
来年の４月に長野県議会議員一般選挙、
茅野市長・茅野市議会議員一般選挙が執
行されます。市民にとって一番身近な選
挙であり、選挙に対する意識高揚をはか
るため講演と寄附禁止について大会を開
催します。
とき　平成31年１月26日（土）
　　　午後１時30分～
ところ　茅野市役所　議会棟大会議室
対象　有権者の方
問　選監事務局　選挙係（内線212）

多留姫文学自然の里創造委員会では、多
留姫の滝周辺の文学碑に刻まれた俳人・
歌人の思いを多くの人に感じていただく
ため、「多留姫文学俳句の会」を開催し
ます。原天明先生を講師にお招きし、俳
句・短歌を詠む際のアドバイスをいただ
きます。今回は、俳句・短歌の初心者を
対象に、どなたでも分かりやすく学んで
いただける内容となります。
とき　12月９日（日）午前10時～11時
ところ　中沢公民館
対象　小学校高学年からどなたでも
問　生涯学習課　生涯学習係（内線634）

毎年12月４日から10日までは「人権週間」
です。法務局と全国人権擁護委員連合会
では本年度の啓発活動重点目標を「みん
なで築こう人権の世紀　～考えよう相手
の気持ち　育てよう思いやりの心～」と
定めています。茅野市役所において「特
設人権相談所」を設けております。相談
は無料で秘密は固く守られます。予約は
不要です。
とき　12月６日（木）午前10時～午後３時
ところ　市役所７階705会議室
相談員　人権擁護委員
相談内容　毎日の暮らしの中で起こる
　　　　　さまざまな問題
　○「いじめ」「体罰」「不登校」「児童虐待」
　　「女性差別」などの問題
　○「家庭内（夫婦・親子・結婚・離婚・
　　扶養・相続等）」の問題
問　市民課　市民係（内線254）
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尖石温泉「縄文の湯」は月曜日が定休日
ですが、12月24日（月）天皇誕生日の振
替休日も休まず営業しますので、ご利用
ください。
問　縄文の湯　☎71ー6080

年末は、お酒を飲む機会が増えますが、
飲んだら絶対に運転しないと心に誓いま
しょう。
暗くなると、ドライバーから、歩行者・
自転車が見えにくくなります。早めにラ
イトを点灯しましょう。また、歩行者は
反射材を身に着けて、ドライバーから認
識されるようにしましょう。
積雪や凍結等、道路環境の悪化により事
故が起きやすくなります。ゆとりを持っ
て運転し、交通事故に遭わないよう十分
注意しましょう。
期間　12月１日（土）～12月31日（月）
運動のスローガン
　思いやり　乗せて信濃路　咲く笑顔
運動の基本
◇子どもと高齢者の交通事故防止
運動の重点
◇夕暮れ時と夜間の交通事故防止
◇飲酒運転の根絶
問　建設課交通安全係（内線512）

この事業は、宝くじの社会貢献広報事業
として、宝くじの受託事業収入を財源と
して実施している地域活動助成事業です。
自主防災組織が地域を災害から守るため
の防災活動に必要な資機材等の整備に助
成を行います。
　平成30年度は、公益財団法人長野県
市町村振興協会の助成金を活用し、安国
寺区が担架、バルーン照明器、リヤカー、
備蓄用毛布ほかの防災資機材を宝くじの
助成金で整備しました。
問　防災課　防災係（内線182）

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

●凍結防止帯の確認を！
　凍結防止帯の電源が入っているかどう
かご確認ください。コンセントに差し込
んだつもりでも、積雪等により外れてし
まうことがあります。
冷え込みが予想される
ときはもう一度ご確認
ください。
●節電機器の設置場所
　凍結防止帯の節電機
器を使用している場合、
節電機器が屋内や保温
された場所にあると、
冷え込んでも作動しま
せん。節電機器はなる
べく凍結防止帯のそば
でご使用ください。
●水道を凍結させてし
　まったら！
　凍結部分にお湯をかけて溶かす場合は、
タオルや布をかぶせ、その上からぬるま
湯をゆっくりかけてください。急に熱湯
をかけたり、直火を当てたりしますと、
凍ったところが破裂する恐れがあります。
●それでも水が出ない場合は
　施工業者または茅野市指定給水装置事
業者にご相談ください。※茅野市では現
在114社が指定給水装置事業者になって
います。詳細は、市ホームページまたは
水道課給水維持係へお問い合わせくださ
い。なお、市営水道以外の区域にお住ま
いの方はそれぞれの水道事業者にお問い
合わせください。
●不凍栓（水抜きバルブ）の操作方法
　停電等により凍結防止帯が作動しない
とき、または長期間家を留守にするため、
凍結防止帯の電気料を節約したいときは、
このバルブを閉めることにより水道管内
の水を抜くことができます。操作方法は
次のとおりです。
①不凍栓の頭のハンドルを「閉める」の
　矢印方向に回らなくなるまで閉める。
②水道の蛇口を開けて水道管内の水を抜く。
③使用を再開する場合は、水道の蛇口を閉
　め、不凍栓の頭にあるハンドルを「開け
　る」の矢印方向に回らなくなるまで回す。
※不凍栓が中途半端に開いていると水抜
　き穴から常時水が抜けるので、漏水と
　同じ状況になってしまいます。不凍栓
　は必ず全開か全閉にしてご使用くださ
　い。不凍栓の誤操作による漏水は料金
　軽減の対象になりませんので、特にご
　注意ください。
問　水道課　給水維持係
　　（内線665・666）

市営温泉施設は
次の日も営業します

宝くじの助成金で防災資機材を
整備しました

年末の交通安全運動が始まります

水道の凍結にご注意ください！茅野市明るい選挙推進大会

多留姫文学俳句の会

「第70回人権週間」と人権相談
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市内施設の12月、年末年始の休館日は以
下の通りです。
●図書館
　12月３日（月）、10日（月）、17日（月）、
　25日（火）、28日（金）～１月４日（金）
問　茅野市図書館　☎72ー9085
●尖石縄文考古館
　12月３日（月）、10日（月）、17日（月）、
　25日（火）、29日（土）～１月３日（木）
問　尖石縄文考古館　☎76ー2270
●八ヶ岳総合博物館
　12月３日（月）、10日（月）、17日（月）、
　25日（火）、29日（土）～31日（月）
　１月２日（水）～１月４日（金）
　※元日１月１日（火・祝）は、「博物館ま
　　つり」を開催し、無料で開館します。
問　八ヶ岳総合博物館　☎73ー0300
●神長官守矢史料館
　12月３日（月）、10日（月）、17日（月）、
　25日（火）、29日（土）～31日（月）
　１月２日（水）～１月３日（木）
　※元日１月１日（火・祝）は臨時開館し
　　ます。
問　神長館守矢史料館　☎73ー7567
●0123広場
　12月６日（木）、13日（木）、20日（木）、
　27日（木）、29日（土）～１月３日（木）
問　0123広場　☎71ー1661

地域の読書ボランティアさん、東海大学
付属諏訪高校の生徒さんと図書館職員に
よるクリスマスのおはなし会です。ブラ
ックパネルシアターや、大型絵本の読み
聞かせなど楽しいおはなしがいっぱいです。
おはなし会に参加してくれたみなさんに
はサンタさんから「ちょこっとプレゼント」
があります。
どなたでも参加いただけますので、ご家
族みなさんでお越しください。
なお、おはなし会終了後から、本を借り
た０歳～小学生の方にクリスマスプレゼ
ントを差し上げます。
プレゼントはなくなり次第終了です。
とき　12月22日（土）
　　　午前10時30分～11時30分
ところ　茅野市図書館２階　
　　　　おはなしの部屋
参加費　無料
問　茅野市図書館　☎72－9085

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　12月８日（土）、９日（日）
　　　いずれも午前10時～11時30分と
　　　午後１時～２時30分
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、申し込み一回につき、記
　　　　名一名とさせていただきます。
申込開始　11月20日（火）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

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　12月15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ー0300

やさしい科学工作を通じて、科学の不思
議さやおもしろさを体験してもらいます。
12月は「算数でマジック」。
とき　12月16日（日）
　　　午前10時～11時30分
ところ　総合博物館
講師　市民研究員実験工作グループ
定員　16名（要申し込み）
参加費　300円
参加資格　小学生以上
申込開始　11月20日（火）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

神長官守矢史料館周辺の冬鳥を観察します。
とき　12月24日（月・休）
　　　午前８時30分～10時30分
集合場所　神長官守矢史料館
講師　両角英晴さん（日本野鳥の会諏訪）
定員　20名
参加費　無料
申込開始　11月20日（火）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館　
　　　　　☎73ー0300

「オレンジ・カフェ」は、認知症の方やそ
の家族、支援する方が集い、話し合い、
情報交換する場です。事前申し込み不要
ですので、お気軽にご参加ください。お
飲み物をご用意してお待ちしています。
今回は、茅野市管理栄養士から『手軽な
食事の工夫』についてのお話があります。
とき　12月３日（月）
　　　午後２時30分～３時30分
ところ　ウエルシア茅野本町店
　　　　（茅野市本町西4604－1）
参加費　無料
対象　認知症の方やその家族、支援する方
問　高齢者・保険課　高齢者福祉係
　　（内線334、335）

12月２日から１月１日までに65歳にな
る方を対象にしていますが、介護保険制
度に関心のある方もご参加いただけます。
（申し込み不要）
とき　12月12日（水）
　　　午前９時30分～11時
ところ　茅野市役所　議会棟大会議室
問　高齢者・保険課　介護保険係
　　（内線337）

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
人ひとりの声が何よりも強い力となると
ともに、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（内線133）
　　茅野警察署　☎82ー0110

オレンジ・カフェ茅野　
12月の開催のお知らせ

12月10日～16日は北朝鮮
人権侵害問題啓発週間です

市内施設
休館に関するお知らせ

茅野市図書館　
メリークリスマスおはなし会
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さきおりでランチョンマット

12月の介護保険制度説明会

博

古文書相談会博

ワクワク科学工作博

冬の探鳥会博



季節の星座探訪と、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　12月15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　総合博物館
講師　博物館職員
定員　20名（要申し込み）
参加費　無料
申込開始　11月20日（火）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

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。12月「冬至の太陽」。
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
　　　※12月22日（土）～24日（月・休）
　　　　は午前のみ
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（当日分）は開館時よりお
　　　　ひとりにつき1枚お渡しします。
　　　　なくなり次第、配布終了。
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

まつぼっくりに色を塗ったり、飾りをつ
けたりして、自分だけのかわいいクリス
マス飾りを作ろう。
とき　12月22日（土）、23日（日・祝）、
　　　24日（月・休）
　　　※開館時間中、随時、体験できます。
ところ　総合博物館
料金　通常入館料
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

茅野市民館のロビーに大きなモミの木の
クリスマスツリーが登場。通りがかりに
楽しんでいただける企画もご用意します。
とき　12月３日（月）～12月24日（月・休）
　　　午前９時～午後10時（初日は午後
　　　１時～）
ところ　茅野市民館ロビー
料金　無料
問　茅野市民館　☎82－8222

昨年度「日常からドラマ 大発見！」から
生まれた参加者による創作脚本をもとに、
舞台をつくるワークショップを開催しま
す。「つくる人・やる人・みる人・ささえ
る人」いろいろな関わり方で、地域にでか
けて創作を豊かにしながら、みんなで一緒
につくります。最後に試演会を行います。
とき　12月22日（土）から３月３日（日）
　　　まで全11回
　　　※12月22日（土）午後1時30分～
ところ　茅野市民館アトリエ　他
講師　西田豊子さん、嶽本あゆ美さん、
　　　叶雄大さん
参加費　無料（事前にお申込みください）
※参加方法は自由です。時間等、詳しく
　はお問合せください。
問　茅野市民館　☎82－8222

マルチホールが赤ちゃん、小さな子ども
たち向けの遊びの空間になります。大き
な紙にお絵かきしたり、絵本の読み聞か
せやミニコンサートもあります。
とき　12月７日（金）午前10時～正午
　　　※時間内ならいつでもどうぞ
ところ　茅野市民館マルチホール
参加費　無料（申込不要）
問　茅野市民館　☎82－8222

「人」をテーマに収蔵作品の中から洋画、
彫刻、写真作品を展示します。
とき　～12月26日（水）
　　　午前９時～午後７時　※火曜休館
ところ　茅野市美術館　常設展示室
観覧料　無料
■きてみて！親子ギャラリーツアー
とき　12月９日（日）午前11時開始
参加費　無料
■学芸員による作品解説会
とき　12月23日（日・祝）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

受験資格
高等学校または中等教育学校を卒業（見
込み）の者、またはそれと同等以上の学
力があると認められた者。
願書受付期間
　平成31年１月17日（木）
　　　　 ～２月７日（木）（必着）
試験期日
　平成31年２月20日（水）
選考方法
（１）学科試験
　　　国語（現代文のみ）、数学Ⅰ、英語Ⅰ
（２）面接試験　
受験料　15,000円
問　諏訪中央病院看護専門学校　庶務係
　　☎73－8808

国税に関するご相談・ご質問は電話にて
お問い合わせください。
税務署へ訪問して対面でのご相談は、「事
前予約制」としております。
問　諏訪税務署　☎52－1390
　ご相談・ご質問は自動音声案内で「１」
　の番号を選択してください。
　事前予約は、自動音声案内で「２」の番
　号を選択してください。

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　12月12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

諏訪市にある長野県福祉大学校では、来
年度の保育学科の学生を募集します。
出願期間
　保育学科一般入試 前期試験
　　平成31年１月10日（木）～24日（木）
　保育学科一般入試 後期試験
　　平成31年２月25日（月）～３月７日（木）
試験日
　保育学科一般入試 前期試験
　　平成31年２月１日（金）
　保育学科一般入試 後期試験
　　平成31年３月12日（火）
募集人数
　前期試験、後期試験合わせて20名程度
問　長野県福祉大学校　教務室　
　　☎57ー4821
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博 星空観望会

クリスマスデコレーション

博

博

プラネタリウム12月のテーマ
「冬至の太陽」

茅野市民館をサポートしませんか2018
日常からドラマ

みんなでワイワイぶたいをつくろ！

C

C

C

まつぼっくりツリーをつくろう

美 第3期収蔵作品展
「そこにある姿」

募 諏訪中央病院看護専門学校
学生募集　一般入試Ｂ

平成31年度長野県福祉大学校
学生募集

諏訪税務署からのお知らせ

家族ほのぼのサロン

小さな子どものすてきな時間 関連企画
市民館であそぼう　　
　　小さな子どもの日

松樹路人《去りゆく夏に－静かな対話》
2001年　茅野市美術館蔵



個人事業税は、個人で製造業・請負業・
物品販売業・不動産貸付業・医業などの
事業を行っている方に課税される県の税
金です。
平成30年度後期分の納付書を11月中旬
に発送しますので、お手元に届きました
ら、納期限までに納めてください。
最寄りの金融機関窓口・県税事務所窓口
に加えて、コンビニエンスストア（納付額
が30万円以下の場合）でも納付していた
だけます。
納税に便利な口座振替制度もありますの
で、平成31年度の個人事業税の納付か
らぜひご利用ください。
問　課税・制度について
　　　長野県南信県税事務所（伊那合同
　　　庁舎内）☎0265－76－6807
　　納付について
　　　長野県南信県税事務所諏訪事務所 
　　　（諏訪合同庁舎内）☎57－2905

家族の介護を行う、労働者の仕事と生活
との両立を支援するための介護休業制度
をご存知ですか。就業規則になくても取
得できます。
・介護休業は、対象家族１人につき、　
　通算93日、３回まで取得可能
・介護のための所定外・時間外労働及び
　深夜業の制限並びに所定労働時間短縮
　等の制度があり、事業主は労働者から
　求められた場合、これらの支援措置を
　講ずる必要があります。
・通院、デイケアなどへの送り迎えに利用
　できる介護休暇も年間5日間とれます。
問　長野労働局雇用環境・均等室
　　☎026－227－0125

テーマ「詳しく知りたい！エコノミーク
ラス症候群」
「健康に気を付けたいけれど、どんなこと
をしたらいいの？」濵口医師が楽しく、
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　12月６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「全身の健康は、お口のケアから！」
歯や口のケアと全身の健康の関わりが注
目されています。歯科医師、衛生士がわ
かりやすく解説します。 
とき　12月20日（木） 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）

最低賃金制度は、最低賃金法に基づき、
国が賃金の最低額を定め、使用者は、そ
の金額以上の賃金を労働者に支払わなけ
ればならないとされている制度です。長
野県内の事業場で働く全ての労働者に適
用される「長野県最低賃金」が、平成30年
10月１日から時間額821円に改正され
ました。この機会に、賃金の確認をして
みてください。
なお、対象となる賃金は、通常の労働時
間・労働日に対応する賃金で、臨時に支
払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当及
び家族手当などは含まれません。
また、賃金の引上げに向けた中小企業へ
の助成金等支援制度がありますので、ご
活用ください。
問　長野労働局雇用環境・均等室
　　☎026－223－0560
　　岡谷労働基準監督署　☎22－3454

長野県青年司法書士協議会では、空き家
問題に関する電話相談会を下記のとおり
開催します。
とき　12月16日（日）
　　　午前10時～午後４時
電話番号　0120－448－788
　　（当日のみの専用（臨時）の番号です）
※相談は無料、秘密は厳守します。
　事前問合せ先　☎0265－48－5586

このブランチ交流会は、長野県「ウイメ
ンズカレッジ」の委託事業として実施し
ます。同じ悩みや想いをお持ちの受講者
同士で楽しく交流していただけたらと思
っています。
講座名　「ライフスタイルデザイン基礎講座」
ところ　岡谷市　あいとぴあ
実施日　１回目　11月１日（木）
　　　　２回目　12月６日（木）
対象者　離職中・子育て中の女性など
内容　体験談、ブランチ交流会、自己理
　　　解ワークなど　
参加費　受講料と託児　無料（ブランチ
　　　　交流会のご負担金500円は別途。）
問　株式会社キャリアトラスティング
　　☎026－214－0010

諏訪湖及びその周辺河川の自然環境保全
に関する事業・活動を行う方へ助成金（給
付の可否・金額は審査によって決まりま
す）を給付します
対象となる活動
　2019年４月～2020年３月の期間に
　行う活動
応募期間
　平成30年10月～平成30年12月末日
助成金額
　１件当たり５万円～30万円程度で必要
　と認められる金額
問　八十二銀行法人部
　　☎026－224－6113

説明会　12月12日（水）午後２時～
審査会　12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

ゆずります
ひな人形（段飾り、ケース入り）／五月人
形（ケース入り）／オイルヒーター／東洋
蘭の鉢／ダイニングテーブル（イス付き）
／レコード／こたつ／学習机／和ダンス
／反射式ストーブ

ゆずってください
洗濯機／シングルベッド／座布団（10枚）
／ペットゲージ／掃除機／掛時計

※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。でお知
らせします。 野市の人口茅

総人口　55,737人　（－67）
　男　　27,833人　（－33）
　女　　27,904人　（－34）
世帯数　23,164世帯（－38）

◆市県民税（４期）◆市営住宅使用料
◆国民健康保険税（７期）◆保育料　
◆後期高齢者医療保険料（６期）
【納期限・振替日　12月25日（火）】

月の納税等12

（　）内は前月比
平成30年11月１日現在（茅野市独自推計）

司法書士による「空き家問題110番」
～もう空き家は放置できない!?～

長野県委託事業
女性向けブランチ交流会
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ずりあおうゆ ～不用品を活用し
　あいましょう～

すわちゅう健康教室＋

長野労働局からのお知らせ

シルバー人材センター
入会説明会・審査日程

「公益信託高島環境
　　　ボランティア基金」
助成金給付先募集について

長野県内最低賃金のお知らせ
個人事業税（後期分）の納期限は
11月30日（金）です



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。無料相談

法律相談【要予約】
相談員：
　藤森　誠二 弁護士

行政相談
相談員：行政相談委員

人権相談
相談員：人権擁護委員

司法書士法律相談
【要予約】

心配ごと相談

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。

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。

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。

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。

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。

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。

家族・夫婦、職場や地域の対人関係、
夫や恋人（パートナー）からの暴力、
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。

結婚相談

家庭教育相談

女性のための相談
【要予約】

外国籍市民のための
　　　　　　　　相談

12/11（火）
9：00～12：00

12/6（木）
10：00～15：00

12/20（木）
10：00～16：00

12/5（水）
13：30～17：30

市役所7階
会議室

市役所7階
会議室

市民課市民係
（内線256）

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
（内線634）

市役所8階
相談室

商工課
（内線435）

電話予約時に
会場等をお知
らせします。

12/4（火）
　13：00～17：00
※電話予約は11/27
　　　　　　8：30～

12/12（水）
15：00～17：00

12/7・14・21・28（金）
9：00～12：00

①12/1・15（土）
13：00～16：00
②12/14・28（金）
18：30～20：30

12/8（土）10：30～、
11：30～、13：30～、
14：30～

毎週月～金曜日
　　　（祝日除く）
9：00～17：00

家庭教育センター
☎73－4151

家庭教育センター
☎73－4151
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外国籍市民のための
　　日常生活相談及び
　　　　　日本語教室

毎週日曜日
13：00～16：00
※開催日が変更になる
場合もありますので、
初めての方は、事前に
ご連絡ください。

茅野市社会福祉
協議会

☎73－4431

茅野市ひと・まち
プラザ２階
社会福祉協議会
相談室

子育てや家庭問題、いじめ、不登校
などの教育相談や発達に関する相談
までお気軽にご相談ください。

子育て、家庭、教育、
発達に関する相談

毎週月～金曜日
　　　（祝日除く）
8：30～17：15

こども・家庭総合
支援拠点

「育ちあいちの」
市役所6階
（こども課内）
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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。
毎月第2日曜日（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。

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

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）

こども課
こども・家庭相談係
（内線615・616・     
　　　　　　617）
発達支援センター
（内線618）

生涯学習課
（内線634）
または、
相談員　岡元
090-8846-0491

茅野市市民活動
センター

（ゆいわーく茅野）

ふるさとハローワーク 
☎　72-2029　
FAX　73-7933　

地域職業相談室 茅野駅前
ベルビア２階

木曜日を除く毎週月～
　 土曜日（祝日除く）
10：00～17：30

税務相談所【要予約】
下諏訪商工会議
所会館２階

（下諏訪町4611）
☎28－6666 主催：関東信越税理士会諏訪支部

毎月第２水曜日
　　　（３月を除く）
10：00～12：00




