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特集「こて絵」
蔵に描かれた伝統と文化

茅野市内にある蔵を見ると、屋根の切り妻の下の壁に絵が描かれた蔵を見つけることができ

ます。その絵は蔵の持ち主や左官職人の様々な思いが形になったもの。蔵の減少が著しい今、
茅野市に残る文化「こて絵」を見つめます。

笹原地区や糸萱地区の蔵

を眺めると︑絵が描かれた

蔵を多く見ることができま

さまざまなこて絵の紹介

茅野市内には様々なこて絵があります︒

それらのこて絵をいくつか紹介します︒
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す︒それは﹁こて絵﹂とい
しっくい

います︒漆喰を用いて作ら
こて

れた絵で︑左官職人が使用

する鏝を使って仕上げるこ

とからその名が付きまし
た︒

こて絵は︑蔵を作った際

に︑左官職人が施主にお礼

として縁起物を描いて送っ

たとされています︒絵柄は︑

大黒︑恵比寿︑鶴︑亀︑龍︑

鷹等々︑多種多様で︑様々

な祈りや願いが込められて
いるといいます︒

近年︑こて絵を貴重な文

化財として研究する機運が

高まり︑市外からも興味を

持った人が来るようになり

ました︒笹原地区では︑こ

て絵を見て巡る企画
︵写真︶

も行われており︑注目され

始めました︒そんな茅野市

に残る貴重な文化の一部を
紹介します︒

龍の絵。立体的に描かれています。
（笹原地区）

大黒。美しい色のまま残されてい
ます。
（笹原地区）

蔵に添えられた絵
姿も思いも絵の数だけ
こて絵と過ごして
年今でも新たな発見が

さんの蔵には恵比寿様︑虎︑ 恵比寿様のこて絵の竿紐が

昔ながらの佇まいが残る笹原集落︒ほとんどの家に蔵があり︑

本物の紐だと言われて︑驚

さおひも

す︒最近見学に来た人から︑

うさぎなど︑四方向にこて

いたそうです︒漆喰自体に

笹原地区に住む吉江生子

はどのようにこて絵を見つめているのでしょうか︒笹原集落の

絵が描かれています︒米作

色がついているので︑ 年

しっくい

皆さんからお話を聞きました︒

りをしていた義父母が︑米

猫好きへプレゼント

程経った今でも絵の色は落

縁起物の鼠とともに

しっくいかべ

を守るために板蔵に漆喰壁

ちていません︒

笹原公民館のすぐ近くに

できた当時のことはほと

だと言います︒

描かれた蔵があります︒中

んど覚えてなく︑気づいた

とても珍しい猫のこて絵が
島剛司さん・伴子さん夫妻

50

そうです。

らそこにあったと言いま

の時の御柱年に描かれたものだ

しっくいかべ

３．
虎が描かれたこて絵。干支が虎

の蔵です︒蔵に漆喰壁を塗

本物の糸です。

る際に︑伴子さんが猫好き

れたこて絵。この絵の釣り糸は

であったことから︑それを

２．
恵比寿様が鯛を釣る様子が描か

をつけた際に描かれたもの

板倉や土蔵と様々な紋様のこて絵が見られます︒くらの持ち主

３
２

１．
蔵の持ち主である吉江生子さん

知った左官屋さんがつけて
くれたものだといいます︒
よくみると猫の横にねず
みがいます︒ねずみは縁起
ものであり︑きっと左官屋
さんが縁起物ということで
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書いてくれたんだと思うと
話してくださいました︒
１

鶴。頭や翼が立体的で今にも飛び
出しそうです。
（糸萱地区）

うさぎが飛び回る様子が描かれて
います。
（笹原地区）

大黒。笹原地区の絵とは同じ大黒
でも色味が違います。
（鋳物師屋地区）

50

▲中島剛司さん・伴子さん夫妻と猫の鏝絵

会を行っていました︒集められた

術を学ぶために茅野市横内出身の

長八さんに憧れて︑その高い技

を送る習慣が根付いたこと︑この

蔵の施主へお礼の印としてこて絵

者がいたこと︑そして左官職人が

ができます︒こて絵に興味がある
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伝え︑思う︒
伝えた人︑描く人︑残す人
こて絵の文化を伝えた人︑描く人︑写真に残した人︒
それぞれの行動がこて絵の文化を繋いできました︒
そして今もこて絵の文化を残そうとしている人たちがいます︒

宅の 裏 庭 に 設 け た 仕 事 場 ︵ ア ト

この貴重な文化を︑これからも紡ぎたい ―
そんな共通の思いが感じられます︒

こて絵の文化を広げた

こて絵の歴史は江戸時代に遡り

左官職人は︑競ってその技術を学

リ エ︶に左官職人を集めて︑講習

ます︒伊豆生まれの入江長八さん

びました︒

小川天香さん

という人物が︑鏝で描く絵を芸術

小川天香さん︵雅号・本名善弥︶

二つが要因で茅野市内の多くの蔵

小川天香さんという優れた先覚

は上京︑長八さん亡きあとの高弟

にこて絵が描かれたのだと考えら

の域まで開花させました︒

今泉善吉さんに師事し︑東京の帝

れています︒
現在︑天香さんの作品は︑茅野

国劇場の壁画︑京都では京都七条
駅の御便殿の装飾に携わりながら
そして習得したこて絵の技術を

方︑高校生や大学生も足を運んで

駅前にある﹁天香館﹂で見ること

持ち帰り︑諏訪地域の人々に教え

いるとのことです︒

腕を磨きました︒

たとされています︒冬場には︑自

小川天香さん（写真左）と天香さんと親交の
深かった俳人 小平雪人さん（写真真ん中）
と篆刻家 浜源吉さん（写真右）

魚藍観音（茅野市美術館蔵）
小川天香作

上諏訪温泉浜の湯にあったが工事によ
り殷され、その後、復元されました。
現在は天香館に飾られています。

天香館（茅野駅前）

市内で最も若い描ける職人

病気を持ちながらも残した記録

こて絵の写真保存に熱意

した︒そこで︑同じく左官職人の

残そうとする人も少なくなり︑職

く作る人はほとんどいないですね︒

人としての仕事があり︑それと共

刻であるこて絵が残ることを願い

あるそうです︒少しでも漆喰の彫
ながら︑依頼があると大きいも

した︒現在︑芦田さんが撮影した

してこて絵の記録を本にまとめま

テストで賞をもらっています︒そ

ます︒その写真の一枚が写真コン

家 を 一 日 に ２件 ほ ど 回 っ た と い い

写真を撮るために︑こて絵のある

さんの作品を見てもらおうと思っ

香館を作り︑興味のある人に天香

ことがきっかけで善弘さんは︑天

てほしいとお願いしました︒この

弘さんに熱心に天香の作品を見せ

と出会いました︒芦田さんは︑善

のことを知り︑孫である善弘さん

た︒

る方たちに大きな影響を与えまし

亡くなりましたが︑こて絵に関わ

た︒残念ながら病気の悪化により

も︑こて絵の活動を行ってきまし

芦田さんは︑病気を患いながら

写真は八ヶ岳総合博物館に寄贈さ

その活動の最中に小川天香さん

います︒

たといいます︒

芦田さんが撮影した写真をまとめた本

れ︑貴重な資料として保管されて

らこて絵の写真を撮り始めました︒

て 絵 が あ る じ ゃ な い ﹂と の 言 葉 か

え て い る と こ ろ で 奥 さ ん の﹁こ

定 年 を 迎 え ︑ 何 を し よ う かと 考

に引っ越してきました︒

したが涼しい場所を求めて茅野市

まれた方です︒東京で働いていま

こて絵の写真保存に熱心に取り組

兵庫県出身の芦田吉美さんは︑

こて絵・蔵の将来をどう思う
﹁絶やさないのが一番︑気持ち
としては絶やしたくない︑でもな
か な か 難 し い で し ょ う ね ︒﹂ と 下
平悟さんは言います︒
歳

下平さんは︑茅野市玉川在住で︑
親方であるお父さんの影響で
年くらい前

矢沢正利さん︵茅野市本町︶にお

人も減っている︒このままでは先

大蔵ができる左官は︑ほとんど

に絵の技術を教えることは難しい

が細っていく一方です﹂︒左官職

こて絵もできるそうですが︑大蔵

の か ら 小 さ い ものまで下平さん

しっくい

悟 さん

を作ってほしいと頼まれたことも

した別荘の方に家の前につける絵

最近では︑こて絵めぐりに参加

といいます︒

﹁蔵を壊す人は多いけど︑新し

までできる職人は減っています ︒

がきっかけだそうです︒

願いして︑教わりながら覚えたの

その当時はこて絵はできませんで

依頼された仕事がありましたが︑

のことで︑大黒をつけてほしいと

こて絵を始めたのは

から左官職人一筋でやっています︒

18
下平

は描かれています︒
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吉美 さん

芦田

10

下平さんがこて絵を描いている様子
漆喰で盛った後の色をつける作業

広 島 平 和の 旅
わたしたちが広島で感じたこと
茅野市では︑非核平和事業の一環として︑市内の４中
学校の２年生を対象に非核平和への想いを作文にしてい
ただき︑最優秀賞に選ばれた８名を８月に広島へ派遣し
ています︒
広島市で行われる﹁広島平和記念式典﹂への参列︑平
和記念資料館等の見学や被爆された方から直接お話を聞
くなど︑平和の大切さを学んでいます︒
８名の中学生が広島平和の旅を通じて感じたことや平
和への想いをご紹介します︒

ち かげ

千景
さん

平和の種から
花を咲かせるために
東部中学校 ２年２組
た なか

田中
８月６日︒私
たちは平和記念
式典に参列しま
した︒印象的だ
ったのは︑こど
も代表の方たち
の﹁私たちは無
力ではないのです︒
﹂
という言葉
でした︒平和につながることは
身近なところにたくさんあり︑
たしかに中学生の私たちも無力
ではないと︑あらためて思いを
強くしました︒
式典の後︑８・６証言の集い
に参加しました︒被爆された方
は︑ただ不幸なだけでその後の
人生を送るのではなく︑幸せを
求めて強く生き抜いた方がいた
ことを知り︑胸の苦しさからほ
んの少し解放され︑人間の強さ
や︑生きていくことの尊さを感
じました︒被爆者達の思いは︑
私には到底理解の及ばないもの
だと思います︒だからこそ︑私
たちは戦争について学び続け︑
風化させることなく語り継ぐ努
力をしなければなりません︒
この三日間の旅は︑私の心の
中の平和の種に確かに水を与え
てくれるものでした︒それと同
時に︑平和を訴える前に︑もっ
ともっと戦争の歴史や事実を知
る必要があると思いました︒こ
れからも決して目をそらさず︑
無関心にならず︑平和について︑
命の尊さについて考えていこう
と心を新たにしました︒そして
生かされている私にできること
を精一杯やろうと思いました︒

うら

な

優奈

ゆ

貴重な経験

み

さん

私は︑学校で
原爆の学習をし
て︑実際に原爆
の被害を受けた
広島へ行き︑も
っと深く知りた
いと強く思って
いました︒
平和記念式典へ行き︑直接見
て聞いたりすることができて良
かったです︒子供代表の子が読
んだ平和へのちかいの言葉がす
ごく心に残りました︒
平和記念式典のあとに８・６
証言の集いで被爆者の話を聞き
ました︒忘れず色んな人にも伝
えられたら良いなと思いました︒
そして︑とうろう流しで私は︑
平和と宮島の鳥居を書き︑平和
になるように願い︑広島にしか
ない貴重なものなどは︑いつま
でも残ると良いなと思いながら
書きました︒そして︑願いを込
めて︑流すことができました︒
長野では︑体験することので
きない原爆の跡を実物で見たり︑
被爆者の話を聞いたりできて良
かったです︒また︑資料や教科
書にはのっていない被爆者の話
なども知ることができたと思い
ました︒もう二度と核兵器のな
い世の中にしていきたいと思い
ました︒
一つの原子爆弾でどんな大き
な被害の大きさなのか︑そして︑
広島・長崎に投下された原子爆
弾は︑どんな感じだったのかに
ついても︑長野県の人やこのこ
とについてあまり知らない人に
も伝えていき︑広めたいと思い
ました︒

三浦

忘れられない言葉

さん

長峰中学校 ２年１組

いずも

東部中学校 ２年２組
なが た

長田

今年の夏︑私
は広島に行き戦
争や原爆がもた
らした被害や亡
くなった方︑残
された方の悲し
みを知りました︒
平和記念式典や原爆ドーム︑資
料館の見学など様々な場所に行
きましたが︑一番心に残ってい
るのは七十三年前胎内被爆をさ
れた寺田さんのお話です︒
七十三年前寺田さんはまだ四
ヶ月で母トメ子さんのお腹の中
にいました︒広島に原爆が投下
された時︑爆風により近くの家
の窓が割れガラス片が飛んでき
てトメ子さんの目に刺さり失明
してしまいます︒その時の広島
は苦しむ人や誰かを探す人の声
が飛びかい︑目の前で何人も人
が死んでいくまさに地獄のよう
な世界でした︒
﹁子供のためにどうしても生き
てやります﹂
私はこの言葉を今も
覚えていますしこれからも忘れ
ないと思います︒トメ子さんは
そう言いました︒お腹の中にい
る寺田さんのため︑他の二人の
子供のために私ができるのは死
ぬことなんかじゃないと後々寺
田さんに話されていたそうです︒
日本は戦後七十三年︑平和な
国だと言われていますが今日も
ニュースで人が殺されたと言っ
ています︒人には話し合うとい
う他の種族にはできない手段が
あります︒争いではなく話し合
いで解決できる社会︑それこそ
本当の平和と言えるのではない
でしょうか︒
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さん

広島平和の旅で学んだこと

ひろ

茉洋

ま

長峰中学校 ２年３組
おお く ぼ

大久保
この広島平和
の旅ではたくさ
んの大切な事を
感じたり︑学ん
だりすることが
できました︒二
日目に﹁８・６
証言の集い﹂に参加し︑初めて
被爆者の方の話を聞きました︒
もし自分だったらとても耐えら
れないと思いました︒一度でた
くさんの大切なものを奪ってし
まう原爆はやはり恐ろしいもの
だと感じました︒たくさんのも
のを奪い︑壊し︑人の心に深い
傷を作ってしまうような兵器が
まだ世界のどこかにあると思う
ととても怖いです︒
三日目に原爆の子の像を見に
行きました︒そこに学校で折っ
た折り鶴をかけて来ました︒原
爆で亡くなった子供達はきっと
つらくて︑苦しくて︑悲しかっ
たと思います︒自分よりも幼い
子たちが原爆で恐ろしい思いを
し︑亡くなっていったことを思
うととても切ない気持ちになり
ます︒
私は今まで戦争について深く
考えることが少なかったけれど︑
今回この広島平和の旅でたくさ
んの物を見たり感じたりして︑
平和の大切さについて考えるこ
とができました︒戦争が終わっ
ても︑戦争で傷ついた心は治り
ません︒戦争がなく︑兵器が使
われない平和な世界にするため︑
自分たちが何をしていけば良い
のかを考えていきたいです︒私
はいつまでも平和な世界を願っ
ています︒

かな

え

奏重

非核平和の旅に
参加してみて
永明中学校 ２年１部
こ だいら

小平
さん

広島で聞く
﹁非
核平和﹂
や
﹁平和﹂
などの言葉は︑
一つ一つに重み
があり普段聞い
ている
﹁戦争﹂
な
どとは違う言葉
に聞こえてきました︒
一番心に残っているのは︑２
日目に参加した︑平和記念式典
のこども代表の二人の発表です︒
二人の声はとてもインパクトが
強く︑世界の人たちに届けてい
るのではなく︑世界の人たちの
心に届けている︑届いている気
がしました︒二人の考える平和
とは︑今を生きる人たちが変わ
っていくこと︑ただ未来がある
だけでなく︑その未来に夢や希
望など︑もてることがあること
で︑私が今まで考えていた平和
とは全然違い︑その違いから︑
改めて平和への思いを実感しま
した︒そして︑今も私の心に残
り響き続けています︒
広島から遠く離れた茅野市で
今︑私たちが平和な生活ができ
ているのは︑﹁平和な未来をつ
くろうと懸命に生きてきた広島
の人々︒
﹂の存在があり︑毎年︑
平和への思いを世界に届けてく
れている人々の思いが世界の
人々へ届いているからだと思い
ました︒広島の人たちだけでな
く︑全ての人が戦争について考
え︑次の世代へと伝承していく
ことが必要だと︑この旅を通し
て実感しました︒そして︑体験
してきたこと︑体験できたこと
全てに感謝の気持ちでいっぱい
です︒

さん

ちひろ

さん

私は８・６証
言の集いに参加
し︑初めて原爆
によって障害を
負った人の気持
ちを聞いた︒聞
くうちに︑自分
もその人生を体験している気持
ちになった︒
私がお話を聞いた方の名前は
川下ヒロエさんと言う︒まだ母
親の胎内にいる時に被爆したた
めに頭が小さく生まれる﹁原爆
小頭症﹂の患者の一人だ︒身体
や知能の障害を伴う症気で︑体
がつくられる前の被爆のため︑
体全体に障害を負う︒
﹁生まれる
前に何も知らないまま負った障
害で人生がつらい︒
﹂と川下さん
は言っていた︒
私は︑原爆のことも︑被爆者
のことも︑その人がその時どん
な気持ちだったのかも︑考える
ことはほとんどなかった︒だけ
ど︑今までの人生で原爆投下が
一番身近に感じたこの旅で︑考
えが間違えていたことを知った︒
被爆者の方のお話を聞いて︑人
生を体験しているような気持ち
になるからこそ︑原爆の記憶は
つながっていくのだと思う︒
原爆を知る人が少なくなって
いく今︒でも︑式典では外国の
方の姿をたくさん目にした︒こ
れだけ︑世界中の多くの人が平
和を願っているのだ︒
この三日間で学んだことは︑
私の心にずっと残ると思うし︑
絶対に忘れてはいけない︒広島
から離れた長野の人々がもっと︑
恐ろしい出来事について︑知り︑
考え︑平和について理解を深め
てくれることを私は願っている︒

朝倉

あさ くら

原爆について学ぶ

あや め

綺女

平和を造る

おぎ はら

私が今回広島
へ行って感じた
ことは︑まだこ
の世の中は﹁平
和﹂ではないと
いうことです︒
８・６証言の
集いでは今も後遺症がある方が
お話をしてくださいました︒今
まで知っているつもりでいた原
爆のこと︒でもこの証言の集い
で知らないことが多かったです︒
きっと広島から離れれば離れる
ほど原爆についての正しい知識
がない人が増えていくはずです︒
そこで私は︑
﹁伝えなきゃ﹂
と危
機感を覚えました︒そう思った
私は被爆者の方に
﹁原爆を知らな
い人に一番伝えたいことは何で
すか？﹂
と聞きました︒その答え
は
﹁日本だけでなく世界が平和に
なること︑そして核兵器をなく
すこと︒
﹂
でした︒核兵器をなく
すことが平和への第一歩である
と被爆者の方は言っているので
す︒
世界中の人を動かすことは難
しいけれど周りの人を変えるこ
とはできると思います︒だから
私はこの体験を周りの人に伝え
て七十三年前のことを風化させ
ないようにしたいです︒一度犯
してしまったこの悲劇を二度と
繰り返さないために少しでも世
界平和を祈りながら今を生きて
いくことや原爆を語りついでい
くことが私たちの使命なのでは
ないでしょうか︒世界中に本当
の平和が訪れるのはいつなのか︒
その平和を訪れるのを待つので
はなく自分たちが造れるような
人になりたいと感じました︒

荻原

広島平和の旅で得たもの

さん

北部中学校 ２年３部

な

真奈

ま

北部中学校 ２年２部

た

永明中学校 ２年１部
なが

長田
この広島平和
の旅で得たもの
は︑私の中では
とても大きなも
のとなりました︒
八月六日︑私
は生まれて初め
て広島を訪れ平和記念式典で黙
祷を捧げました︒うだる暑さの
中︑日本全国︑そして世界中か
らこの日この時の為に集まった
人々が静かに︑そして深い祈り
を込めた黙祷の時間はこれまで
幼い頃からテレビの前でしてい
たものとは全く違いました︒
平和記念公園にある原爆ドー
ムを見た時は体が固くなり︑震
えていました︒日常の中ではＣ
Ｇを使いもっとグロテスクな画
像や物語を目にする事はあるけ
れど︑それは画面をシャットア
ウトすれば消えてしまいます︒
七十三年前に広島でおきた悲劇
は決して忘れてはいけないと強
く心に刻みました︒忘れてしま
えばまた︑同じ事をくり返して
しまうからです︒
私の生まれ育った世界唯一の
被爆国日本︒その過去の上に今
の日本があります︒８・６証言
の集いを通して︑実際に被爆し
た方のお話は︑やっぱり︑世間
ではあまり知られていないこと︑
私の知らないことなども聞け︑
かつ説得力があります︒語りべ
の方は︑あと十年後にはいなく
なると言われています︒この貴
重な機会を無駄にしないように︑
今回の旅で得たことを二度と同
じことがおきないように次の世
代にも伝えていきたいです︒

2018.11
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平成

１万円︑前年比で３６８０万円の増となり

歳 入

平成 年度の決算状況をお知らせします︒
市では︑健全な財政運営が求められる中で︑限られた財源を有
効かつ計画的に支出し︑さまざまな分野において︑たくさんの
事業を実施しました︒
皆さんから納めていただいた税金など︑市に入ったお金がどの
ように使われたのかご紹介します︒

ります︒なお︑市債は将来にわたって返済

８万円の減︑防災行政無線デジタル化更新

ました︒市民一人あたりに換算しますと︑

（一般会計）

8
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広報ちの

年年
度度
茅茅
野野
市市
のの
財財
政政
状状
況況

市に入ったお金は︑一般会計で２３３億３４６１万円

この結果︑歳入歳出差引残額から翌年度

市が使ったお金は︑一般会計で２２３億３６３３万円

市に入ったお金︵歳入︶は︑一般会計で

への繰越金を除いた実質収支額は︑９億６

歳入
歳出
２３３億３４６１万円となり︑前年度に比

０８０万円の黒字となりました︒

歳入の主な減少理由は︑ひと・まちプラ

基金
︵市の預金︶
の状況

市債
︵市の借金︶
・

べ４億５１７５万円減少しました︒
ザの建設に伴う借り入れの減などによる市
債４億１３００万円の減︑退職手当基金か
らの繰り入れの減などによる繰入金２億８
１５１万円の減などです︒
歳入割合のトップを占める市税は︑市民
税︵個人・法人︶が８３３３万円の増︑固

平成 年度末の市債残高は︑２６６億９
５１１万円︑前年比で９億１４６５万円の

定資産税が６９２５万円の増などにより︑
総額８４億９６３３万円︑対前年比１億４

減となりました︒市民一人あたりに換算し

一方︑市が使ったお金︵歳出︶は︑一般

しなければなりませんが︑返済額のうち約

ますと︑約４８万円の借金があることにな

８０１万円の増となりました︒

会計で２２３億３６３３万円となり︑前年

６割は︑地方交付税として毎年の返済額に
応じて国から市へ交付されます︒

度に比べ３億９３０２万円減少しました︒
歳出の主な減少理由は︑ひと・まちプラ

平成 年度末の基金財高は４１億２９６

工事の減などによる消防費２億３０００万

約７万円の預金があることになります︒

ザ建設事業の減などによる総務費７億６２

円の減などです︒

43億4233万円
（18.6％）

21億477万円
（9.0％）

地方交付税

国庫支出金

84億9633万円
（36.4％）

市に入ったお金

諸収入
15億4963万円
（6.6％）
市 債
17億7730万円
（7.6％）

税

市

繰越金
10億6098万円
（4.6％）

その他
28億5541万円
（12.3％）
県支出金
10億4638万円
（4.5％）

29

29

歳入 233億3461万円
繰入金
1億148万円
（0.4％）

29

29

※万円未満を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。

農林水産業費
4億4673万円（2.0％）

【歳入】
市税…皆さんから市に納めていただいた税金
（個人･法人市民税、固定資産税、軽自動車税、
市たばこ税、都市計画税、入湯税など）
地方交付税…国が徴収した所得税などの税金の
中から、
市の財政状況に応じて交付されたお金
国庫支出金…特定の目的のために、国から交付
されたお金
市債…大きな事業を行うために、国や金融機関
から借り入れたお金
諸収入…講座受講料や冊子の売上金など、他の
科目に分類されない様々な収入
繰越金…前年度から繰越されたお金
県支出金…特定の目的のために、県から交付さ
れたお金
繰入金…一般会計以外の会計や基金から繰り入
れたお金
その他…分担金および負担金、使用料および手
数料、財産収入、寄附金、地方譲与税、地方
消費税交付金などの各種交付金

歳出 223億3633万円
その他
3億1750万円（1.4％）

消防費
7億9081万円
（3.5％）
衛生費
13億6776万円
（6.1％）

歳 出

ことばの説明

民生費

商工費
17億2560万円
（7.7％）

73億1868万円
（32.8％）

教育費
21億7440万円
（9.7％）

市が使ったお金
（一般会計）

総務費
26億1329万円
（11.7％）

土木費
27億8015万円
（12.5％）

公債費
28億142万円
（12.6％）

【歳出】
民生費…社会・老人・児童福祉、生活保護など
の経費、後期高齢者医療・国民健康保険特別
会計への繰出金など
公債費…市の借金である市債の元金、利子の返
済金
土木費…道路・河川の新設や改良などの経費
総務費…市の全般的な管理事務などの経費
教育費…小･中学校の管理運営､生涯学習などの
経費
商工費…商工業の振興や観光業の振興などの経
費
衛生費…保健予防、環境美化やごみ処理などの
経費
消防費…消防、防災対策などの経費
農林水産業費…農林業の振興や土地改良事業な
どの経費
その他…議会活動の経費、災害によって生じた
被害の復旧などの経費

※万円未満を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。

市債の状況【一般会計】
28年度末残高

29年度償還額

29年度借入額

29年度末残高

276億976万円

26億9195万円

17億7730万円 266億9511万円

基金の状況【一般会計】
28年度末残高

29年度取崩額

29年度積立額

29年度末残高

40億9281万円

4272万円

7952万円

41億2961万円

※茅野市が関わるその他の会計の決算状況等については、
各会計担当課へお問い合わせください。

平成29年度の主な事業
・ちの観光まちづくり推進機構（茅野版ＤＭＯ）の設立準備 ・生活道路・幹線道路整備事業
・宮川茅野地区まちづくり整備事業 ・小江川警報装置設置 ・蓼科湖・白樺湖遊歩道整備事業
・北山・小泉保育園リノベーション事業 ・スケートセンターウォームアップ施設屋根膜張替
・諏訪広域公立大学事務組合の設立
など

八ヶ岳JOMONライフフェスティバルの開催

問
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財政係

2018.11

コワーキングスペース（ワークラボ八ヶ岳）の整備

☎72−2101（内線154・155）

小平奈緒選手 凱旋祝賀パレードの開催

講座

第４回認知症予防講座の受講生を募集します
問

高齢者・保険課

高齢者福祉係

☎72−2101（内線334・335）

65歳以上の方を対象として、頭と体を同時に刺激するようなゲーム要素のある運動を中心とした「認知症
予防講座」を開催します。栄養や口腔ケアの話も聞ける計10回の講座です。認知症の原因ははっきりわか
っていませんが、「認知症になりにくい」生活習慣はわかってきています。「認知症になりにくい」生活
習慣を学んで、早い時期から認知症の予防に取組みましょう。なお、今回募集の講座では、新規受講者枠
（15名定員）と過去の本講座受講者再受講枠（15名定員）により募集します。
とき 平成31年１月９日
（水）
からの
毎週水曜日全10回
午後２時〜午後３時30分まで
第１回
（詳細は右表）
第２回
ところ 茅野市運動公園 柔道場（茅野市
第３回
玉川500番地）
持ち物 筆記用具、水分補給のための飲み物
第４回
定員 30名
第５回
参加費 無料
第６回
募集期間 11月26日
（月）
から、電話で高齢者 第７回
福祉係までお申込みください。
第８回
※受付時間は、平日
第９回
午前８時30分〜午後５時15分までです。 第10回
※定員になり次第締め切ります。
なるべく10回すべての講座を受講してください。

お知
らせ

寄附募集の届出が不要に
なりました
問 総務課 行政係☎72−2101（内線132）

寄附募集の届出制度の廃止について
これまで、市内で不特定多数の人を対象に街頭募金
等の金銭物品等の寄附募集を行う場合、事前に市へ
の届出が必要でしたが、
「茅野市金銭物品等の寄附募
集に関する条例」の廃止に伴い、平成30年10月１
日から市への届出が不要となりました。
これから寄附募集を行う方へ
届出の手続きは不要となりましたが、寄附募集を行
うに当たっては、引き続き、健全な募集行為及び金
銭物品等の適正管理をお願いします。
平成30年９月30日までに寄附募集の届出をされた
方へ
平成30年９月30日までに届出をした寄附募集につ
きましては、平成30年10
月１日以降も寄附募集行為
終了後、これまでどおり報
告手続きが必要となります
ので、寄附募集行為終了届
出書の提出をお願いします。

認知症予防講座日程表
日 程
１月 ９ 日
１月16日
１月23日
１月30日
２月 ６ 日
２月13日
２月20日
２月27日
３月 ６ 日
３月13日

内 容 等
開講式、オリエンテーション等
あたま&からだの運動等
認知症予防と食べ物の話
あたま&からだの運動等
あたま&からだの運動等
あたま&からだの運動等
あたま&からだの運動等
口腔ケアの話、あたま&からだの運動等
あたま&からだの運動等
あたま&からだの運動等
まとめ、閉講式

お知 上川橋道路工事による
らせ 通行規制のお知らせ
問 建設課 建設関連・バイパス対策係 ☎72−2101（内線522）
長野県諏訪建設事務所 ☎57−2939

上川橋線の道路工事に伴い、下記のとおり通行規制
を行います。ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご
協力をお願いします。
規制区間 中央公民館前〜茅野町交差点
規制期間 2018年９月〜2019年７月
規制内容 片側交互通行（歩行者通行可）
※夜間工事は全面通行止めあり
・工事期間中は渋滞が予想されますので、国道20
号等への迂回をご検討いただきますようお願いし
ます。
・通行規制は工事の進捗により、区間・内容が変わ
ります。現場の案内に従って通行してください。

広報ちの

2018.11
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お知
らせ
問

松くい虫による森林被害防止の
ための情報提供のお願い
農林課

林務係

☎72−2101（内線405）

松くい虫被害は、
マツノマダラカミキリにより媒介され
るマツノザイセンチュウによって引き起こされ、
それま
で健康だったマツを急激に枯らします。
現在市内におい
て松くい虫被害はまだ確認されていませんが、
早期発見
及び被害拡大防止のため情報提供をお願いいたします。
◆松くい虫とは
クロマツやアカマツを枯らす森林病害虫を松くい虫と
呼びます。松くい虫被害をおこす原因は、マツノザイ
センチュウという微生物で、センチュウはマツノマダ
ラカミキリにより運ばれます。
被害木は葉が赤褐色又は黄褐色に枯れあがり、最後に
は葉が全て落ちてしまいます。また、幹を傷つけた際
に松ヤニがでないことも特徴です。

松くい虫被害木

マツノマダラカミキリ

葉が赤く枯れてしまっている。
（写真：長野県林業総合
センター提供）

全長２〜2.5㎜。赤褐色の体に
白黒のまだらがある。触角は
体の1.5〜２倍程度。

お知
らせ
問

外出が困難な方
（高齢者）
、
パソコン
を習いませんか
〜スタッフがお手伝いをします〜

問

都市計画課都市計画係

☎72−2101（内線534）

茅野市では、諏訪南行政事務組合が予定している諏訪
南リサイクルセンターの建設に伴い、都市計画の変更
を行います。都市計画の変更案の作成にあたり、市民
の皆さんの意見を反映させるため、計画の閲覧と公聴
会を開催します。
閲覧を行う都市計画原案の内容は、茅野都市計画ごみ
処理場の変更（諏訪南リサイクルセンターの追加）です。
この公聴会は、富士見町都市計画公聴会と同時開催と
なります。
また、公述の申出がない場合は、公聴会を中止し、その
旨を市のホームページでお知らせします。
とき 【原案の閲覧】11月９日
（金）
〜11月30日
（金）
午前８時30分〜午後５時15分
（土曜・日曜・祝日を除きます）
【公聴会】12月１日
（土）午前10時〜
ところ 【原案の閲覧】茅野市役所４階 都市計画課
【公聴会】茅野市役所 議会棟１階 大会議室
対象 【公聴会】公聴会で意見を述べることができる
方は、当該都市計画案に関わる地域の住民その他利
害関係を有する方とします。
申込期間 【公聴会】11月９日
（金）
〜11月22日
（木）
午前８時30分〜午後５時15分
郵送による締切は11月22日
（木）必着

イベ 『高齢者パソコン広場』
参加者募集
ント

茅野市地域情報化推進ネットワーク「ちのメルトモＩ
Ｔ
クラブ」事務局 茅野市情報プラザ（公立諏訪東京理科
大学 生涯学習センター内）☎82−7602

問 茅野市地域情報化推進ネットワーク「障害者・高齢者パソ
コン広場」部会事務局茅野市情報プラザ（公立諏訪東京
理科大学 生涯学習センター内）☎82−7602

茅野市情報プラザで開かれている「高齢者パソコン
広場」に参加したいけれど、会場へ出向くことが困
難な障害等を持っている方々の住まい宅や施設等を
訪問し、パソコンの基礎知識や操作等の習得をお手
伝いします。

気軽にインターネットを使ってみませんか？インター
ネット
（情報の閲覧）
はとても楽しいものです。身近な
道具として、パソコンを活用してみませんか？興味の
ある方は講習会の見学にお越しください。諏訪６市町
村の皆様、申込みをお待ちしています。
講習会は、市民活動組織「茅野市地域情報化推進ネッ
トワーク」の「障害者・高齢者パソコン広場」部会会
員のボランティア活動によって行われています。

内容 パソコンの取り扱いと簡単な文書の作成
（Windows10での講習）
訪問 日数は10日間程度で、１日２時間程度。当
会の会員が２名で訪問し、お手伝いします。パソ
コンのない方はこちらか
らノートパソコンを持っ
ていきます。
参加費 原則無料
申込期間 随時
問い合わせ時間
日曜日 午後２時〜４時
（高齢者パソコン広場
休講時を除く。
）
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（４か月間）
の毎週日曜日
とき 平成30年12月〜翌３月
午後２時〜４時
（全13回）
（予定）
ところ 茅野市情報プラザ（公立諏訪東京理科大学
生涯学習センター内）
参加費 テキスト代 1000円
（講習会初日にお支払い
いただきます。
）
対象 諏訪地域在住で原則60歳以上の方
（身体に障害
のある方は60歳未満可、要相談)
定員 先着10名
（水・土・日曜日の何れかで申込み希
望の方の面談を行います。
）
申込期間 11月８日
（木）
〜11月21日
（水）
問い合わせ・面談時間 水曜日・土曜日・日曜日
午後２時〜４時（年末年始を除く。事前に電話で申
し込み。
）

11／23

（金・祝）

Open!!

茅野市運動公園国際スケートセンターは、小平奈緒選手の平昌（ピョンチャン）オリンピックでの功績をたたえ、
今年度から愛称が「NAO ice OVAL」となりました。それに伴い、11月23日（金）午後６時から看板のお披
露目を行います。当日ご来場いただいた方には、記念の缶バッチをプレゼントします。多くの皆さんのご来場
をお待ちしております。
シーズンの営業日時は以下の通りとなります。
とき 11月23日（金）
〜２月17日（日）期間中無休予定（天候により営業できない日もあります。
）
午前８時〜午後８時30分（年末年始は始業時間が変わります）
※11月23日（金）祝日は、午後６時から
ところ 茅野市運動公園国際スケートセンター
入場料 大人800円、高校生600円、子供（小・中学生）400円、付き添い100円
（回数券、期間券もあります。
）
申込・問 茅野市国際スケートセンター ☎72−5815
スポーツ健康課
（総合体育館内） ☎72−8399

トレーニング室利用者登録説明会のお知らせ
総合体育館トレーニング室を安全に利用し
ていただくために、毎月３回説明会を行い
利用者登録を行なっております。市内、
市外のどなたでも参加できます。参加
いただく為には事前の予約が必要にな
ります。総合体育館受付窓口、または、
電話での予約をお願いいたします。なお、
当日定員に余裕があるときのみ、当日予約を受けます。
説明会の後はトレーニング室を無料で体験していただ
けます。
（トレーニング室内の器具の使い方の説明はありません）
とき 11月 8日（木）午前10時〜10時30分
11月14日（水）午後２時〜２時30分
11月20日（火）午後７時〜７時30分
12月 6日（木）午前10時〜10時30分
12月12日（水）午後２時〜２時30分
12月18日（火）午後７時〜７時30分
ところ 茅野市総合体育館トレーニング室
対象 高校生・一般
（小学４年から中学生は保護者又は
指導者の同伴が必要です）
定員 各回20名
申込・問 スポーツ健康課スポーツ健康係 ☎72−8399
総合体育館受付窓口 ☎71−1645

ビーナチャンネル
番組表

LCV11ch

茅野市行政チャンネル「ビー
ナチャンネル」はＬＣＶ11ch
で放送しています。
放送内容・時間等は予告なく
変更する場合があります。

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。
地域戦略課広報戦略係

毎年、茅野市運動公園国際スケートセンターオープン期
間中
（11／23〜2／17）
に使用できます「茅野市運動公園
国際スケートセンター入場券」をこども課窓口にて発行
しています。
今年度も減免申請となりますので、
ご利用予
定の方は下記項目をご確認していただき、11月1日から
〈こども課窓口〉
にて発行いたしますのでご利用ください。
【対象者】
①ひとり親家庭等の児童
②特別児童扶養手当受給対象児童（付き添いの必要な児
童は、付き添いの方１名も対象になります。
）
【
「茅野市運動公園国際スケートセンター入場券」の発行について】
使用料減免申請書を下記申請場所
（茅野市役所こども課）
へ提出していただくことにより、入場券を発行します。
持ち物 印鑑、
児童扶養手当証書
（ある方のみ）
、
特別児童
扶養手当証書
（ある方のみ）
【利用方法】
・茅野市運動公園国際スケートセンター入場券を受付窓
口に提示してください。
・万が一、入場券を忘れてしまった場合は、スケートセ
ンター受付に於いて証書の提示と共に「利用料減免申
請書」へ必要事項を記入していただき、後日入場券を
提出していただきます。
※ 手当証書提示 だけでは入場できません。必ず、
こども
課窓口にて入場券の発行を受けてください。
申請場所・問 こども課 こども・家庭支援係
☎72−2101（内線614）

放送期間
11月1日
〜11月7日
11月8日
〜11月14日

基本放送スケジュール

問

国際スケートセンター使用料の減免申請について

11月15日
〜11月21日
11月22日
〜月末

てれびーな

こんにちは茅野市です

放送内容

●自然観察路開通式/親子で巣箱作り
●ドキドキ科学サイエンスショー
●尖石縄文まつり 2018
●花炭と焼き芋づくり
●子育て支援講座レッツベビーダンス
●茅野市民館をサポートしませんか2018
●茅野市国際スケートセンターオープンのお知らせ
●高原の都市
（まち）
エコフェスタ2018
●湧水見学会
●蓼科汚水幹線進捗状況とマンホールカード
●男性の元気力向上と社会参加のための講座 男の元気塾
●多留姫文学自然の里 餅つき大会

☎72−2101
（内線235）
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区・自治会の女性役員登用状況調査結果について
茅野市男女共同参画推進会議
男女が共に創る住みよい地域社会の実現に向けて、毎年、区長・自治会長を通じて、女性役員の登用状
況調査をしています。以下に調査結果の一部を紹介します。結果の詳細
は、市のホームページに掲載していますので参考にしてください。
○調査対象 100区・自治会
【各区・自治会の女性役員登用状況】
いる
H21

15

いない

無回答

46

37

【アンケートより抜粋 ご意見・ご感想】
・男女に拘ることなく役員を選出して行くべ
27
73
H25
きだと考えています。
27
73
H27
・今後少子高齢化が増々進む中で役員になっ
26
63
11
H29
てくれる方が少なくなっていくので、女性
の役員登用を積極的に進めたいと思います。
23
64
13
H30
・ボランティア作業（力仕事）等も多くあり、
現状あまり多くの女性を登用できないのが
【平成30年の女性役員の内訳】
現状です。会議その他は、女性の意見が聞
けて効果は大きいと思います。
H30，7人
三役
・会議の時間が家事の忙しい時間と重なり会
H29，11人
議に出席しづらいと思われます。時間の調
整は難しいです。
H30，48人
議員
・小さな地区では、複数役の兼務など、毎年
H29，45人
いろいろな役が回ってきており、出ること
H30，2人
も多いです。今までに例がないので急には
公民館長・主事
難しいと思われるが、女性ができる役は多
H29，3人
少なりともお願いしています。
・どの区でも区長をはじめとした役員は、か
【女性の意見を取り入れるために行っていることがありますか（複数回答可）】
なりの負担があることから、家族の理解が
ないと進めることができません。また家庭
女性の意見を聞く場を設けている
9人
が犠牲にならないような仕組みづくりが重
女性を対象としたアンケート等を行っている
1人
要と考えます。区会などへ女性枠を設ける
などして、意見を吸い上げられるようなこ
区民や自治会員の意見を聞く場を設けている
14人
とも今後必要かと感じています。
H23

26

64

8

29人

取組はしていない

39人

取組は必要と感じている
その他

18人

【女性が役員を務めることはできると思いますか
（複数回答可）】
男性と同様にできる

44人
49人

役員同士協力すればできる
38人

家族が協力すれば男性と同様にできる
難しい

5人

【あなたの女性の家族（妻・母・娘）が役員となったとき、
家事・育児・介護に協力できますか（複数回答可）】
できるだけ協力する
協力したいが、仕事が忙しく難しい
家事・育児・介護をしたことがないので難しい
その他

74人
4人
7人
2人

茅野市では、区・自治会が男女共同参画を推進する事業に対し、男女共同参画推進事業補助金で、
その経費を補助します。詳細については担当課へご相談ください。
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茅野市公式 SNS 始めました!!
2018年４月からSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）のインスタグラムとフェイスブックによる情報
発信を始め、茅野市の魅力をインターネットを通して広く発信しています。
※SNS とは、インターネットを使って人と人のつながりや交流が楽しめるコミュニティ型の会員制サービスの総称です。

インスタグラムは、ユーザーネームを登録すると利用ができる無料のアプ
リケーションで、スマートフォンなどを使って写真や動画を簡単に共有で
きるSNS です。
市公式インスタグラムでは、市内の魅力ある風景、
文化、グルメスポットなどを写真や動画で発信して
います。
インスタグラムでは、相手を「フォロー」すること
で最新の投稿を見ることができます。また、投稿に
「いいね！」を押すことで自分の友達にも情報が拡
散されます。
市公式インスタグラムは下のＱＲコードからアクセ
スすることができますので、
「フォロー」
「いいね！」
をお願いします。
公式アカウント chino̲nagano̲oﬃcial
https://www.instagram.com/chino̲
nagano̲oﬃcial/
▲インスタグラムのホーム画面

▲投稿記事（６月26日）

市公式
インスタグラム

フェイスブックは、実名でプロフィールを登録することで利用できる無料
のアプリケーションで、パソコンやスマートフォンなどを使って自分の近
況や写真などを簡単に共有でき、仲間を増やしたり交流を深めることがで
きるSNS です。

市公式フェイスブックでは、市内で行われるイベン
ト、行事、講座の告知やレポートなどを発信してい
ます。
こちらのページにアクセスするには、Facebook に
て「茅野市」もしくは「chino.shinshu」と検索して
ください。
インスタグラムと同様に、下のＱＲコードからアク
セスができ、「フォロー」や「いいね！」を押すこ
とで最新の情報の取得や情報拡散をすることができ
ます。
公式アカウント

chino.shinshu

https://www.facebook.com/chino.shinshu/
▲フェイスブックのトップ画面

問

市公式
フェイスブック

▲投稿記事（４月２日）

地域戦略課

地域創生係

☎72−2101（内線232）
広報ちの
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平成30年度

11月〜12月実施の「学校開放講座」案内

学校名

電話番号

米沢小学校

72-2409

童謡を歌おう

11月10日
（土） 10:00〜12:30

音 楽 室

20人

特になし

宮川小学校

72-3024

手作りはんこをつくろう

11月18日
（日）

9:30〜11:00

図 工 室

20人

軍手

78-2244

バレーボールを楽しもう！

12月15日
（土） 10:00〜12:00

体 育 館

20人

体育館シューズ、ジャージ

北部中学校

講座名

期

日

時

間

会

場

定員

持ち物・その他

どなたでも、どの講座でも参加できます。講座の内容等については、直接該当校に問い合わせてください。

ストップ！児童虐待 子どものサインに気づいてください
〜 未来へと 命を繋ぐ １８９（いちはやく）
）〜

11月は「児童虐待防止推進月間」です。
児童虐待は、主に家庭内など、他人には見えにくい所で起こりやすいと
いわれています。
重大な結果が起こって初めて事実が明らかになることもしばしばです。
児童虐待は、必ずしも悪意から生じているとは限りません。
子育てに苦悩し、解決策がみつからずに手を挙げてしまったり、十分に
愛情を注いでいるつもりでもその方法が不適切であったり、保護者の病気や経済的な理由、夫婦間のト
ラブル等の様々な問題から子どものことを考える余裕がなかったなど、保護者が悩みを抱え込んでしま
い、結果的に虐待へつながってしまうこともあります。
子どもは、自ら虐待を告げることができないことが多いです。
周囲の大人は子どもからのSOSのサインに注意し、 心配な家庭がある もしかしたら虐待かも と思
ったら、こども・家庭総合支援拠点「育ちあいちの」へご連絡ください。
また、妊娠、出産への不安に悩んでいる妊婦やそのご家族等の相談も行っています。
あなたの勇気が子どもの尊い命を救います。迷った時、悩んだ時には、まず、ご連絡ください。
相談（通告）いただいた方の秘密は固く守られます。

虐待に関する相談（通告）や育児不安などの相談先
茅野市こども・家庭総合支援拠点「育ちあいちの」
こども課こども・家庭相談係
発達支援センター

０２６６−７２−２１０１ 内線６１５・６１８

諏訪児童相談所

０２６６−５２−００５６

長野県児童虐待・DV24時間ホットライン

０２６３−９１−２４１３

児童相談所全国共通ダイヤル

）
１８９（※PHSや一部のＩＰ電話からはつながりません。

妊娠〜子育てSOS信州

０２６３−８１−００１５

イチ ハ ヤ ク

※匿名でかまいません。児童虐待でなかったとしても、責められることはありません。また、相談
（連絡）
していただいた方のプライバシーは守られます。

子どもを虐待から守るための５か条
●「おかしい」と感じたら迷わず連絡（通告）
【通告は義務=権利】
●「しつけのつもり…」は言い訳（子どもの立場で判断）
●ひとりで抱え込まない（あなたにできることから即実行）
●親の立場より子どもの立場（子どもの命が最優先）
●虐待はあなたの周りでも起こりうる（特別なことではない）
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ブロック塀などの自主点検をお願いします
問

都市計画課

住宅建築係

☎72−2101（内線539）

大阪府北部を震源とする地震において、倒壊したブロック塀等により、小学生を含む２名の方が亡く
なられる大変痛ましい事故が発生しました。このような事故は過去の地震でも繰り返し発生しており、
多くの方が死傷しています。古いブロック塀は、劣化や鉄筋の不足などにより、地震などで倒壊するお
それがあります。特に道路沿いにある塀が倒壊すると、通行人などの被害のほかにも緊急車両の通行の
妨げになるなど、避難や救助活動にも支障が出ます。
事故を未然に防ぐため、自宅のブロック塀などの自主点検をしましょう。傾きやひび割れなどの劣化
が見られる場合は、建築士や施工業者などの専門家に相談してください。

塀の安全確保は所有者の責任です
所有しているブロック塀などが倒壊し、事故が発生した場合には、所有者が損害賠償責任を負う可能
性があります。下記のチェックポイントを参考に自宅のブロック塀などを点検し、一つでもチェックの
入らない項目がありましたら、通行人への速やかな注意表示や、補修 ・撤去などを行いましょう。
●ブロック塀などのチェックポイント
□１

塀などに傾き、ひび割れはないか

□２

塀などは高すぎないか

法的には

ひび割れ
鉄筋

ブロック塀の高さは、地盤や道路面から
2.2メートル以下と定められています。

□３

高さ

塀などの厚さは十分か

法的には

ブロック塀の厚さは10センチメートル以上
でなければなりません
（高さが２メートル超
の場合は15センチメートル以上）

□４ 控え壁はあるか
法的には
ブロック塀の長さ3.4メートル以内ごとに、

厚さ

控え壁

補強のための控え壁が必要です（高さが1.2
根入れ

メートル超の場合）
□５

コンクリートの基礎があるか

＜専門家に相談しましょう＞
□６

塀に鉄筋は入っているか、基礎の根入れ深さは適正か

出典：パンフレット「地震からわが家を守ろう」
日本建築防災協会2013.1より

危険ブロック塀等の撤去等を行う場合、補助が受けられます。
道路沿いにある、倒壊または転倒する恐れのある危険ブロック塀等を撤去・補強・改修する
場合、市から補助が受けられます。（条件等ありますので、着手する前にご相談ください。）

危険ブロック塀等に関する補助金メニュー
【撤去】

【補強】

【改修】

撤去費用の1／2以内
（補助上限10万円）

補強費用の1／2以内
（補助上限10万円）

撤去・築造の費用の1／2以内
（上限15万円）

※2019年度までに工事が完了するものについては、上記補助限度額にそれぞれ５万円上乗せ
します。早めの対処をお願いします。

補助金の詳細、上記申請方法は今月の回覧板のチラシをご覧ください。
広報ちの
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茅野市成人式

申込・問

生涯学習課

文化芸術係

☎72−2101（内線632）

茅野市では、成人を迎える皆さんの前途を祝い励ますため、次のとおり成人式を開催します。
と

き

31 1 13

平成
年
月
日（日）
・受付 午後１時〜午後１時40分 ・式 典 午後１時50分〜午後４時
ところ 茅野市民館マルチホール
該当者 平成10年４月２日〜平成11年４月１日に生まれた市内在住者及び茅野市出身者で
他市町村在住者
申込方法 茅野市に住民票がある方には、11月上旬に開催のご案内をお送りしますので、
同封の申込はがきにてお申し込みください。
また、現在他市町村に在住で参加を希望される方は生涯学習課までご連絡ください。
申込期限 平成30年11月30日
（金）
その他 新成人の方で、成人式を一緒に進行していただけるボランティアを募集しています。
ボランティアを希望される方は成人式出席希望と併せて生涯学習課までご連絡ください。
※酒気を帯びた方、まわりの方々に迷惑をかける方のご入場はお断りすることがあります。
※式典に相応しい服装でご出席ください。
※特別な事情がございましたら生涯学習課までご連絡ください。

女性のための

アサーション トレーニングセミナー

アサーションとはコミュニケーション・スキルのひとつです。
職場で、地域やPTAの会合、サークル・団体の場や、お友達とも…
−自分の思いを上手に相手に伝えるための話し方、方法とは−
自分と相手、お互いを大切にしながら、それでも自分の意見、考え、気持ちを
率直に、素直に、その場にふさわしく表現してみましょう。
と

き

12月１日（土）、12月15日
（土）※２回通して参加する講座です。
いずれも午後１時〜４時
）
ところ 茅野市家庭教育センター（茅野市塚原１−９−16（ちの地区コミュニティセンター隣）
講 師 柏原吉野 さん
（社）日本産業カウンセラー協会認定産業カウンセラー
アンガーマネジメントキッズインストラクター
定 員 20人（女性限定）申し込みが必要です。
費 用 受講料は無料（託児希望者は子ども１人につき１回200円の託児代）
託 児 ご希望の方は申し込みの際にお知らせください。（生後８か月以上のお子さん対象）
申込・問 茅野市家庭教育センター ☎73ー0888

「景観周遊ツアー」参加者募集！
茅野市ふるさと景観百選にも選ばれた「滝のある風景」他を巡ります。
とき 11月10日
（土）午前８時〜正午
（予定：少雨決行）
ところ 茅野市役所正面玄関前集合
定員 先着15名
申込方法 10月29日
（月）から募集開始
平日の午前９時〜午後５時の間に、参加される方の住所、氏名、
年齢、電話番号を都市計画課公園景観係までご連絡ください。
日程 市役所集合・出発→多留姫の滝→音美滝→グリーンヒルズヴィレッジ
→乙女滝→大滝遊歩道→市役所到着・解散
（天候により日程が変更になる事もあります）
申込・問 都市計画課 公園景観係 ☎72−2101
（内線535・536）
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（大滝）

ご家庭の廃棄物を回収します

問い合わせ 美サイクルセンター
☎72−2905

市内の廃棄物の不法投棄や野積みを減少させるため、
日ごろ処理が難しい廃棄物の回収を行います。
と

き

11月24日（土）

陸上競技場
第２駐車場

川

回収品目、
処理単価については下記のとおりです
（金額は
内税です）
。

プール
上

午前９時〜11時（雨天決行）
（広場野球場前）
ところ 茅野市運動公園 第２駐車場
主 催 美サイクル茅野（美化推進部会）
※当日は会場の渋滞が予想されますので、運動公園
内を一方通行にします。係員の指示に従って移動
してください（右図参照）。

広場野球場

公園大橋
※お帰りは諏訪中央病院方向へお願いします。

ノーマル･
スタッドレス
スパイク

ホイル付 ホイル無 ホイル付 ホイル無

タイヤ類

小中タイヤ（直径70cm未満） １本
大タイヤ（直径70〜80cm未満）１本
特大タイヤ（直径80cm以上） １本
小中タイヤ（直径70cm未満） １本
大タイヤ（直径70〜80cm未満）１本
特大タイヤ（直径80cm以上） １本
小中タイヤ（直径70cm未満） １本
大タイヤ（直径70〜80cm未満）１本
特大タイヤ（直径80cm以上） １本
小中タイヤ（直径70cm未満） １本
大タイヤ（直径70〜80cm未満）１本
特大タイヤ（直径80cm以上） １本
一輪車タイヤ
（ホイル付き）
１本
一輪車タイヤ
（ホイル無し）
１本

700円
1,100円
1,900円
600円
1,000円
1,400円
1,300円
1,500円
2,200円
900円
1,100円
1,700円
600円
400円

家電製品
テレビ15型以下
テレビ16〜21型以下
テレビ22型以上
冷蔵庫170㍑以下
冷蔵庫171㍑〜250㍑以下
冷蔵庫251㍑以上
洗濯機
衣類乾燥機
エアコン
エアコン
（ヤンマー製）

１台
１台
１台
１台
１台
１台
１台
１台
１台
１台

2,600円 〜 3,900円
3,700円 〜 4,500円
4,100円 〜 4,900円
5,300円 〜 6,900円
6,400円 〜 7,500円
6,900円 〜 8,000円
3,700円 〜 4,500円
3,500円 〜 4,300円
2,500円 〜 3,500円
11,000円

※家電リサイクル4品目
（テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類
は運搬料含む。
乾燥機、エアコン）

農 機 具
建築廃材類
ビニールシート
（農業用）
農業用マルチ
ブルーシート
ガラスくずおよび陶磁器くず
石こうボード
廃プラスチック
建築廃材
（木くず）
紙くず
（ふすま、クロス等）
繊維くず
ゴムくず
網戸
アルミサッシ
（ガラス付き）
断熱材
（グラスウール）
サイディング
なみ板
（樹脂製）
畳
ブロック
（コンクリート製）
コンクリート塊
ボイラー
ポリバス

50円
１kg
50円
１kg
60円
１kg
60円
１kg
80円
１kg
60円
１kg
40円
１kg
60円
１kg
60円
１kg
60円
１kg
50円
１kg
50円
１kg
300円
１kg
60円
１kg
60円
１kg
１枚 1,300円
15円
１kg
15円
１kg
無料
90円
１kg

農機具
（耕耘機）
農機具
（トレーラー）
農機具
（コンバイン）

１台
１台
１台

1,000円
500円
1,000円

１台
１台

500円
500円

機 械 類
バイク
スクーター
鉄類
ホーローバス
草刈り機
（農業用）

無 料

そ の 他
350円
オイル・シンナー・塗料（缶入り）１㎏
1,200円
１本
消火器
（20型まで）
4,000円
１本
消火器
（50型）
10,000円〜
太陽熱温水器
（屋根おき） １個
200円
１㎏
オイルエレメント
2,000円
１台
便器
（陶器）
2,500円
１台
便器
（プラスチック）
100円
バッテリー（市で処理できないもの） １㎏
その他（品目によってはお受けできない物があります。）応相談

※例年、持ち込まれる際に、混載（さまざまな種類を混ぜて載せている）が多く、降ろすのに手間取ってしまうこと
があります。なるべく同系統に整理して持ち込みをお願いします。
などはお引き取りできません。また、アスベスト
（石綿）
やアスベスト含有
注）◇火薬、農薬、ペット砂（ねこ砂）
建材
（吹きつけやスレート板など疑わしいものを含む）
は持ち込まないでください。
◇冷蔵庫の中身やファンヒーターの灯油、タイヤの泥等は取り除いてから持ち込んでください。
◇会計済みの廃棄物をお返しすることはできません。
広報ちの
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茅野市情報プラザ
講座①

〜ICT講習会参加者募集のお知らせ〜

パソコンはじめの一歩
最新のＯＳでパソコンをはじめてみよう！

Windows10
を使用

スマホがあっても、パソコンを使う方が便利な場合があります。今の時代、パソコンは普通に使えるもの
と思われていることが多くなってきています。パソコンを使ったことがない方、この機会にパソコンの基
礎を学んでみませんか。
時
間
午後１時30分〜３時30分

募集人員
受講条件
参加費用
講習会場
申込期間

講座②

開

催

日

12／4（火）、12／7（金）、12／11（火）、12／14（金）、12／18（火）、12／21（金）

定員10名（諏訪地域在住で全日程受講できる方対象）
パソコンを利用したことがない方または初心者。
受講料2,000円＋テキスト代1,000円 ※講習会初日にお支払いいただきます。
茅野市情報プラザ 多目的ホール（公立諏訪東京理科大学 生涯学習センター内）
11月８日（木）〜 11月24日（土）午前10時〜午後５時30分（月曜日は休館日）

Windows10
PowerPoint 2016
を使用

パワーポイント はじめの一歩

ビジネスに役立つプレゼンテーションソフトの基礎を学びます。
時
間
午後７時〜９時

開

催

日

12／4（火）、12／7（金）、12／11（火）、12／14（金）、12／18（火）、12／21（金）

募集人員 定員15名【うちＰＣ持込分５名】（諏訪地域在住で全日程受講できる方対象）
受講条件 「エクセルはじめの一歩」講習会受講者またはワードおよびエクセルができる方。
参加費用 受講料2,000円とテキスト代1,200円 ※講習会初日にお支払いいただきます。
講習会場 茅野市情報プラザ 多目的ホール（公立諏訪東京理科大学 生涯学習センター内）
申込期間 11月８日（木）〜11月24日
（土）午前10時〜午後５時30分（月曜日は休館日）
※会場のパソコン利用10台分を超える参加者につきましてはご自分のパソコンを持ち込んで受講可能ですが、
会場のパソコンと同一環境が条件となります。講座お申込みの際に持込みパソコンの詳細をお伺いします。
申込方法
１．電話でお申し込みください。
（申込開始時は電話が混み合い、つながりにくくなる場合がありますがご容赦ください。）
２．申し込み時に、希望講座名（組名）・氏名・年齢・電話番号等を確認します。
３．応募多数の場合は抽選により受講者を決定し、情報プラザより受講確定の電話を差し上げますが、テキスト発注・
納期の関係上、連絡日から２日間以内に連絡がつかない場合は受講キャンセルとなります。なお、抽選から漏れた
方へは連絡しませんのでご了承ください。
４．応募少数の場合は中止させていただく場合がありますので、ご了承願います。

申込・問 茅野市情報プラザ ☎82−7602 茅野市豊平5000−1 公立諏訪東京理科大学 生涯学習センター内

コラム

医療の現場から
『食・えん下外来』始めました！
諏訪中央病院

摂食嚥下障害看護認定看護師

丸茂

広子

おいしいものを食べる時「わ〜おいしそう」と幸せな気分になることはありませんか？食べることは、
体の栄養補給だけでなく心の栄養補給にもなっています。食べる運動は大きく分けると、食べ物と認識し
食べ方を決める『目の働き』と、口に入れてモグモグと噛んでのどの奥に送る『口の働き』、ゴックンと飲
み込む『のどの働き』の３つに分かれます。しかし、脳卒中や認知症、パーキンソン病などの疾患では、食
べ物の認識ができない、食べ方がわからない、口から食べ物をこぼす、噛めないまたはいつまでも噛んでい
る、咽（むせ）るなど今までの様に食べられなくなることがあります。これを「摂食嚥下
（えんげ）障害」といいます。
この摂食嚥下障害は病気になった方に起こるだけでなく、加齢でも起こります。ということは、摂食嚥下障害は、程度は
さまざまであっても誰にでも起こるということです。
では、加齢による摂食嚥下障害はどのように対応すればいいのでしょうか。「水分で咽る」「大根の煮物で咽る」などの症
状があっても、熱が出たり体調不良がないため、病院に行くほどではないと思ったり、何科にかかればよいかわからないこ
とがありませんか？
そこで、諏訪中央病院では、４月から第２・４金曜日の午後に『食・えん下外来』を開設しました。まず、採血と胸部レ
ントゲンで肺炎の有無、全身状態を見ます。次に口腔内をみて、噛む機能の状況を見ます。そして、食事の
状況や飲み込みの状況を精査（嚥下内視鏡）して評価し、訓練方法や食事の形態・とろみの付け方など認定看
護師や栄養士からアドバイスがあります。医師・歯科医師・歯科衛生士・管理栄養士・言語聴覚士・認定看
護師など多職種で関わらせて頂きます。ぜひ、ご利用ください。かかりつけ医に相談または、当院の予約セ
ンターで「えん下外来の予約をお願いします。」と言っていただけると予約ができます。
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高齢者・保険課 医療保険・年金係

☎72-2101
（内線322）

国民健康保険の決算状況
国民健康保険（以下「国保」）は、病気やけがをした時に安心して医療を受けられるように、
お互いの助け合いで成り立っている医療保険制度です。
平成29年度の国保特別会計の決算状況をお知らせします。
この会計は、国保税、国庫支出金等により被保険者の医療費等を賄っています。
歳入決算額は、65億7700万円
（前年度比 2.66%の減）となりました。
歳入の主な項目は、被保険者の方に納付していただいた国保税が、16.6％、健康保険組合等か
らの前期高齢者交付金が27.2％、国庫支出金が20.1％となっています。
歳出決算額は、63億3754万円
（前年度比 2.90%の減）となりました。
歳出の主な項目は、医療費の支払に充てる保険給付費が60.1％、共同医業拠出金が20.5％となっています。
この結果、歳入歳出差引額は、2億3946万円となり、前年度繰越金と国保財政調整基金からの繰入金等を除
いた実質収支額は、4001万円の赤字となりました。
国保の加入者は年々減少し、高度な医療等の影響により1人当たりの医療費は年々増加しています。
今後も国保制度が持続して成りたち、安心した医療が受けられるよう医療費の節減にご協力をお願いします。
退職者療養給付費
前年度繰越金
その他
交付金
2億2,964万円 1,584万円
1億4,489万円
3.5％
0.2％
2.2％
県支出金
1億4,489万円
2.2％
国民健康保険税
10億8,848万円
市からの繰入金
16.6％
4億2,952万円
6.5％

保健事業・前年度国庫償還金等
その他
1億1,365万円
1億897万円
1.7％
介護納付金
1.7％
2億7,890万円
4.4％
後期高齢者支援金
7億3,089万円
11.5％

歳入
65億7,700万円

共同事業交付金
12億8,476万円
19.5％

前期高齢者交付金
17億8,588万円
27.2％

共同事業拠出金
13億110万円
20.5％

歳出
63億3,754万円

保険給付費
38億403万円
60.1％

国庫支出金
13億2,036万円
20.1％

健康に留意して医療費の節減を
国民健康保険制度の安定のために、次のことに心がけましょう。
・バランスのとれた食事、適度な運動、十分な睡眠に心がけましょう。
・特定健診をうけましょう。定期的な健診で健康状態を把握することで、病気の発見・早期治療につながり、重症化を防ぐこ
とで医療費の節減につながります。
・かかりつけ医を持ち、気になることがありましたら、まずはかかりつけの医師へ相談しましょう。
・紹介状を持たずに最初から大病院を受診すると費用が余計にかかることがあります。
・同じ病気で複数の医療機関を受診することは控えましょう。
・薬の飲み合わせによっては、副作用を生じることがあります。お薬手帳を活用し、既に処方されている薬を医師や薬剤師に
伝え、飲み合わせに注意しましょう。
・緊急でない場合の休日・夜間受診は控えましょう。
・長野県小児救急電話相談「＃8000」も活用ください。（アナログ回線・IP電話場合は、「0263−34−8000」相談日時：午後
７時から午後11時まで）
・ジェネリック医薬品（後発医薬品）は新薬と同一の効果・効能を持った低価格の医薬品ですので、利用しましょう。
国保加入者数と一人当たり医療費の推移

単年度実質収支の推移
（前年度繰越金及び基金繰入金等を除いた額）

360,000円
340,000円

14,950人

14,696人

14,246人
13,740人

320,000円

13,048人

300,000円
280,000円

303,002円

310,337円

329,480円

338,052円

343,834円

260,000円
240,000円

15,000人

10,000万円

14,500人

8,000万円

14,000人

6,000万円

13,500人

4,000万円

13,000人

2,000万円

12,500人

0万円

12,000人

−2,000万円

11,500人

−4,000万円

11,000人

−6,000万円

220,000円

10,500人

−8,000万円

200,000円

10,000人

−10,000万円

H25

H26

H27

1人当たり医療費

H28

H29
国保加入者数

8,563万円

1,083万円

−4,001万円
−8,874万円
H25

H26

H27

−7,125万円

H28

H29

実質収支
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国民年金だより

№134

高 齢 者・保 険 課 ☎72-2101
医療保険・年金係 （内線 326）
岡谷年金事務所 ☎23-3661

年金相談窓口における予約制を実施しています
日本年金機構では、相談待ち時間の解消と相談時間の短縮を図ることを目的として、予約制による年金相
談を実施しています。ぜひご利用ください。
予約申込方法
予約相談希望日の１か月前から前日までにお電話または年金相談窓口にご相談ください。
予約の際、相談者氏名、配偶者氏名、基礎年金番号、電話番号、相談内容等について確認します。
予約時間帯
平日 午前８時30分〜10時30分 午後２時〜４時
（週初営業日午後６時まで）
第２土曜日 午前９時30分〜10時30分 午後１時〜３時
※予約状況によっては、ご希望の日時を調整させていただく場合がありますので、ご了承ください。
注意事項
年金相談の際は、年金手帳
（基礎年金番号通知書）
、年金証書、振込通知書などの他、相談者本人であ
ることを確認できるもの
（運転免許証、パスポート等）
をご持参の
うえ、予約時間までに来所し総合相談窓口にお申し出ください。
※代理の方が相談に行く場合は、委任状が必要です。
※ご都合により行かれなくなった場合はご連絡をお願いします。
予約申込電話番号
ねんきんダイヤル ☎0570−05−1165
または、岡谷年金事務所 ☎23−3661
（自動音声ガイダンスのその他を選択してください。
）
電話の受付時間は、午前８時30分〜午後５時
（土・日・祝日、12月29日〜１月３日は除く）

国民年金保険料を納めましょう
国民年金保険料の納め忘れはありませんか？
平成30年度の国民年金保険料は、月額16,340円です。毎月の保険料は翌月末日（納付期限）までに
納めましょう。納めた保険料は「社会保険料控除」として全額控除の対象になり、所得税、住民税の
負担が軽減されます。
まだ、納付がお済みでない方は、至急お近くの金融機関またはコンビニエンスストア等で納付してく
ださい。

〜11月30日（いいみらい）は「年金の日」
です！〜
厚生労働省では、「国民お一人お一人、「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを
巡らしていただく日」として11月30日を
「年金の日」としました。
この機会に、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」でご自身の年金記録と年金受給見込額を確認し、未
来の生活設計について考えてみませんか。
「ねんきんネット」については、日本年金機構のホームページでご確認いただくか、市役所までお問い合
わせください。
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「ちの旅」企画のご報告 〜「緑響く」ツアー、大盛況で終了しました！
８月〜９月の初めにかけて、ちの観光まちづくり推進機構（ちの旅）の募集型企画旅行第
一弾として、「名画の生まれた風景を訪ねる 緑響く 深緑の御射鹿池ツアー」を実施しまし
た。企画した５回のうち４回が成立し、合計で45人の方にご参加いただきました！

お客

様の年齢は20〜80歳代と幅広く、市内の方が11人、市外で県内の方が10人、そして県外
の方が24人で、首都圏をはじめ、関西圏・中京圏から来ていただいた方もいらっしゃいま
した。
今回のツアーは、東山魁夷画伯の『緑響く』と御射鹿池を見学するだけではなく、東山画
伯が宿泊された渋・辰野館で温泉に入ったり、笹原地区の地元ガイドの方とまち歩きをし
たりと、まさに「ちの旅」
のめざす「土地の暮らしを身近に感じる旅」を体現したものです。
お客様からのアンケートでも、「地元でしか聞けない話を体験できた」「土地の人たちと
のふれあいがとても楽しかった」「普通の旅行では知ることができなかったことを体験でき
た」
などの感想をいただき、全体の８割以上の方に
「大変良かった」
とご回答いただけました。
「緑響く」ツアー満足度
2％
16％

82％

大変良かった

良かった

無回答

・地域おこし協力隊および集落支援員のあたらしい仲間を募集しています！
わたしたちは、一緒にまちづくりをすすめてくれるあらたな仲間を募集しています！め
ざすのは、「観光を手段とした『住んでよし、訪れてよし』のまちづくり」。
地元の観光事業者や農家さん、職人さんなどとじっくり話し合って「ちの旅アクティビテ
ィ（滞在交流プログラム）」をつくったり、「ちの旅案内人」となってたくさんの人に茅野の良
さをご案内したり、茅野をより多くの方に知っていただくためのプロモーションを考えた
り……。工夫次第で、やれることはたくさんあります！
具体的な募集要項は、茅野市の募集ページをご覧ください。
http://www.city.chino.lg.jp/www/contents/1476874946657/index.html
QRコードからもご覧いただけます。

ツアーの詳細、お問い合わせは

ちの観光まちづくり推進機構（ちの旅案内所）
TEL：0266−73−8550 へ
広報ちの
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敬老祝お買物券の有効期限の
お知らせ

第12回茅野市男女共同参画
推進大会を開催します

９月の
「敬老の日」
に満88歳および満100
歳の市民を対象に贈呈しました「敬老祝
お買物券」は、有効期限が平成31年２月
28日までとなっています。
有効期限を過ぎますとご利用できません
ので、お早めにご利用ください。
問 高齢者・保険課 高齢者福祉係
（内線335）

男女共同参画への関心や理解を高めるた
め、毎年開催しています。今年は、子ど
もが楽しめる映画の上映を行います。映
画を見ながら、友情や勇気、優しさにつ
いて考えてみませんか。
家族でご参加ください。
大会テーマ「男女
（わたし）
たち!!
勇気100％」
内容
①茅野市男女共同参画推進会議におけ
る取組の紹介
②蓼科ベルの会かおじゅん「ベル＆ピ
アノ＆うた」演奏・合唱
③映画上映「劇場版アニメ忍たま乱太
郎忍術学園全員出動！の段」
④男女共同参画をテーマにした川柳の
表彰式
⑤はつらつ事業所 パネル展示
⑥物品販売
（お菓子・小物など）
ひまわ
り作業所
とき 11月18日
（日）
午前９時30分〜正午
ところ 茅野市役所８階 大ホール
参加費 無料
問 生涯学習課生涯学習係
（内線634）

オレンジ・カフェ茅野
11月の開催のお知らせ
「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。
とき 11月５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）
お話 ウエルシア薬局担当者から『介護
用品のあれこれ』についてのお話
があります。
参加費 無料
その他 オレンジ・カフェ茅野は、平成
31年１月までは毎月１回開催
します。毎月の開催予定は、広
報ちのにてお知らせします。
問 高齢者・保険課 高齢者福祉係
（内線334、335）

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
12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 平成30年12月から平成31年３月
までの全８回
（①12月５日、②12
月19日、③１月16日、④１月30
日、⑤２月６日、⑥２月20日、
⑦３月６日、⑧３月20日）
午後２時30分から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 11月１日
（木）
から11月15日
（木）
までの、平日午前８時30分から午
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。
その他 申込後、受講決定者には、持ち
物等の詳細を送付します。
申込・問 高齢者・保険課 高齢者福祉係
（内線334、335）

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

望岳の湯は金曜日が定休日ですが、
11月23日（金）勤労感謝の日も休まず営
業しますので、ご利用ください。
問 望岳の湯 ☎82−8833

多留姫文学自然の里「餅つき大会」
多留姫文学自然の里では、手田植えによ
る田植えや稲刈り、昔ながらの脱穀機で
行う脱穀まつりなど、１年を通して子ど
もたちにもち米作りの体験を提供してい
ます。今年も、多留姫文学自然の里「神
田」で収穫したもち米を使い、餅つき大
会を開催します。屋外で行いますので、
暖かい服装でお出かけください。
とき 11月３日
（土・祝）
午前10時〜正午
問 生涯学習課 生涯学習係
（内線634）

ゆいわーくdeつながっchao!
Ⓒ2011アニメ版「忍たま乱太郎」製作委員会

11月の介護保険制度説明会
11月２日から12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 11月12日
（月）
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）

コミュニティデザイナーである山崎亮氏
の講演を聞き、それをきっかけにヒト・
モノ・コトが「つながる」とどんなことが
起こるのかを考えます。ゆいわーく茅野
で「つながる」を体感してみませんか。詳
細は『ゆいわーく茅野』へお問い合わせく
ださい。
とき 11月18日
（日）午後１時〜５時
ところ ゆいわーく茅野 集会室
申込・問 市民活動センター
☎75−0633

広

広

告
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秋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」
11月９日
（金）
から15日
（木）
までの１週
間、
「秋の全国火災予防運動」
が行われま
す。秋は空気が乾燥し火災が発生しやす
い時季となります。次の「いのちを守る
７つのポイント」を参考に普段の生活の
中で火災予防を実践してください。
いのちを守る７つのポイント
〜３つの習慣〜
寝たばこは、絶対やめる。
ストーブは、燃えやすいものから離れた
位置で使用をする。
ガスコンロなどのそばを離れるときは、
必ず火を消す。
〜４つの対策〜
逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報
器を設置する。
寝具や衣類からの火災を防ぐために、防
炎製品を使用する。
火災を小さいうちに消すために、住宅用
消火器を設置する。
お年寄りや体の不自由な人を守るために、
隣近所の協力体制をつくる。
問 茅野消防署 ☎72−0119

男性料理教室
市内在住・在勤の男性を対象に料理教室
を開催します。
簡単に作れる料理を実習しながら、料理
の楽しさを体験しませんか？
大勢の方のご参加お待ちしています。
実習料理 中華丼
あさりと小松菜の蒸し煮
かきたま汁
とき 12月13日
（木）
午前10時〜午後１時
ところ 茅野市健康管理センター２階
対象 茅野市在住・在勤の男性
定員 30名
（定員になり次第締め切ります）
講師 茅野市食生活改善推進員
参加費 １人350円
持ち物 エプロン、三角巾、筆記用具、
参加費
申込開始 10月22日
（月）
より電話で受付
申込・問 茅野市健康づくり推進課
（茅野市健康管理センター内）
☎82−0105

農業用廃プラスチック等の
回収を行います
使用済みの農業用廃プラスチック等の産
業廃棄物は、排出者が責任を持って適正
に処理するよう法律で定められています。
処理にお困りの方は、有料で回収します
ので、会場までお持ちください。
とき ①11月17日
（土）午前９時〜11時
②11月24日
（土）午前９時〜11時
ところ ①JA信州諏訪玉宮集荷所
（玉川小入口交差点南）
②JA信州諏訪北部集荷所
（尖石考古館西交差点上）
処理料金
・廃プラスチック類 １kg 40円
（消費
税込み）
・農ポリ容器 １袋 280円
（消費税込み）
※当日現金にて精算となります。
対象資材 農業において使用したプラスチック類
被覆用ビニール／ポリフィルム／マルチ
シート／肥料ポリ袋／肥料紙
（炭苦土、
なたね粕、魚粕等の紙袋）
／農薬の空ポ
リ容器
※農薬の空ポリ容器は、２回以上洗浄
し、JAが指定する専用袋での排出と
なります。
注意事項 産業廃棄物を運搬する車両は、
その内容の表示および書面の備え付け
（携帯）
が必要となります。詳細につい
ては、JA信州諏訪各営農センターまた
は農林課までお問い合わせください。
問 JA信州諏訪茅野市営農センター
☎82−6100
農林課 農政係（内線403）

子育てママの料理教室

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 11月14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

油漏れ事故に気を付けましょう！
これからの季節、暖房を使用する機会が
増えると、一般家庭や事業所のタンクか
ら灯油などが漏れ出し、河川や用水路な
どに流出する事故が発生することがあり
ます。その多くは、給油の途中でその場
を離れた、バルブを締め忘れた、タンク
やパイプの破損に気が付かなかったなど、
不注意や普段の点検管理不足が原因とな
っています。
河川は農業用水などに利用されるほか、
さまざまな生き物が生息し、市民の憩い
の場にもなっています。油の流出はこれ
らの環境を汚染し、
その処理に多くの費用
がかかります。油流出事故の処理にかか
った費用は、
事故を起こした本人の負担と
なり、被害の状況によっては多額の損害
賠償が請求されますので、給油の際は十
分に注意してください。また、今一度タ
ンク、パイプなどの点検をお願いします。
問 環境課 公害衛生係
（内線264・265）

調理実習と試食、食事の話
11月20日
（火）
【魚を食べよう！】
かじきのピカタ、ミネストローネ、お麩
のゆかりんとう
12月５日
（水）
【おもてなし
（パーティー
料理）
☆彡】
牛乳で作るおもてなし寿司、
きらきら寒天
12月20日
（木）
【おせちを簡単に楽しく
手作りしよう(^^♪】
「第２次元気もりもり食育プラン」
がスタ
岩石卵、鶏肉の利休焼き、大根のみかん
ートしました。この目標のひとつ「地域
マリネ
の食文化を大切に守り、伝えます」の推
※１組２回まで参加できます。
進の一環として、子育て中の親子を対象
時間 各日午前９時30分〜正午
に、郷土料理に親しむ講座を開催します。
ところ 茅野市健康管理センター２階
料理の試食をしながら、郷土料理にまつ
参加費 １回300円
わる話や、食材の使い方、料理の作り方
対象 市内在住で０〜18歳までの子ども
を学びましょう。
を育てているお母さん
とき 11月５日
（月）
定員 各18人
午前10時30分〜11時50分
託児サービスの定員 各12名
ところ 茅野市健康管理センター２階
持ち物 エプロン、三角巾、筆記用具
参加費 １組100円
11/20と12/20は、ご飯
（お子さんの
対象 市内在住の子育て中の親子
分も）
水筒
（お子さん用）
、敷物
（試食の
定員 30組 定員になり次第締め切り
時に必要があれば敷きます）
持ち物 エプロン、三角巾、筆記用具、
申込期間 11月１日
（木）午前９時から
参加費
電話受付、希望日をお知らせください。
申込期間 10月31日
（水）
まで
申込・問 健康づくり推進課
（茅野市健康管理センター内） 申込・問 茅野市健康管理センター
☎82−0105
☎82−0105

親子郷土料理講座

広
告
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縄文を楽しむ⑤
「縄文風行燈を作ろう」

尖

高風呂遺跡の土器をモデルにして、あん
どん（ランプシェード）を作ります。
とき 11月18日（日）
午前10時〜午後３時
ところ 尖石縄文考古館
参加費 1500円
定員 ５名
申込期間 10月18日
（木）
〜11月11日
（日）
、
先着順
申込・問 尖石縄文考古館
☎76−2270

尖 エゴマおはぎとドングリクッキー
の試食会
考古館ボランティアが栽培したエゴマを
使ったおはぎと、尖石史跡公園のドング
リを使ったクッキーの試食会を行います。
とき 11月23日（金・祝）
午前11時30分〜
ところ 尖石縄文考古館エントランス
料金 無料（館内をご覧の場合、観覧料
が必要です）
定員 100食分用意いたしますが、無くな
り次第終了とさせていただきます。
問 尖石縄文考古館 ☎76−2270

尖 縄文教室⑤「黒曜石の槍と
矢じりを作ってみよう」
黒曜石を使って、物を切ってみたり槍や
矢じりを作ります。
とき 11月25日（日）
午前10時〜午後３時
ところ 尖石縄文考古館
参加費 800円
対象 小学校５年生以上の方
（小学校４年
生以下の方は危険なので、参加は
ご遠慮願います)
定員 20名
申込期間 10月25日
（木）
〜11月18日
（日）
、
先着順
問 尖石縄文考古館 ☎76−2270

縄文教室⑥
尖
「縄文時代の編み方を学ぶ」
「あんぎん」の横編み法で編み物作りをし
ます。
とき 12月１日（土）・２日（日）
午前10時〜午後3時
ところ 尖石縄文考古館
参加費 800円
定員 10名
申込期間 11月９日
（木）
〜12月２日
（土）
、
先着順
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
休館日
問

25

11月５日
（月）
、12日
（月）
、19
日（月）、26日
（月）
八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300
広報ちの
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図書館
休館に関するお知らせ

第２回 読書ボランティア交流会
読書ボランティアの皆さんとの情報交換
会、実演など、日頃感じていることや本
のことを話題にして親睦を深めましょう。
多くの皆さんのご参加をお待ちしており
ます。
とき １２月６日
（木）
午前９時45分〜11時45分
ところ ゆいわーく茅野３階集会室
参加費 無料
定員 50名
対象 読書ボランティアの方、読書ボラ
ンティアをしようと思っている方
申込期間 11月27日
（火）
〜12月５日
（水）
申込・問 生涯学習課こども読書活動
応援センター ☎75−1250

澤口たまみさん講演会
絵本で伝える自然や生きものたちの魅力
澤口たまみさんは、岩手大学農学部で応
用昆虫学を専攻。宮澤賢治の後輩で、宮
澤賢治の研究にも詳しく著書も多数。他
にも子どもたちに向けて、虫や自然に関
わるお話を書いています。今回は、ご自
身の絵本に出てくる自然や生きものたち
の魅力を講演していただきます。
当日、サイン会も企画しております。
とき 11月18日
（日）
午後１時30分〜３時30分
ところ 茅野市役所８階大ホール
定員 150名
対象 読書ボランティアの方、読書ボラ
ンティアをしようと思っている方
問 生涯学習課こども読書活動
応援センター ☎75−1250

尖石縄文考古館
休館に関するお知らせ

尖
休館日

問

11月５日
（月）
、12日
（月）
、19
日（月）、26日（月）、12月３日
（月）
、10日
（月）
尖石縄文考古館 ☎76ー2270

尖

特別展「長野県宝指定縄文土器展」

茅野市内遺跡出土の縄文土器が長野県宝
に指定されることを記念して対象の土器
を展示します。
とき 10月６日
（土）
〜11月25日
（日）
ところ 尖石縄文考古館特別展示室
料金 通常観覧料
問 尖石縄文考古館 ☎76−2270

尖

縄文ゼミナール⑤
「北村縄文人とその暮らし」

長野県埋蔵文化財センター調査部長の平
林彰氏による講演会です。
とき 11月10日
（土）
午後1時30分〜３時
ところ 尖石縄文考古館ガイダンスルーム
料金 資料代100円（館内をご覧の場合、
観覧料が必要です）
定員 80名
問 尖石縄文考古館 ☎76−2270

休館日
問

11月５日
（月）
、12日
（月）
、19
日
（月）
、22日
（木）
、26日
（月）
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ーのサービスです。
とき 11月８日
（木）
午前10時30分〜11時30分
ところ 茅野市図書館前庭
持ち物 コップ
問 茅野市図書館 ☎72−9085

茅野市図書館 図書館を飾ろう！
おはなし会に参加したあとに、２階おは
なしの部屋前の飾りつけを一緒にしてみ
ませんか。
とき 11月24日
（土）
１回目 午前11時頃〜
２回目 午前11時30分頃〜
ところ 茅野市図書館２階 おはなしの
部屋前
対象 おはなし会に参加した方
参加費 無料
問 茅野市図書館 ☎72−9085

茅野市図書館シリーズ企画
公立諏訪東京理科大学 出前授業講座
第３回〜外国文学の読解講座−ナサニエル・
ホーソーンの『ラパチーニの娘』を題材に−〜
第３弾の今回が最終回となります。講座
は毎回内容が異なりますので、今回が初
めての方も歓迎です。
今回は昨年度「エドガー・アラン・ポー」
の作品の読解講座で好評頂きました奈良
先生の講義を、同じくアメリカ文学から
題材を変えてお送りします。
作品を知らない方でも、講義は内容の要
約から行いますのでお楽しみ頂けます。
より深く楽しみたい方は、作品を読んで
からいらしてください。収録書籍につい
ては図書館までお問い合わせください。
とき 11月30日
（金）
午後１時30分〜３時
ところ 茅野市図書館２階 会議室
参加費 無料
定員 20名
申込期間 11月13日
（火）午前10時から
定員に達し次第受付終了
申込・問 茅野市図書館 ☎72−9085

第12回茅野市小中高校生
調べ学習コンクール優秀作品展示
今年度、第12回茅野市小中高校生調べ
学習コンクールの表彰式とあわせて優秀
作品を展示いたしますので、お出かけく
ださい。子どもたちのがんばった成果を
ご覧ください。なお、表彰式は11月13
日（火）午後５時30分から市役所１階ロ
ビーで行います。
とき 11月12日
（月）
〜11月22日
（木）
ところ 茅野市役所１階ロビー
問 生涯学習課こども読書活動
応援センター ☎75−1250

開館30周年記念事業
毎月お楽しみ会
いろりばたおはなし会

博

いろりばたで昔話を聞きましょう。
とき 11月23日（金・祝）11時〜正午
ところ 総合博物館
講師 読りーむ in ちの
（読書推進グループ）
料金 通常入館料
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300

博

プラネタリウム11月のテーマ
「織姫が北極星になる日」

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。11月は
「織姫が北極星になる日」
。
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
※11月４日
（日）
は、午前・午後ともに博
物館投影はありません。
※11月23日（金・祝）の午前の回は11時
30分からです。
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

博

展示物の解説動画をQRコードを
読み取って見てみよう！

展示物の案内板にQRコードを設置して
あります。スマートフォンなどで読み取
っていただくと、解説動画が見られます。
タブレットの貸し出しもしていますので、
ご覧ください。
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300

守

神長官守矢史料館
休館に関するお知らせ

休館日
問

11月５日
（月）
、12日
（月）
、19
日（月）、26日
（月）
神長官守矢史料館 ☎73−7567

第九回 寒天寄席

C 「四代目 桂春團治襲名披露公演」
上方落語の大名跡、桂春團治の四代目襲
名披露を、桂きん枝らと共ににぎやかに
執り行います。
とき 11月30日（金）
午後７時開演（６時30分開場）
料金 ［全席指定］
前売一等席3,000円、
当日一等席3,500円、当日二等席
2,000円
主催 NPO法人サポートC 桂春團治襲
名披露公演制作委員会
共催 茅野市民館指定管理者 ㈱地域文
化創造
問 NPO法人サポートC ☎82−8230
（13時〜19時受付、火曜休）

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 11月10日（土）、11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 10月20日
（土）
から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎73−0300

博

しめ飾り作り

わらをよるところから始め、扇や鯛など
を飾り付けて、しめ飾りを完成させます。
手作りで新年を迎えませんか。
とき 12月１日
（土）
午前９時30分〜11時30分
ところ 総合博物館
講師 平沢治さん
（泉野穴倉運営委員会）
定員 10名
（要申込）
参加費 800円
持ち物 ペンチ、剪定ハサミ
申込開始 11月８日
（木）
から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎73−0300

博

ワクワク科学工作

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。
11月は「光と音の楽しい電子工作」
。
とき 11月18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 各回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 10月20日
（土）
から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎73ー0300

開館30周年記念事業
博
アンコールイベント 布ぞうり作り
布を裂いて編み込んだ「布ぞうり」を作っ
てみませんか。
とき 11月25日
（日）
９時30分〜16時30分
ところ 総合博物館
講師 平沢治さん
（泉野穴倉運営委員会）
定員 10名
（要申込）
参加費 500円
めん
持ち物 3.5㎝幅に裂いた綿の布（20メ
ートル以上）
、はさみ、昼食
申込開始 11月１日
（木）
から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎73−0300

博

第30回研究・創意工夫展

茅野市内の小中学生が夏休みに行った
自由研究や図画工作を展示します。優
秀作品は市長・教育長・博物館館長に
よって表彰されます。
とき 11月３日
（土・祝）
〜12月９日
（日）
表彰式 11月23日
（金・祝）
午前10時〜11時
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

茅野市制施行60年
博物館開館30周年記念事業
博
企画展
「茅野市60年
博物館30年」
関連イベント
・トークショー
「むかしの蓼科」
とき 11月10日
（土）
午後１時30分〜３時
ところ 総合博物館
講師 小池美秋さん
（元第一銀行蓼科山
荘管理人）
平林信裕さん
（湯川区）
料金 無料
・ギャラリートーク
とき 11月24日
（土）
午後１時30分〜２時30分
ところ 総合博物館
講師 博物館職員
料金 無料
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300

博

昼間の星を見る会
中止のお知らせ

現在、望遠鏡修理中のため、今年度予
定されていた回はすべて中止とさせて
いただきます。
中止の日程 11月11日
（日）
、12月９
日
（日）
、平成31年１月13日
（日）
、２
月10日
（日）
、３月10日
（日）
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300

博

星空観望会

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 11月17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 10月20日
（土）
から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎73−0300

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 11月17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

博

博物館からのお願い

ご家庭で不要になったゆかた等がある
方は無償でおゆずりください。博物館の
さきおり体験に使わせていただきます。
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300
広報ちの

2018.11

26

歯科健診はお済みですか？
〜後期高齢者歯科健診〜

第13回得する街のゼミナール
（まちゼミ）

C 映画「縄文にハマる人々」

長野県後期高齢者医療広域連合では、高 「まちゼミ」とは、茅野市内のお店が講師
日本人なら誰もが知る言葉でありながら、
齢者の方の健康づくり事業の一環として
となり、プロならではの専門的な知識や
その実態のほとんどが未知のままだとい
歯科健診を行います。
情報、コツを無料で受講者（お客様）にお
う「縄文時代」を題材にしたドキュメン
高齢になると、むせこんだり、のどにつ
伝えする少人数制のゼミです。
かえたりすることが多くなり、これが原
タリー。上映終了後、山岡信貴監督のア
期間 11月１日
（木）
〜11月30日
（金）
因で誤嚥性
（ごえんせい）
肺炎
（細菌が唾液
フタートークあり。
ところ 市内参加店舗
や胃液と共に肺に流れ込んで生じる肺炎
とき 11月25日
（日）
受講料 無料
です。）を起こすことがあります。
①開演10：00
②開演13：00
お口の健康は、笑顔への第一歩です。固
※内容によっては、材料費がかかるも
ところ
茅野市民館マルチホール
いものが食べにくい、入れ歯が合わない、
のがあります。
特に自覚症状はないが、お口の状態を確
料金 前売券1,400円、
当日一般1,800円、
※安心して受講していただくために、
認したい方など、費用は無料ですので、
大学生1,000円、
高校生以下500円
お店からの販売は一切ありません。
ぜひこの機会に受診しましょう。
主催 コミュニティシネマ松本CINEMAセレクト
※詳しくは茅野商工会議所へお問い合
対象 昭和17年４月１日〜昭和18年３月
わせいただくか、インターネット
「茅
共催 茅野市民館指定管理者 株式会社
31日生まれの被保険者
（平成29年
野まちゼミ」
で検索してください。
地域文化創造
度に75歳になった方）
受付開始 10月20日
（土）
〜
問 コミュニティシネマ松本CINEMAセレクト
※対象者に対し、案内通知と受診
券を６月下旬に送付しています。 問 茅野商工会議所 ☎72−2800
宮崎 ☎0263−98−4928
健診期間 平成30年12月29日
（土）
まで
健診費用 無料
茅野市民館をサポートしませんか2018
※健診により治療が必要な場合は、そ
ことばの力 リーディング公演（仮）
の治療費は本人負担となります。
茅野駅周辺等を会場に新そばまつりを開
「おと・からだ・ことば」で劇場をもっと
対象医療機関 県歯科医師会所属の歯科医院
催します。当日は、八ヶ岳山麓産のそば粉
予約方法 対象医療機関へ直接予約をお
身近に感じるシリーズの第３弾。
を使った新そばを、
お手頃な価格
（500円
願いします。
特攻隊員の遺した言葉をもとにした作品
から）でお召し上がりいただけます。
受診時に必要なもの 受診券、
被保険者証
のリーディング
（朗読）
公演です。
そば店の出店、物販・体験・展示の各ブー
問 長野県後期高齢者医療広域連合 業務
とき
12月１日
（土）
【昼】
午後２時開演／
スなどがあります。また、エキナカ市・
課 給付係 ☎026−229−5320
【夜】
午後５時開演
エキナカ赤ちょうちんが、茅野駅連絡通
子どもから大人まで楽しめる 路で同時開催されます。
※各公演約１時間半予定
オリエンテーリング体験会
とき 11月10日
（土）
ところ 茅野市民館 アトリエ
オリエンテーリングとは、地図とコンパ
午前10時30分〜午後３時
演目 「ホタル帰る」
「
、特攻隊員の遺書」
予定
スを使って決められたチェックポイント
ところ 茅野駅西口弥生通り、茅野駅東
出演
藤井由紀
（劇団唐組）
、中山一朗、
を経由してゴールするまでの速さを競う
口イベントスペース、宮川かん
久保庭尚子
競技です。
てんぐら前広場
早稲田大学オリエンテーリングクラブ
料金 ［全席自由］
問 信州八ヶ岳新そばまつり実行委員会
では、市民の森で開催するオリエンテ
一般1,000円、【昼】
高校生以下無
☎72−3801
ーリング大会（詳細はホームページ参照
料／
【夜】
高校生以下500円
https://kolc.wasedaoc.com/competiti
問 茅野市民館 ☎82−8222
on/oc/）の開催に合わせて、地域の皆さ
んを対象にしたオリエンテーリング体験
第２期収蔵作品展
会を開催します。初心者の方でもスタッ
美
申し込み方法：HPのお問い合わせフォ
「自然と向きあう」
フが丁寧に説明しますので、子どもから
ームまたは、氏名・性別・年齢・連絡先
年配の方まで誰でも楽しむことができま
とき 〜11月12日
（月）
をメールにてお申し込みください。
す。いつもと違った目線であなたのまち
とき 10月30日（火）〜11月27日（火）
午前９時〜午後７時 ※火曜休館
を冒険してみませんか？
毎週火曜日 全５回
ところ 茅野市美術館 常設展示室
とき 11月11日
（日）雨天決行・荒天中止
午後７時15分〜午後８時15分
観覧料 無料
受付時間 11時〜14時
ところ 茅野市体育練成館
（ご都合のいい時間にお越しくださ
■きてみて！親子ギャラリーツアー
参加費 無料
い。体験時間は約40分です。）
とき 10月28日
（日）午前11時開始
問 茅野合気道協会 澁谷
ところ 米沢小学校体育館にて受付（体
参加費 無料
験会は小学校周辺の屋外で実施） メール：chinoaikidoukai@gmail.com
■学芸員による作品解説会
主催 早稲田大学オリエンテーリングクラブ
ＵＲＬ：http;//chinoaikidoukai.main.jp/
とき 11月4日
（日）午後２時開始
対象 どなたでも
（小学生未満は保護者同伴）
平成30年度「諏訪地域障がい福祉 参加費 無料
参加費 無料
持ち物 運動ができる服装、運動靴
自立支援協議会フォーラム」
問 茅野市美術館
（茅野市民館内）
申込み 事前申し込みは不要です。当日
☎82−8222
諏訪地域障がい福祉自立支援協議会では、
直接会場へお越しください。
問 早稲田大学オリエンテーリングクラブ 『みんなが輝く地域づくりフォーラム』を
開催します。
午前10時から映画上映
「みん
美
齋藤 ☎080−6775−9939
なの学校」
、午後１時から山本シュウ氏
（別
長野県地域発元気づくり支援金事業
名
「レモンさん」
）
の講演会を行います。
収蔵作品の中から、地域ゆかりの作家の
講演・フォーラム
とき 11月10日
（土）
作品を展示します。
茅野市民生児童委員協議会発足60周年
午前10時00分〜午後３時30分
とき 11月18日（日）〜12月26日（水）
を迎え、民生児童委員の記念式典及び活
ところ 諏訪市総合福祉センター
午前９時〜午後７時 ※火曜休館
動報告を行います。
３階交流ひろば
ところ 茅野市美術館 常設展示室
講演会として篠原菊紀先生と鎌田實先生
参加費 無料
をお願いしています。
観覧料 無料
問 諏訪地域障がい福祉
とき 11月28日（水）
■きてみて！ギャラリーツアー
自立支援協議会
午前11時〜午後４時
とき 11月23日
（金・祝）午前11時開始
事務局：諏訪圏域障
ところ 茅野市民館 マルチホール
参加費 無料
がい者総合支援セン
参加費 無料
問 茅野市美術館
（茅野市民館内）
定員 600名
ター オアシス
問 地域福祉課福祉総務係（内線304）
☎82−8222
☎54−7713

第８回 信州八ヶ岳新そばまつり
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シルバー人材センター
刃物研ぎイベント
シルバー人材センターでは、好評をいた
だいています刃物研ぎを次のとおり開催
します。
とき 11月11日（日）雨天決行
受付時間 午前９時〜正午
ところ 富士見町町民センター生活展
料金 300円から
（研ぐものにより金額は
異なります）
対象のもの 包丁・はさみ類など
問 茅野広域シルバー人材センター
☎73−0224

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

11月14日（水）午後２時〜
11月22日（木）
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
座卓／ポータブルトイレ／麻雀牌／オー
ブントースター／スキー板とストック
（４
才〜５才用）／大型犬小屋
ゆずってください
卓球のラケット（シェイクハンド）／掃除
機／南部鉄ヤカン／鉄瓶／二槽式洗濯機
／こたつ／チャイルドシート／冷蔵庫／
洗濯機／LPガスコンロ／カットグラス
／電動草刈り機／電動除雪機／電動バリ
カン
※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。

11 月の納税等
◆固定資産税・都市計画税（４期）
◆国民健康保険税（６期）
◆上下水道料金 ◆市営住宅使用料
◆保育料 ◆下水道受益者負担金
（３期）
【納期限・振替日 11月30日
（金）
】

税を考える週間に各種
行事を開催します
11月11日
（日）
から17日
（土）
は、
「税を
考える週間」です。この期間は、全国的
に税についての広報活動を実施していま
す。諏訪税務署でも、関係団体の協力に
より期間中に各種イベントを開催します。
【記念講演会】
とき 11月12日
（月）午後３時〜５時
ところ RAKO華乃井ホテル
内容
・諏訪税務署長講話 上杉 陽一 署長
・講演「信大病院での脳死肝移植の体験
と教育への想い」
講師 小宮山 淳 先生
主催 諏訪税務署管内納税関係団体
連絡協議会
【税の一日無料相談】
とき 11月14日
（水）午前10時〜午後４時
ところ 茅野市役所議会棟大会議室
主催 関東信越税理士会諏訪支部
【クイズ番組放映】
「クイズ！税金ゼミナール2018」
（LCVテレビで税を考える週間中に複数回放映）
問 諏訪税務署 総務課
☎57−5210
（直通）

第12回 アルコール問題研修会
「つながろう！地域で」
アルコール依存症専門病院の精神科医師
にアルコール関連問題における地域連携
について、お話をしていただきます。
入場無料、事前申込は不要。
とき 11月６日
（火）午後６時30分〜８時
（午後６時から受付開始）
ところ 諏訪中央病院 講堂
講師 足立順代先生（こころの医療セン
ター駒ケ根）
主催 茅野酒害者回復クラブ
共催 諏訪中央病院・茅野市
問 諏訪中央病院患者サポートセンター
（松田・吉岡）☎72−1000
（代表）

楽しく子育て力UP講座
親学習プログラム 参加者募集
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 11月16日
（金）
、11月22日
（木）
、
11月29日
（木）
、12月７日
（金）
、
12月14日（金）、12月21日（金）
（全６回）
時間 午前10時〜正午
会場 家庭教育センター
参加費 無料（初回のみ茶菓子代として
実費300円）
託児 生後８か月以上
（要予約）
※１人１回200円
定員 10名
（先着順）市内在住者優先
受付開始 10月22日
（月）
〜
申込・問 NPO法人 CLIP in すわ
中村 ☎72−2837
長田 ☎79−4555

平成30年分 年末調整
説明会を開催します
諏訪税務署では、給与等の支払いをして
いる事業者等の方を対象に、年末調整説
明会を次のとおり開催します。
とき 11月15日
（木）
午後１時30分〜
（２時間程度）
ところ 茅野市役所８階大ホール
持ち物 「年末調整のしかた」や「給与所
得の源泉徴収票等の法定調書の作成と
提出の手引」
などのパンフレット
問 諏訪税務署 法人課税第一部門
☎57−5213
（直通）

平成30年分 個人事業者
決算説明会のお知らせ

平成30年度
長野県青少年健全育成県民大会

諏訪税務署では、個人事業者等の方を対
象に決算書の作成方法や作成に当たって
青少年健全育成表彰、
アトラクション、
講
の注意点などについて、次のとおり説明
演会等を行います。
どなたでも参加可能で
会を開催します。説明会の時間は、１回
すので、
ご希望の方はお申込みください。 ２時間程度となります。
とき 11月10日
（土）
【営業所得関係
（２回）
】
午後０時45分〜４時
とき 11月28日
（水）
（受付・入場は午後０時15分から）
午前10時〜、午後１時30分〜
ところ 諏訪市文化センター
ところ 茅野商工会議所４階大会議室
問 長野県将来世代応援県民会議
（長野県
【農業所得関係
（２回）
】
県民文化部次世代サポート課内）
とき 12月５日
（水）午後１時30分〜
☎026−235−8996
ところ 茅野市営農センター会議室
とき 12月11日
（火）午後１時30分〜
ところ Ａコープ サン・ライフ店
２階会議室
平成31年４月採用の諏訪中央病院組合
※茅野市以外の説明会の日程やご不明な
職員を募集します。詳細については、諏
点は、諏訪税務署までお問い合わせく
訪中央病院ホームページ（http://www.
ださい。
suwachuo.jp）
の「採用情報」をご覧くだ
問 諏訪税務署 個人課税第一部門
さい。
☎57−5211
（直通）
問 諏訪中央病院庶務係
☎72−1000
（内線9110）
諏訪市中央病院看護専門学校

＋ 諏訪中央病院組合職員募集

茅 野市の人口
総人口
男
女
世帯数

55,804人 （＋ 5）
27,866人 （＋ 4）
27,938人 （＋ 1）
23,202世帯（＋14）

（ ）
内は前月比
平成30年10月１日現在
（茅野市独自推計）

募

学生募集

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
10月31日
（水）
〜11月21日
（水）
（必着）
試験期日 12月５日
（水）
詳細はお問い合わせください。
問 諏訪中央病院看護専門学校 庶務係
☎73−8808
広報ちの
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無料相談
相談の種類

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

連絡先

備

考

法律相談【要予約】
相談員：
諏訪 雅顕 弁護士

11/6（火）
13：00〜17：00
※電話予約は10/30
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

11/13（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。

市役所7階
会議室

外国籍市民のための
相談

11/15（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

毎週日曜日
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、
（ゆいわーく茅野） 相談員 岡元
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】
11/7（水）
相談員：ジョブカフェ信州 13：30〜17：30
若年者就業支援アドバイザー

司法書士法律相談
【要予約】

市役所8階
相談室

商工課
（内線435）

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。
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。

11/14（水）
15：00〜17：00
11/2・9・16・30
（金） 茅野市ひと・まち
茅野市社会福祉
9：00〜12：00
プラザ２階
協議会
社会福祉協議会
①11/3・17（土）
☎73−4431
相談室
13：00〜16：00

心配ごと相談

結婚相談

②11/9・23（金）
18：30〜20：30

子育て、家庭、教育、
発達に関する相談

こども課
市役所6階
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
こども・家庭総合支援 （内線615・616・ などの教育相談や発達に関する相談
（祝日除く）
617）
拠点「育ちあいちの」
までお気軽にご相談ください。
8：30〜17：15
発達支援センター
（こども課内）
（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
相談室
不登校などの教育相談までお気軽に
（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】

11/10（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。

保護司による
非行・犯罪相談
【要予約】

11/30（金）
10：00〜12：00

12/6・13・20・3/7・
暮らしと健康の相談会 14（木）
10：00〜15：00
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諏訪市公民館
302会議室
諏訪保健福祉
事務所
(諏訪合同庁舎
2階)

☎73−4151

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。

電話予約は平日10：00〜16：00
諏訪地区更生保護
受付。必要な場合には適切な専門機
サポートセンター
関をご紹介します。
☎55−2786
お気軽にご相談ください。
失業、倒産、多重債務、家庭問題な
諏訪保健福祉事務所
どについて弁護士が法律相談に応じ、
健康づくり支援課
あわせて保健師による心の健康を含
☎57−2927
めた健康相談をお受けします。

休日当番医・当番歯科・当番薬局
日

電 話

中新田診療所
フジモリ薬局はら店
てらさわ薬局
クリーン歯科医院

原村13221-2
原村6585-1
塚原2-7-28
諏訪市中洲福島5644-1

70-1331
79-5751
78-7851
58-8121

リバーサイドクリニック
りんどう薬局
堀歯科医院

宮川3975
宮川3987-2
塚原二丁目5-51

72-7010
73-9285
73-7139

11日
（日）

眞田医院
ピアみどりフジモリ薬局
笠原歯科医院

中大塩11-93
豊平3066
諏訪市諏訪1-7-4

73-0731
82-1288
52-0616

18日
（日）

尖石診療所
こぶし薬局
江川歯科医院

豊平4485-1
豊平南堀4538-1
ちの257-7

71-6211
【諏訪地区小児夜間急病センター】
71-6202
おおむね15歳以下のお子さんの急病に年中無休で対
82-5400

上原内科小児科医院
笠原薬局
藤森歯科クリニック

仲町7-16
本町西21-4
諏訪市城南1-2553-6

72-2636
72-2028
52-1182

土橋整形外科歯科医院
矢崎薬局
山田歯科クリニック

塚原2-2-22
塚原2-3783-1
原村5703

72-3226
73-6868
70-0007

4日
（日）

23日（金･祝）

25日
（日）

称

※休日当番医の診療時間は午前９時から午後５時まで、
当番歯科の診療時間は午前９時から正午までです。
※休日当番医・当番歯科・当番薬局は都合により変更
することがあります。
※休日の急病患者のために、市内の病院・医院が交代
で診療しています。
※希望の診療科目に対応できない場合もありますので
ご了承ください。
※受診される場合は、保険証および福祉医療費受給証
（該当者のみ）
、服用している薬または説明書を持参
してください。
※当日休日当番医が変更になっている場合があります。
最新情報は茅野消防署
（☎72-0119）
にご確認ください。

所 在 地

11月
3日
（土･祝）

名

…休日当番医

…休日当番薬局

応しています。
診療時間
午後７時〜９時
（受け付け6時30分〜9時）
住 所
諏訪市四賀2299-1
☎54-4699

至 茅野市

至
諏訪湖

飯島
入口

かっぱ寿司
諏訪インター店

平安堂
諏訪店

…休日当番歯科

図書館の森 〜ニューフェイス〜

捨てる。引き算する勇気
やました ひでこ 著 幻冬舎
「断捨離＝(イコール)捨てる」
ではない。断捨離という言葉
を作った著者の真意とは。

図説

指輪の文化史

浜本 隆志 著 河出書房新社
指輪はどんな目的で、
いつか
らするようになったのでしょ
うか。

世界一深い １００のＱ

意識の川をゆく

はじめての

ロジェ・ゲスネリ 他・著 ダイヤモンド社
良い昼寝と悪い昼寝がある
など、100個の質問に科学
者が答えています。

オリヴァー・サックス 著 早川書房
医師であり、科学者でもあっ
た著者。記憶や意識、研究者
について論じています。

山本 陽子 著 山川出版社
国宝などの美術作品が紹介
されています。飛鳥時代から
見ていきましょう。

日本美術史

＊新 着 本＊

行ったり来たり大通り

かにのしょうばい 新美 南吉

五味 太郎 作
絵本館
たくさんの人が通る大通り。
みんな何の話をしているので
しょうか。

文／竹中 豊秋 絵 安芸市図書情報館
今もカニにはハサミがついて
います。そのハサミについて
の物語です。

※各出版社に表紙写真使用許可をいただいています。

問い合わせ

スポーツ観戦手帳
東京書籍
そのスポーツ独自の用語や
ルールを知って、楽しく応援
しよう。

美サイクル茅野

分別クイズ

かわいがっていた猫ちゃん、わんちゃんが
なくなりました。火葬はできますか？
難易度 ★★★☆☆

一 般 書
266 冊
そ の 他
126 冊
児 童 書
88 冊
絵
本
71 冊
購入しました。ぜひ、ご利用下さい。
9月貸出冊数
9月利用者数
茅野市図書館

21,972 冊
5,667 人

☎72−9085

www.libnet-suwa.gr.jp

出題：美サイクル茅野・ごみ減量部会
フローリング用畳（琉
球畳）はどうしたらい
いの？
難易度 ★★★★☆

答 犬・猫の死体の重量が20㎏以下であれば、諏訪南清掃セン
ターに直接持ち込むことができます。段ボール箱などに入れてく
ださい。ペット専用の火葬は行っておりませんので、一般のごみ
と一緒に焼却となります。収骨はできません。処理手数料は無料
です。大型犬で20㎏を超える場合、または収骨を希望される方
は、ペットの火葬をおこなう専門の業者（タウンページに記載が
あります）に依頼してください。犬・猫以外のペットも同様です。

答 可燃粗大ごみとなります。カーペット・絨毯などと同様に、
諏訪南清掃センターに直接に持ち込みます。可燃ごみのステー
ションに出すことはできません。裁断する必要はなく、処理手
数料はかかりません。従来の畳・スタイロ畳などは、市では処
理できませんので、施工業者、販売店、廃棄物処理業者に依頼
してください。
広報ちの
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元気もりもり食育コーナー
〜毎月19日は元気もりもり食育の日〜

食育推進委員会

市では、食育推進計画「元気もりもり食育プラン」推進の一環として、食育イベントと講演会
を毎年開催しています。食で健康になり元気で過ごすためのヒントを見つけに、ご家族そろっ
てお出かけください。

風船プレゼント！

見て！食べて！体験して！
食から健康になろう♪

第９回

食育イベント
と き

ところ

11月17日
（土）
午後０時30分〜午後２時
マリオローヤル会館
（ベルビア３階）

試食いろいろあるヨ♪
来てね！

販売コーナー
糸萱かぼちゃ・生椎茸
さつまいも他、農産物
栄養マンクッキー
八ヶ岳中央農業実践大学校の卵

試食コーナー
学校給食のパン試食
寒天スイーツ
血液サラサラ料理
野菜たっぷり料理
適塩料理・減塩商品

体験コーナー

アルクマ野菜クイズ！
野菜重さあてコーナー
玉入れに挑戦して栄養マンの風船をもらおう！
栄養マンのキーホルダー作り

茅野市健康づくりポイント
事業の対象です！

測定コーナー

毛細血管観察できます
先着35名

食育講演会「野菜で元気！幸福レシピ」
午後２時〜3時30分
塩分のとり過ぎが気になる方。野菜不足が気になる方。家族そろ
ってお出かけください。
野菜で元気になる「幸福レシピ」がいっぱいです。
料理研究家
（クッキングプロデューサー）

山本 麗子 氏

※聴講無料、講演会参加者に素敵なプレゼントがあります。
※当日、駐車場の混雑が予想されますので、市役所、健康管理セ
ンターの駐車場もご利用ください。

問 茅野市健康づくり推進課（茅野市健康管理センター内） ☎82−0105
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フォトニュース

懐かしい童謡 市民合唱団とも共演
由紀さおり・安田祥子コンサート
〜童謡100年〜
８月19日、由紀さおりさん・安田祥子さ
ん姉妹のコンサートが茅野市民館で開催
されました。懐かしい童謡など26曲を披
露。来場者の約20曲のリクエストにも応
え、美しい歌声を届けていました。
コンサートの最後には、茅野市芸術文化
協会に加盟する合唱グループ４団体で構
成された市民合唱団46人と共演。茅野市
で生まれた縄文のうた
「つないで」
と童謡
「故郷」
、由紀さん姉妹がコンサートの最
後に必ず歌う
「ソレアード〜子供たちが
生まれる時〜」
を歌いあげました。

さわやかな初秋、縄文の里を駆け抜ける
第12回八ヶ岳縄文の里マラソン
９月９日、尖石縄文考古館を発着点に八ヶ
岳縄文の里マラソンを開催しました。晴
れやかな晴天の中、全国から集まったラ
ンナーが力走しました。年齢、男女、距
離別の16部門に分かれ、今年は小学生
から80代まで過去最多タイの1282人が
エントリーしました。
レース終了後には、北京オリンピック女
子マラソン日本代表の招待選手、赤羽有
紀子さんによる陸上教室が行われました。
日本代表になった選手から話を聞ける貴
重な機会ということで多くの方が質問し、
有意義な時間としていました。

災害時に役立つ省エネの知恵
防災工作＆エコパッククッキング体験会
茅野市地球温暖化対策地域協議会の主催により、防災と身近
な省エネについて考え、家庭での省エネルギーなどの取組を
進めていくため、平成30年９月15日（土）に茅野市民館イベ
ントスペースにて「防災工作＆エコパッククッキング体験会」
を開催しました。
当日は約30名の方にご参加いただき、ビニール袋で蒸しパ
ンを調理したり、新聞紙やチラシで食器やスリッパを作った
りして、災害時に役立つ知恵を習得しました。
チラシで作るコップや新聞紙で作るスリッパは子どもでも作
ることができ、「少し難しかったけど楽しかった」と、新聞ス
リッパで会場内を歩き回り、履き心地を体験していました。

テーマ「わたしのChino Only」
茅野市縄文ふるさと大使シンポジウム
10月６日、茅野市の魅力をPRする「縄文ふるさと大使」のシ
ンポジウムを茅野市民館で行いました。パネリストは、がん
患者支援NPO法人「5years」理事長の大久保淳一さん、彫刻
家の藤森民雄さん、株式会社ヤマテン代表取締役で気象予報
士の猪熊隆之さん、アルピニストの野口健さんの４名。柳平
市長が司会を務め、
「わたしのChino Only」
をテーマに、
茅野市
の魅力や茅野市に寄せる思いを語り合いました。
縄文ふるさと大使は、平成23年度に始まった制度で、茅野
市にゆかりのある著名な方に委嘱し、知名度による発信力を
生かして茅野市の歴史や文化、芸術、自然、特産品等につい
ての普及広報活動をしていただいています。
広報ちの
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各地区こども館で行われ
ている行事や体験の情報は
「どんぐり通信」のホーム
ページで紹介しています。

こども通信

どんぐり通信HP

０１２３広場
イベント名

日

開館時間 10：00〜18：00
☎71-1661

時

休館日
内

木曜日

容

小さくなってしまったこども服や靴などを提供していただき、広場のみんなで譲り
合います。持ち物 靴を入れるビニール袋（当日は大勢の方が利用されるため各自
で靴の管理をお願いします。
収集期間10月15日
（月）
〜11月４日
（日）

こども服リユースの会
（おひさまの会主催）

11月6日
（火）
10：20〜12：00

女性就業相談日

11月12日
（月）
子育て中のママを応援！おでかけ就業相談
10：00〜12：00

おはなし０１２３
11月13日
（火）
ブックメイト
「ぐりとぐら」 11：15〜11：40

子どもに一度は出会わせたい絵本が登場します。やさしくあたたかな語りや手あ
そびが、きっと心温まるひと時を作ってくれるでしょう。

11月20日
（火）
10：30〜12：00

10月に参加した赤ちゃんとお母さんが対象です。親子のふれ合い遊びを楽しんだり、お
母さん同士の交流をしませんか？保健師さん、栄養士さんによる育児相談もできます。
【持ち物】バスタオル・ハンカチ
保健師・栄養士がお話を伺います。どんな事でもご相談ください。

おはなし０１２３
「ぐるんぱ」

11月27日
（火）
11：15〜11：40

ボランティアさんによる絵本の読み聞かせです。
絵本や手遊びを一緒に楽しみましょう。

パパ・ママリズム遊び講座
『親子でリズム遊びを楽し
もう！（
』多田みさき先生）

11月30日
（金）
11：15〜12：00

親子で向き合える時間。楽しく体を動かして遊びましょう。お父さん、お母さんの
ご参加をお待ちしています。

赤ちゃん講座 PartⅡ

図書館

開館時間 平日9：30〜18：30 土・日・祝日10：00〜18：00
休館日 月曜日（祝日の場合は翌火曜日）、第４金曜日 ☎72-9085

イベント名
0・1・2おはなし会
おはなしわーるど

日

時

11月3日、
17日、
24日
（土）
10：30〜
11月3日、
17日、
24日
（土）
10：30〜

対

内

容

0、1、2才のお子さん
と保護者の方

わらべうた・親子あそび・絵本の読み聞かせなど、
親子で楽しいひとときを！

3才以上の方なら
どなたでも

語りと絵本の読み聞かせを中心に、わらべうた・手遊びな
どを行います。おはなしの世界が広がります。

紙芝居だいすき！

11月10日
（土）
10：30〜

どなたでも

おはなしとはひと味ちがう、楽しく愉快な紙芝居の世界を
お楽しみください。

どんぐりちいさな
おはなし会

11月14日
（水）
10：45〜

どなたでも

親子あそびやわらべうた、絵本の読み聞かせなどがあるお
はなし会です。

おなかの赤ちゃん
おはなし会

11月17日
（土）
13：30〜

これから赤ちゃんを迎
えられる家族の皆さん

これから赤ちゃんを迎えられる家族のみなさんへのおはな
し会です。楽しい手遊び・わらべうた・語り・絵本の読み
聞かせなどです。

パネルシアターで
あそぼう

11月20日
（火）
10：45〜

どなたでも

パネルシアターを見たり、さわったり、みんなで一緒に遊
ぼう！

家庭教育センター
イベント名

日

おはなし会
「えほんとなかよし」

11月６日（火）
10：30〜

絵本で子育て
〜絵本のひみつ探しと
読み聞かせの基本〜
遊びの広場
「カレンダー作り」
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時

開館時間 9：00〜17：00
☎73-0888
対

象

休館日
内

日曜日、祝日
容

就園前の子どもと
保護者（申込不要）

「ブックメイトぐりとぐら」による遊びや歌を交えなが
らの絵本の紹介や読み聞かせです。

11月21日、
28日
（水） 就園前の子どもと
保護者（申込不要）
10：30〜

絵本のひみつ探しや親子で絵本を一緒に楽しみ、子育て
に絵本を使う喜びを味わいませんか。今月の絵本は何か
な？お楽しみに。

11月15日（木）
10：00〜11：00
受付９：30〜

手作りでカレンダーを作ります。すてきなカレンダーが
できますよ。 持ち物：上履き靴（親子）
・水分・ハサミ・
写真やお気に入りのカットなどありましたらお持ちくだ
さい。なくても大丈夫です。

就園前の子どもと
保護者（申込不要）

健康管理センターの相談・教室
相談・教室

日

時

内

☎82−0105

容

持ち物

赤 ち ゃ ん 相 談

11月2日、
16日（金）
9：00〜11：00

母子健康手帳
育児相談、栄養相談、身体計測、乳房マッサージ
※乳房マッサージの方はタオル3枚
※乳房マッサージは要予約（生後４か月くらいまで）（3枚のうち1枚は白いもの）

マタニティ相談

11月16日（金）
10：00〜11：30

助産師による相談、マタニティヨガ
※要予約

※運動のできる支度でお越しくだ
さい。

ごっくん・もぐもぐ
離乳食教室

11月13日
（火）
10：00〜11：30

ごっくん：生後4か月〜6か月児向けの離乳食の作り方
もぐもぐ：生後7か月〜8か月児向けの離乳食の作り方
※要予約

赤ちゃん用のスプーン、
飲み物、
おんぶ紐、
お母さんのエプロン、
三角巾

ぱくぱく離乳食教室

11月14日（水）
10：00〜11：30

生後11か月〜1歳2か月児向けの離乳食の作り方
※要予約

赤ちゃん用のスプーン、
飲み物、
敷物
（レジャーシート等）

乳幼児健康診査
日

健診名
4か月児

程

母子健康手帳

〔会場〕茅野市健康管理センター
☎82−0105

受付時間

対

持ち物

象

11月 7日
（水） 午後０時40分 Ｈ30年6月後半生まれ（16日以後生まれ） 母子健康手帳、問診票、バスタオル、
11月28日
（水） 〜午後１時 Ｈ30年7月前半生まれ（15日以前生まれ） どんぐり手帳
※ファーストブックプレゼントがあります。

11月12日
（月） 午後０時40分 Ｈ30年1月前半生まれ（15日以前生まれ）
10か月児
11月30日
（金） 〜午後１時 Ｈ30年1月後半生まれ（16日以後生まれ）
１歳
6か月児
２歳児

母子健康手帳、問診票、バスタオル、
どんぐり手帳

11月 6日
（火） 午後０時40分 Ｈ29年5月前半生まれ（15日以前生まれ）
母子健康手帳、問診票、どんぐり手帳
11月21日
（水） 〜午後１時 Ｈ29年5月後半生まれ（16日以後生まれ）
11月 9日
（金） 午後０時40分 Ｈ28年11月前半生まれ（15日以前生まれ） 母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、
11月26日
（月） 〜午後１時 Ｈ28年11月後半生まれ（16日以後生まれ） コップ、タオル、どんぐり手帳
※染め出し液が服などに付着する場合があります。

3歳児

11月13日
（火） 午後０時40分 Ｈ27年11月前半生まれ（15日以前生まれ） 母子健康手帳、
問診票、
目と耳に関するアンケート、
11月27日
（火） 〜午後１時 Ｈ27年11月後半生まれ（16日以後生まれ） 尿（郵送した用紙・容器をお使いください)、どんぐり手帳

予防接種
予防接種名

BCG
四種混合
ジフテリア
破傷風
百日ぜき
不活化ポリオ

〔会場〕茅野市健康管理センター〔持ち物〕母子健康手帳、予診票、どんぐり手帳、体温計
（体温は当日、会場で測定してください。
）◎受け付けはホールに並んだ順に行います。

日 時

対 象

11月16日（金）受付時間

備 考

生後５か月〜12か月未満

午後１時15分
11月 2日（金） 〜午後１時50分

11月19日（月）
11月 5日（月）

日本脳炎

11月20日（火）

※受付時間が変更
になりました。

生後３か月〜７歳６か月未満

１期初回は３〜８週間隔で３回接種します。
１期追加は１期初回３回目終了後、
１年〜１年半の間に１回接種します。

生後３歳〜７歳６か月未満

1期初回は1〜4週間隔で2回接種します。
１期追加は２回目終了後11か月以上の間隔で
１回接種します。

診察時間
午後１時30分〜
※受付時間を過
ぎると接種で
きません。

生後５か月〜12か月未満の間に１回接種します。
（標準接種5か月〜8か月）

（注１）四種混合、日本脳炎、ヒブ、小児の肺炎球菌、Ｂ型肝炎などの予防接種をした場合は６日以上、BCG、麻しん・風しん
（MR）
、
水痘などの予防接種をした場合は27日以上の間隔で他の予防接種を行ってください。
（注２）乳幼児、小・中学生までの予防接種履歴を管理しています。転入された方は、今までの接種状況をお届けください。

各地区育児相談会
会
場
中大塩地区コミュニティセンター
玉川地区コミュニティセンター
豊平地区コミュニティセンター
泉野地区コミュニティセンター
宮川地区コミュニティセンター
湖東地区コミュニティセンター
米沢地区コミュニティセンター

〔内容〕乳幼児の育児相談、栄養相談、身体計測等
※中大塩地区は成人の血圧測定、尿検査、健康相談も行います。

11月20日（火）
11月13日（火）
11月14日（水）
11月22日（木）
11月14日（水）
11月15日（木）
11月27日（火）

日
時
午前9時30分〜午前11時
午前10時〜午前11時15分
午前10時〜午前11時15分
午前10時40分〜午前11時15分
午前9時30分〜午前11時
午前9時30分〜午前11時
午前9時30分〜午前11時
広報ちの
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熱中！

宮川小学校ふでもじクラブ

クラブ活動
No.56
ふでもじクラブのモットー
ゆったり和やかな空気と時間の中
で、楽しくのびのびと自己表現し
よう！

所 属 人数 21人

宮川小で、今年初めて作られたクラブです。

自分の心や気持ち、相手に伝えたい思いを、のびのびと自由に表現できることが目標です。
筆ペンに墨をつけて言葉をかき、パステルで色もつけています。お手本はないのですが、子どもたちそ
れぞれに持ち合わせている感性で、毎回、素敵な作品ができあがっています。
い とう

伊藤

顧問

せい な

代表者から
聖捺 さん
ふでもじクラブは、みんなが笑顔で楽しく活
動しています。先生たちが迷ったり悩んだり
したときは、優しく教えてくれますし、最高
のクラブです。メンバーは、みんな仲良く困っ
ていたら助け合えるクラブです。
み さい づ

美齊津

ひろ こ

浩子 先生

顧問の先生から

ふでもじは、墨をつかって書きますが、お手本はありません
し、上手にかかなくては！という緊張感も全く必要ありませ
ん。大切なのは、自分から発信する言葉を大切にする気持ち。
自分が口にする言葉、相手に伝える言葉がよいものであると、
一番に自分自身が幸せな気持ちになり、元気になれます。
『行く言葉が美しければ来る言葉も美しい』を、ゆったり和
やかな空気と時間の中で楽しみながら、子どもたちに感じて
もらえたらと願っています。
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宮川小学校ふでもじクラブの活動の様子はビーナチャンネル
でも放送します！
放送日 11月１日〜７日（正時からの30分番組内）

平成

２歳

１歳

お誕生日おめでとう！
いつも笑顔の陽くんたく
さんの幸せをありがと
う！元気にすくすく成長
してね！

ゆい

日生まれ

日生まれ

14

結 ちゃん

月

11

小池

年

はる

月

２歳

お誕生日おめでとう！
みさきの笑顔が可愛くて
大好きだょ。いっぱぃ遊
んで、食べて大きくなっ
てね。

28

陽 くん

年

14

平成

平成
11

白川

日生まれ

21

み さき

月

11

29

美咲 ちゃん

年

28

誕生日おめでとう！
いたずら好きの元気いっ
ぱいの源之が大好きだ
よ！大きくな〜れ‼

中村

平成

茅野市内にお住まいの
１月生まれで３歳以下
のお子さんの写真を募
集します。①写真②氏名
（子
〈ふりがな〉
・保護者・
子の性別）
③お子さんの
生年月日④電話番号⑤
コメント
（50文字以内）
をメールまたは封書で
送ってください。
メール
の件名は「おたんじょう
びおめでとう応募」
とし
てください。応募の締め
切りは11月６日（火）。
メールアドレス：
c.senryaku@city.chino.
lg.jp

お誕生日おめでとう♪
いつも元気でひょうきん
なあーちゃん♪
これからもいっぱいみん
なを笑わせてね！

２歳

３歳

投稿フォームからも
簡単に応募できます!

げんしん

日生まれ

月６日生まれ

11

源之 くん

年

あか り

月

18

朱里 ちゃん

年

11

28

島田

平成

おたんじょうび
おめでとう

窪田

27

お誕生日おめでとう(^^)
よく食べてよく笑ってよ
く泣いてこれからも元気
に大きくなってね！

広
告
広
告

＜広告欄＞広告の内容については、広告主へお問い合わせください。
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◎広報紙に掲載されたあなたの写真を１枚差し上げます。ご希望の方は地域戦略課広報戦略係まで。
◎広報紙は茅野市内のお近くのコンビニエンスストア、金融機関、郵便局でも入手できます。

広報ちのは資源保護と環境保全
のため、古紙配合率100％再生
紙とベジタブルインキを使用し
ています。
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