３月９日（土）
午後７時〜８時30分
＊雨天曇天の場合は中止します
ところ 北部中学校天体ドーム（北部生
涯学習センター）
講師 博物館職員
定員 20名（要申込）
参加費 無料
申込開始 ２月20日（水）から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎73−0300

茅野市図書館
Big Bookおはなし会
読書ボランティアの小平昌彦さんと図書
館職員による、大型絵本だけのおはなし会
を開催します。季節のおはなしなど、楽し
いおはなしを用意してお待ちしています。
普段、家庭ではあまり馴染みのない大型絵
本をご家族みなさんで楽しんでください。
とき ３月30日（土）
午前10時30分〜午前11時
ところ 茅野市図書館２階 おはなしの部屋
問 茅野市図書館 ☎72−9085

尖石縄文考古館
休館に関するお知らせ

尖
休館日

３月４日
（月）
、11日
（月）
、18日
（月）、22日（金）、25日
（月）
４月１日（月）、８日（月）
祝日開館 ３月21日（木）
問 尖石縄文考古館 ☎76−2270

尖

ロビー展「史跡公園・竜神池
周辺の野鳥たち」

考古館・史跡公園・竜神池周辺にやって
くる野鳥を中心とした写真の展示を行い
ます。
とき ３月３日（日）〜３月31日（日）
ところ 尖石縄文考古館ロビー
料金 無料（館内をご覧の場合は観覧料
が必要です。）
問 尖石縄文考古館 ☎76−2270
広報ちの
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Light It Up Blue ちの 2019
関連企画「よるのどうぶつえん」

■よるのどうぶつえん
市民館の中庭にシカやクマ!?パネル動物
園が開園します。4月2日〜6日の夜（午
後7時〜10時）
にはライトアップします。
とき ３月24日
（日）
〜４月６日（土）
午前９時〜午後10時（初日はワー
クショップ終了後から）
ところ 茅野市民館中庭
料金 無料
■アートワークショップ「LIUBアーチを
かざろう」
動物園の入口アーチを動物型のシールで
装飾したブルーのパズルピースでつなぎ
ます。
とき ３月24日
（日）午後１時〜午後３時
ところ イベントスペース、中庭
料金 無料
主催 Light It Up Blue ちの実行委員会
共催 茅野市民館指定管理者 株式会社
地域文化創造
問 茅野市民館 ☎82ー8222

C

小さな子どものすてきな時間 その８
「０〜３歳に贈るコンサート
フルート＆チェロ＆ピアノ」

守

神長官守矢史料館
休館に関するお知らせ

休館日 ３月４日
（月）
、11日
（月）
、18日
入園前の子どもたち（０〜３歳）とそのご
（月）
、22日
（金）
、25日
（月）
家族へ、お芝居や音楽など、舞台との 初
祝日開館 ３月21日（木）
めての出会い を贈るシリーズ企画。小さ
なお子さんと皆さんが一緒に楽しめるフ
問 神長官守矢史料館 ☎73−7567
ルート・チェロ・ピアノのコンサートを
茅野市民館よりあい劇場
お届けします。
とき ３月30日（土）
2019→2020
午前10時30分開演／午後３時開演
アイデア＆パフォーマンス発表
（２回公演）
■エントリー募集
出演 大竹菜緒
（フルート）
、中西圭祐
（チ
ェロ）、片岡健人
（ピアノ）
地域に暮らす皆さんの持つアイデアを共
会場 茅野市民館マルチホール
有して文化の種を見つける、事業提案の
料金 こども500円、一般（小学生以上） プレゼンテーション「茅野市民館 よりあ
1,000円、ペア
（こども１名＋一般
い劇場」。
「こんなことしたい！」アイデ
１名）1,400円
アと、
「こんなことできる！」パフォーマ
【友の会会員】一般900円、ペア
ンスを発表してみませんか？
1,300円
※０歳からチケットが必要です
［募集部門］
問 茅野市民館 ☎82−8222
①アイデア部門（事業提案）：劇場で、美
術館で、この街で。あったらいいな、
アート×コミュニケーション茅野#４
やってみたいな。そんなアイデアを〈
美
「中学生がつくる美術展」展覧会
事業提案〉
として募集します。
いろいろな個性を持つ人たちが「まぜこ
②パフォーマンス部門：語ったり、歌っ
ぜ」にいる社会。
「違い」にふれて認めあ
とき ３月１日（金）
〜３月10日（日）
い、ひろく、ゆるく、つながっていく。
午前10時〜午後６時
たり、奏でたり、演じたり、踊ったり。
ともに生きる命とつながる感性あふれる
※最終日午後４時まで
興味のあること、伝えたいこと。そん
地域社会をめざし、毎年４月２日の「世
ところ 茅野市美術館 企画展示室
なあれこれを表現する人、募集します。
界自閉症啓発デー」に合わせ、市民館を
観覧料 無料
募集期間
２月20日
（水）
〜３月31日
（日）
青い光で包むライトアップと関連企画を
■ギャラリートーク
エントリー料 無料
実施します。
とき ３月２日（土）午後２時〜
発表日 ５月18日（土）
■点灯
観覧料 無料
市民館を青い光でライトアップします。
※午前10時〜正午に特別講座「中学生が
※詳細は茅野市民館までお問合せください。
つくる美術展をめぐって」
を開催します。 とき ４月２日（火）
問 茅野市民館 ☎82−8222
午後６時30分〜10時
問 茅野市美術館
（茅野市民館内）
※インターネットでのライブ配信あり
茅野市民館をサポートしませんか2018
☎82−8222
４月３日
（水）
〜５日
（金）
日常からドラマ
茅野市文化芸術推進事業
午後７時〜午後10時
美
みんなでワイワイ! おためしぶたい!!
ちのを編む みんなのサロン ところ 茅野市民館
料金 無料
■その２ どうやってるの？ 縄文遺跡の
であおう あそぼう つくりあおう をテ
■フィナーレ「みんなで奏でるリズム！」 ーマに、昨年12月から実施している舞台
発掘調査
個性を認めあい、命の鼓動を音にのせ、
とき ３月９日
（土）午前10時〜正午
をつくるワークショップでは、高校生か
みんなでリズムを紡ぎ、ライトアップの
ところ 茅野市尖石縄文考古館
ら70代まで世代を超えて多くの方が参加
フィナーレを飾ります。
話し手 茅野市発掘調査作業員・発掘調
しています。そのまとめとして、参加者
とき ４月６日（土）午後６時〜（点灯は
査補助員の皆さん
による舞台作品の試演会を開催します。
午後10時まで）
進行 小池岳史
（茅野市尖石縄文考古館係長）
定員 80名 ※事前にお申込みください。 ところ 中庭、テラス、ロビー、他
とき ３月３日（日）午後１時〜
料金 無料
（当日受付可）
ところ 茅野市民館マルチホール
ファシリテーター 塩澤知宏
（パーカッシ
料金 無料
料金 無料
ョニスト）
、
橋本禅
（パーカッショニスト）
■その３ 「食」でつなごう！ 地域のくらし
※詳細はお問合せください。
※点灯後、
「御諏訪太鼓保存会 湖響龍
とき ３月21日
（木・祝）午前10時〜正午
問 茅野市民館 ☎82−8222
夢」の太鼓演奏あり
ところ 豊平地区コミュニティセンター
■関連企画 つながる パネル展示
話し手 豊平地区ボランティアの会の皆さん
発達障がいなどいろいろな個性にふれる
進行 野明香織
（茅野市市民活動センター
パネル展示。当事者からのメッセージと
ゆいわーく茅野）、鈴木敦子（社会
ともに「まぜこぜ」の世界がひろがります。
福祉法人茅野市社会福祉協議会）
茅野市民館で、ワクワクするものが集ま
とき ３月17日（日）〜４月13日（土）
定員 15名 ※事前にお申込みください
り、食べたり飲んだりおしゃべりした
午後９時〜午後10時
料金 無料
り、アートを楽しむ市場と、とことん絵
ところ スロープ
問 茅野市美術館（茅野市民館内）
料金 無料
☎82−8222
本とよみきかせを楽しむフェスティバル
■関連企画 ドキュメンタリー上映＆ト
を開催します。ロビーからマルチホール
ークセッション
美
にかけて「変身市場」
「のんだりたべたり
ドキュメンタリー「Secret of Puka Puka」
ぺちゃくちゃする部屋」
「えほんをよむ
「ぷかぷかさんのいる町」の上映とトーク
とき 〜４月７日（日）※火曜休館
部屋」
「よみきかせ小屋」
の4つのエリア
セッションをします。
午前９時〜午後７時
が出現。よってらっしゃい！みてらっし
とき ４月６日
（土）
ところ 茅野市美術館 常設展示室
午後３時30分〜午後５時50分
観覧料 無料
ゃい！あさからばんまでいられるよ！
ところ マルチホール
■作家によるギャラリートーク
とき ３月17日（日）
料金 無料
とき ３月10日
（日）午後２時開始
午前10時〜午後９時
主催 Light It Up Blue ちの実行委員会
話し手 牛山政幸（彫刻家、日展会友）
ところ
茅野市民館マルチホール、
ロビー
共同主催 茅野市民館指定管理者 株式
参加費 無料
料金 入場無料（有料販売有り）
会社地域文化創造
問 茅野市美術館（茅野市民館内）
問 茅野市民館 ☎82−8222
問 茅野市民館 ☎82−8222
☎82−8222

C

C Light It Up Blue ちの 2019

C

C 変身市場でよみフェスやろうよ！

信濃美術をみつめる#６ 牛山政幸
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シルバー人材センター
入会説明会・審査日程
説明会

３月13日
（水）午後２時〜

審査会

３月22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

長野県岡谷技術専門校
情報システム科２年制
受講生募集
（授業料無料）
システムエンジニア・プログラマ・Web
技術者を目指す２年制の公共職業訓練受
講生を募集しています。
授業料は無料（教科書代等は実費）。訓練
施設はエプソン情報科学専門学校
（専門学
生として授業を受講）。
申込締切は３月７日（木）です。ハローワ
ークまでお申し込みください。
詳細は、岡谷技術専門校または、ハロー
ワークまでお問合せください。
問

岡谷技術専門学校

☎22−2165

ゆ ずりあおう 〜不用品を活用し
あいましょう〜
ゆずります
市松人形（ガラスケース入り）／女児用ス
キー板とストック（４〜６歳用）／オーブ
ントースター
ゆずってください
茶ダンス／カットグラス／掃除機／ノー
トパソコン
※金額は、無料〜5,000円の範囲です。
※チャイルドシートを無料で貸し出して
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。
※交渉後の結果および登録後の取り消し、
変更は必ず環境館へ連絡してください。
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。

３ 月の納税等
◆国民健康保険税
（10期）
◆上下水道料金
◆市営住宅使用料 ◆保育料
◆後期高齢者医療保険料
【納期限・振替日 ４月１日
（月）
】

＋ すわちゅう健康教室
テーマ「おさらいしよう。国民皆保険に
ついて」
国民皆保険とは。
濵口寛医師がわかりやす
く解説します。
お気軽にお立ち寄りください。
とき ３月７日（木）
午前11時〜11時30分
ところ 諏訪中央病院1Fエントランスホール
参加費 無料（申し込み不要）
テーマ「認知症について」
髙木宏明医師と専門知識を持った当院ス
タッフがやさしく、わかりやすくお話を
します。お気軽にお立ち寄りください！
ご質問・ご相談もお受けします。
とき ３月27日（水）午前11時〜正午
ところ 諏訪中央病院1Fエントランスホール
参加費 無料（申し込み不要）
問 諏訪中央病院 総務課広報調整係
☎72−1000（内線1557）

＋

育児中のママを対象としたサークル
「ひよこっこクラブ」

今回は「離乳食について」お話します。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 4月8日（月）午後１時30分〜
ところ 諏訪中央病院 講堂
参加費 無料（申し込み不要）
問 諏訪中央病院 小児産科女性病棟
☎72−1000

いきいき健幸ルーム
フラダンス講座受講者募集のお知らせ
４月からはじまるフラダンス講座の受講
者を募集します。
優しい動きと心地よい音楽で、心身とも
に穏やかな時間を過ごしてみませんか。
とき 2019年４月から７月までの全８
回（①４月３日、②４月17日、
③５月15日、④５月29日、⑤６
月５日、⑥６月19日、⑦７月３
日、⑧７月17日）
午後２時30分〜３時45分まで
（75分間）
ところ 茅野市高齢者福祉センター塩壷
の湯ゆうゆう館内「いきいき健
幸ルーム」（茅野市米沢）
対象 市内在住の65歳以上の方で、過
去に「いきいき健幸ルーム」にお
けるフラダンス講座未受講の方。
参加費 無料
講師 春原 薫 さん
申込期間 ３月11日（月）〜
平日午前８時30分〜午後５時15分ま
で、下記の申込先まで電話にてお申し
込みください。
申込・問 高齢者・保険課 高齢者福祉係
（内線334、335）

茅 野市の人口
総人口
男
女
世帯数

55,701人 （−63）
27,821人 （−25）
27,880人 （−38）
23,236世帯（− 4）

（ ）
内は前月比
平成31年２月１日現在
（茅野市独自推計）

美

第4期収蔵作品展「思いとともに」

とき

〜４月７日（日）※火曜休館
午前９時〜午後７時
ところ 茅野市美術館 常設展示室
観覧料 無料
■学芸員による作品解説会
とき ３月31日（日）午後２時開始
参加費 無料
問 茅野市美術館（茅野市民館内）
☎82−8222

家族ほのぼのサロン
精神障害者のご家族の会です。悩みや不
安、体験などを自由に語り合うことがで
きます。事前申し込みは不要で、どなた
でもご参加いただけます。
（毎月第２水曜
日に定例会を開催しています。）
とき ３月13日（水）午後１時30分〜
ところ ひまわり作業所 会議室
（茅野市宮川4297）
対象 精神障害者のご家族
参加費 300円（お茶代等）
問 NPO法人やまびこ会
☎73−2334

障がい者の方の自動車税・
自動車取得税の減免制度
について
県では、障害者手帳をお持ちの方で一定
の要件を満たす方の、自動車税・自動車
取得税の減免制度を設けています。詳し
くは南信県税事務所諏訪事務所までお問
い合わせください。
減免制度についてのホームページ
https://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/
kurashi/kenze/aramashi/aramashi/sho
gaisha/index.html
申込・問 長野県南信県税事務所諏訪事務所
〒392−8601 諏訪市上川１−1644−10
諏訪合同庁舎３階 ☎57−2905
E-mail:zei-suwa@pref.nagano.lg.jp

＋

ほのぼの透析クリニック
移転について

茅野駅ビル内で開設しておりました
「ほの
ぼの透析クリニック」
は平成31年３月23
日
（土）
をもって閉院し、３月25日
（月）
よ
り諏訪中央病院の１階外来透析室に統合
することとなりました。
問 諏訪中央病院 透析室
☎72−1000

第244回 ほろ酔い勉強会

＋ 「がんおしゃべりカフェ」
がんになったときのこと、自分の経験な
どがんに関する様々なことを気軽にお話
してみませんか？
とき ３月20日（水）午後２時〜４時
ところ 諏訪中央病院 講堂
参加費 無料
問 諏訪中央病院 総務課広報調整係
☎72−1000（内線1557）
広報ちの
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無料相談
相談の種類
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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。
日

時

相談場所

連絡先

備

考

特設人権相談
相談員：人権擁護委員

3/7（木）
10：00〜15：00

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、借地・借家・不動産ト
ラブル・相続登記等の不動産の相談、
家族・近隣関係・騒音・公害等の相談、
同和・男女差別等の相談。相談は無
料で秘密はかたく守られます。

法律相談【要予約】
相談員：
①鳥川 秀司 弁護士
②竹村
隆 弁護士

①3/5（火）13：00〜17：00
②3/13（水）13：00〜15：00
※電話予約は2/26
8：30〜

市役所7階
会議室

市民課市民係
（内線256）

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。

行政相談
相談員：行政相談委員

3/12（火）
9：00〜12：00

市役所7階
会議室

市民課市民係
（内線256）

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。

生涯学習課
（内線634）

日常生活全般の悩み事について相談
に応じます。日本人の方からの外国
籍市民に関わる相談も受け付けます。
相談語は、英語、ポルトガル語、タ
ガログ語、中国語、日本語です。

外国籍市民のための
相談

3/14（木）
10：00〜16：00

外国籍市民のための
日常生活相談及び
日本語教室

3/10・17・24・31
（日）
生涯学習課
13：00〜16：00
茅野市市民活動 （内線634）
※開催日が変更になる
センター
または、
場合もありますので、
相談員 岡元
（ゆいわーく茅野）
初めての方は、事前に
090-8846-0491
ご連絡ください。

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

3/6（水）
13：30〜17：30

市役所8階
相談室

商工課
（内線432）

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。

巡回労働相談
【要予約】

3/20（水）
12：30〜15：30

市役所7階
会議室

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

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。

司法書士法律相談
【要予約】

3/13（水）
15：00〜17：00

心配ごと相談

3/1・8・15・22（金）
9：00〜12：00

結婚相談

①3/2・16（土）
13：00〜16：00
②3/8・22（金）
18：30〜20：30

市役所7階
会議室

日常生活全般の悩み事について相談
に応じます。日本人の方からの外国
籍市民に関わる相談も受け付けます。
3月10日
（日）
（15時〜16時）
は中国
語が分かる相談員が在籍します。
併せて、日本語教室も開催します。

茅野市ひと・まち
茅野市社会福祉
プラザ２階
協議会
社会福祉協議会
☎73−4431
相談室

子育て、家庭、教育、
発達に関する相談

こども課
こども・家庭総合支援 こども・家庭相談係
子育てや家庭問題、いじめ、不登校
毎週月〜金曜日
拠点「育ちあいちの」（内線615・616・
などの教育相談や発達に関する相談
（祝日除く）
市役所6階
617） までお気軽にご相談ください。
8：30〜17：15
（こども課内） 発達支援センター
（内線618）

家庭教育相談

家庭教育センター
子育て、家庭教育相談から、いじめ、
毎週月〜金曜日
家庭教育センター 不登校などの教育相談までお気軽に
相談室
（祝日除く）
（ちの地区コミュニ ☎73−4151 ご相談ください。
9：00〜17：00
ティセンター北側）

女性のための相談
【要予約】

3/9（土）10：30〜、
電話予約時に
11：30〜、13：30〜、 会場等をお知
14：30〜
らせします。

家族・夫婦、職場や地域の対人関係、
家庭教育センター 夫や恋人（パートナー）からの暴力、
☎73−4151 その他いろいろな心配事について
一人で悩まずご相談ください。

保護司による
非行・犯罪相談
【要予約】

3/29（金）
10：00〜12：00

諏訪地区更生保護
サポートセンター
☎55−2786

広報ちの

2019.3

諏訪市公民館
302会議室

電話予約は平日10：00〜16：00受付。
必要な場合には適切な専門機関をご
紹介します。
お気軽にご相談ください。

