
毎年、美サイクル茅野で実施している廃
棄物の回収事業を今年も実施します。今
年は11月24日（土）に茅野市運動公園で
行います。会場のレイアウトや処理金額
等詳細については広報ちの11月号（10
月23日発送）にてお知らせしますのでご
確認ください。なお、農薬や火薬、アス
ベスト（石綿）など危険物については回収
しませんのでご了解ください。
問　茅野市美サイクルセンター　
　　☎72－2905

各区・自治会のごみステーションに、可
燃ごみ専用袋（赤文字）に入れずにごみが
出されている、曜日、時間が守られずご
みが出されていることが見受けられます。
各家庭に配布しました「家庭版平成30年
（2018年）ごみの出し方」をいま一度ご
確認いただき、ごみの出し方のルールを
お守りください。
なお、「家庭版平成30年（2018年）ごみ
の出し方」は、市役所本庁、各地区コミ
ュティセンターにございますのでご利用
ください。
問　茅野市美サイクルセンター　
　　☎72－2905

もしも、大切な家族が亡くなったら、ど
うしたらいいでしょうか。
そんなことは考えたくはないけれど、日
本で長く生活していたら、家族や身近な
方が亡くなることもあるかもしれません。
いざというときに後悔しないよう、一度
考えてみませんか。
とき　11月４日（日）午前10時～正午
ところ　市民活動センター（ゆいわーく
　　　　茅野）１階　会議室101、102
対象　外国籍市民とその家族
内容　・いざという時、家族が困らない
　　　　ように準備が必要なこと
　　　・お葬式について
　　　・相続について
問　生涯学習課
　　☎72－2101（内線634）
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縄文の湯は月曜日が定休日ですが、10月
８日（月）体育の日も休まず営業しますの
で、ご利用ください。
問　縄文の湯　☎71－6080

四季折々の彩りをみせる「小泉山体験の
森」で、秋の植物観察会を行います。こ
の時期にしか見られない草花を探して、
秋の小泉山を親子や地域の皆さんと楽し
く散策してみませんか。
とき　10月６日（土）
　　　午前９時～正午頃　雨天中止
　　　中止の場合には、上古田登り口と
　　　上古田公民館に案内看板を設置し
　　　ます。
ところ　小泉山（上古田公民館集合・解散）
講師　小泉山体験の森創造委員会　ガイ
　　　ドスタッフ部会
内容　上古田公民館→親水ゾーン→下古
　　　田二本松→富士浅間神社→山頂→
　　　風穴→上古田口→上古田公民館と
　　　まわりながら植物を観察します。
参加費　無料
持ち物　筆記用具、ルーペ、飲み物、タ
　　　　オルなど
問　生涯学習課　生涯学習係（内線634）

実りの季節になりました。多留姫文学自
然の里では、収穫祭ではぜにかけた稲を、
足踏み脱穀機など昔ながらの機械を使っ
て脱穀します。これまで、田植えまつり
や収穫祭に参加されなかった方も参加で
きます。
とき　10月13日（土）　
　　　午前９時30分～正午（雨天中止）
ところ　多留姫文学自然の里「神田」
持ち物　長靴、軍手、タオル、帽子
服装　稲刈りができる服装（長袖など）
問　生涯学習課　生涯学習係（内線634）

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
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茅野市では、物品の有効利用と財源確保
のため、一般競争入札により市が所有す
る下記の物品を売却します。入札参加希
望の方は、必ず現物確認をお願いします。
入札参加申し込みの手続きや資料の配布
については管理課管財係の窓口で行って
います。詳しくはお問い合わせください。
公売物品
　物品　クラウンマジェスタ　１台
　製造元　トヨタ
　型式　GF－UZS151
　車両登録番号　諏訪300 さ5151
　登録年月日　平成10年９月17日
　走行距離　102,563㎞（９月６日現在）
　予定価格 （最低売却価格）63,815円
公売方法　一般競争入札
入札参加申込受付期間　 
　９月25日（火）～10月５日（金）
入札会　10月10日（水）　　
　　　　午前10時～　７階705会議室
問　管理課　管財係（内線162）

「オレンジ・カフェ」とは、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　10月15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　茅野市担当者から『介護保険の活
　　　用方法』について話があります。
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）

10月２日から11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　10月10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）

市営温泉施設は
次の日も営業します

オレンジ・カフェ茅野　
10月の開催のお知らせ

外国籍市民向け生活情報講座
「いざという時のために」

小泉山体験の森　秋の植物観察会

公用車を公売しますご家庭の廃棄物を回収します

もえるごみの出し方について

10月の介護保険制度説明会

多留姫文学自然の里　脱穀まつり
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休館日　10月１日（月）、９日（火）、15
　　　　日（月）、22日（月）、26日（金）、
　　　　29日（月）
祝日開館　10月８日（月）
問　茅野市図書館　☎72－9085

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　10月11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ー9085

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　10月25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
申込・問　茅野市図書館　☎72－9085

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　10月27日（土）
　１回目　０.１.２おはなし会のあと
　　　　　午前11時頃～
　２回目　おはなしわーるどのあと
　　　　　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　おはなし会参加者
問　茅野市図書館　☎72－9085

他国の文化に興味があっても触れる機会

に恵まれない方、一歩進む勇気の出ない

方もいらっしゃるのでは？　テキサス生

まれニューヨーク育ちのメアリー先生の

立場から日本と他国とのコミュニケーシ

ョンについて身近な話題をもとにお話い

ただきます。

とき　10月18日（木）
　　　午後１時30分～午後３時

ところ　茅野市図書館２階　会議室
講師　公立諏訪東京理科大学講師　
　　　有賀メアリー先生

定員　20名（定員になり次第締め切ります）
受講料　無料
持ち物　なし
申込開始　10月２日（火）午前10時～
第３回は11月30日です。講師、授業内

容は変わります。

申込・問　茅野市図書館　☎72－9085

休館日　10月１日（月）、９日（火）、15
　　　　日（月）、22日（月）、29日（月）、

　　　　11月５日（月）

祝日開館　10月８日（月）
10月６日（土）、７日（日）は縄文まつり開
催のため入館無料です。
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

交付対象者　茅野市内に居住し、もしく  
　は事業所等を有する個人または事業者
　（地方公共団体および公共団体は除く）
　で、２月末までに運転確認ができるよ
　う設置工事を完了できる方
交付対象台数　11台
補助率等　ペレットストーブまたはペレ
　ットボイラー本体の購入に要する経費
　の２分の１以内（ただし、１台につき
　上限10万円とします。）
補助対象条件
　・補助対象とするペレットストーブま
　　たはペレットボイラーは、県内に事
　　業所又は代理店を有する者から購入
　　すること。
　・使用するペレットは、県内のペレッ
　　ト製造施設で製造されたもので、長
　　野県の林業及び木材産業の振興並び
　　に県産材の利用促進に資する県産間
　　伐材を利用したものを使用すること。
受付開始日　10月１日（月）
受付場所　茅野市役所５階農林課林務係
　　　　　62番窓口
受付の際に必要となる書類
　・購入を予定しているペレットストー
　　ブ又はペレットボイラーの見積書の
　　写し
　・購入を予定しているペレットストー
　　ブ又はペレットボイラーの外観が分
　　かるパンフレット等
留意事項
　・多数の申込みが見込まれるため、10
　　月１日（月）から10月５日（金）までを
　　抽選受付期間とし、期間中の申込み
　　台数が11台を超えた場合は抽選に
　　て交付対象者を決定します。10月
　　８日（月）以降、申込みが対象台数に
　　満たない場合は先着順とします。
申込・問　農林課　林務係（内線405）

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　10月10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
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ペレットストーブ等の購入者に
対し、補助金を交付します

家族ほのぼのサロン
茅野市図書館 図書館を飾ろう！

図書館　
休館に関するお知らせ

茅野高校図書委員さんと楽しむ
わくわくおはなし会

尖石縄文考古館
休館に関するお知らせ

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２回　～異文化コミュニケーション～

図書館で
　ティータイムを
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尖

スズタケを分割したものでザルを制作
する講座です。
とき　10月20日（土）・21日(日)　　
　　　午前９時30分～午後３時
ところ　尖石縄文考古館
定員　10名
受講料　800円
持ち物　作業のできる服装
　　　　エプロン、クリップ
その他　要申込　
受付期間　９月20日（木）～10月14日
　　　　　（日）先着順
　　　　　＊小学校５年生以上
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

考古館で使用するどんぐり拾いを手伝
っていただけませんか。
どんぐりと交換で、クリアファイル・
オリジナル缶バッジを差し上げます。
とき　10月13日（土）午前10時～正午
ところ　尖石縄文考古館
定員　20名
受講料　無料
持ち物　帽子・軍手・袋
　　　　歩きやすく汚れても良い服装
　　　　でご参加ください。
その他　要申込
　　　　受付期間：９月13日（木）～10
　　　　月５日（金）先着順　雨天中止
　　　　＊小学校４年生以下の方は保
　　　　　護者同伴でお申し込みくだ
　　　　　さい。
申込・問　尖石縄文考古館
　　　　　☎76－2270

とき　10月27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
講師　堤　隆 さん（明治大学黒耀石研
　　　究センター客員研究員）
定員　80名
資料代　100円（館内をご覧の場合、
　　　　観覧料が必要です）
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

消しゴムはんこでオリジナル土偶スタ
ンプを作る講座です。
とき　11月11日（日）
　　　午前10時～11時30分
ところ　尖石縄文考古館
定員　10名
受講料　800円
その他　要申込み、受付期間10月11日
　　　　（木）～11月４日（日）、先着順
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

休館日　10月１日（月）、９日（火）、15

　　　　日（月）、22日（月）、29日（月）

祝日開館　10月８日（月）

問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

とき　10月13日（土）午前10時～11時

ところ　総合博物館

講師　小川哲男 さん

　　　（元茅野商工会議所会頭）

料金　参加費無料

問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

ワインレッドに染まる冬青（そよご）によ

る草木染で絹のストールを染めます。

とき　10月７日（日） 午前10時～正午

ところ　総合博物館

定員　16名（要申込）

参加費　2,000円

申込　９月28日（金）午前10時から受付

申込・問　八ヶ岳総合博物館

　　　　　☎73ー0300

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　10月13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（要申込）

参加費　無料

申込開始　９月20日（木）から受付

申込・問　八ヶ岳総合博物館

　　　　　☎73ー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　10月13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

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。
10月は「いろいろな石鹸を作ろう」。
とき　10月28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　９月20日（木）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

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　10月13日（土）、14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　９月20日（木）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

前宮西の水眼湧水と芳久保水源を歩いて
見学し、周辺の地形・地質との関わりを
探ります。
とき　11月４日（日）午前９時～正午
集合場所　前宮本殿前（前宮一の御柱前）
講師　小池春夫 さん（地質研究家）
定員　20名（要申込）
参加費　無料
申込開始　10月２日（火）から受付
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。
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
　　　※10月27日（土）は午前・午後と
　　　　もに投影はありません。
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
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縄文ゼミナール④
「神子柴（みこしば）遺跡を
　　　　　めぐる４つの謎」

縄文教室④
「スズタケのざるを作ってみよう」

尖 縄文を楽しむ④　
縄文消しゴムスタンプを作ろう

尖

尖

草 木 染

どんぐりみつけて、あそびましょ！

八ヶ岳総合博物館
休館に関するお知らせ

プラネタリウム10月のテーマ
「地球の兄弟星」

博

博

博

ワクワク科学工作博

さきおりでランチョンマット博

湧水見学会博

博

星空観望会

古文書相談会

博

企画展
「茅野市60年 博物館30年」

ギャラリートーク
「むかしの茅野駅前」



博物館はたおりボランティア「ねじばな」
の会員が制作したバッグ、ベスト、ラン
チョンマットなどを展示販売いたします。
とき　10月20日（土）
　　　午前10時～午後４時
　　　10月21日（日）
　　　午前10時～午後２時
ところ　茅野市民館イベントスペース
問　八ヶ岳総合博物館　☎73ー0300

休館日　10月１日（月）、９日（火）、15
　　　　日（月）、22日（月）、29日（月）
祝日開館　10月８日（月）
問　神長官守矢史料館　☎73－7567

とき　10月７日（日）
　　　午後１時30分～２時30分
ところ　神長官守矢史料館
料金　通常入館料
問　神長官守矢史料館　☎73－7567

秋の夜長、市民館ならではの運動会を楽しみ
ませんか？大人もまじめに遊んでみよう！
とき　10月24日（水）午後7時～
ところ　茅野市民館　マルチホール
持ち物　運動のできる服装・靴
対象　高校生以上　※小・中学生は保護
　　　者の承認があれば参加可
参加費　100円
定員　20名（要申込み）
問　茅野市民館　☎82－8222

御柱祭とともにある木遣と、北欧の先住
民サーミ民族が守ってきた伝統的な即興
歌・ヨイクのコラボレーション。サーミ
文化のシンポジウムとコラボレーション
によるコンサートを通して、伝統の声で
繋がる北欧と諏訪の世界をお届けします。
とき　11月11日（日）午後１時30分開演
ところ　茅野市民館 コンサートホール
出演　茅野市木遣保存会、ミッケル・ラ
　　　スムス・ロイエ、カタリーナ・バ
　　　ルック
料金　大人4,500円、中・高校生1,500円、
　　　小学生500円
〈関連企画〉
■映画「サーミの血」上映会
北欧スウェーデンの美しい自然を舞台に
描かれる、サーミ人の少女の成長を描い
た作品です。
とき　10月14日（日）午後１時開始予定
ところ　茅野市民館 イベントスペース
料金　無料
主催　Yoik and Kiyari Project 2018
共催　茅野市民館指定管理者（株） 地域文化創造
問　茅野市民館　☎82－8222

誰も知らない市場+暗闇の中にあらわれるよ
みきかせ小屋…「変身市場でよみフェスや
ろうよ！」が2019年3月に茅野市民館で開催
決定。このイベントをいっしょにつくりあげる
仲間を募集します。市場や絵本やものづくり
が好きな人、面白いことをやりたい人、世代
間交流や地域のつながりを求める人など… 
まずは説明会に気軽にご参加ください！
■説明会
1回目：10月8日（月・祝）午後1時30分
2回目：10月10日（水）午後7時
ところ　茅野市民館 アトリエ
対象　どなたでも（子どもがあそべるス
　　　ペースあります）
変身市場オーガナイザー：高橋淳

（Souq Souq／乙事キャンプ）
変身市場アートディレクター：富岡史棋

（いちにち絵本喫茶）
■「変身市場でよみフェスやろうよ！」
とき　2019年３月17日（日）
問・主催　茅野市民館　☎82ー8222

心と体を解放する動きのメソッドを体験
するワークショップ。劇場の広い空間で、
楽しく身体を動かしてみませんか？
とき　11月３日（土・祝）
　　　午後１時30分開始（約2時間予定）
ところ　茅野市民館 マルチホール
講師　大手可奈（GAGAインストラクター）
定員　30名程度（要申込み）
参加費　無料
申込・問　茅野市民館　☎82－8222

収蔵作品の中から、藤森照信（建築史家・
建築家）、宮坂了作（洋画家）、岩波昭彦（日
本画家）らがそれぞれに自然と向きあった
作品を展示します。
とき　10月６日（土）～11月12日（月）
　　　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
〈関連企画〉
■きてみて！ギャラリーツアー
とき　10月13日（土）午前11時開始
参加費　無料
■フジモリ建築見学会
見学会では、藤森照信設計の神長官守矢
史料館と、普段公開されていない高過庵、
空飛ぶ泥舟、低過庵の内部を見学いただ
けます。
とき　10月21日（日）
　　　午前の部
　　　　午前９時30分～午後０時30分
　　　午後の部
　　　　午後１時30分～４時30分
案内　藤森照信（建築史家・建築家）
集合・解散　茅野市民館
車代　800円（参加費無料）
定員　先着各25名（要事前申し込み、対
　　　象：小学５年生以上）
受付開始　９月26日（水）
問　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　☎82ー8222

茅野のこどもたちは学校で「縄文」のい
ろいろに触れて、そこから自分なりに思
いめぐらして、いろいろなものをつくっ
ています。想像の翼を広げた、こどもた
ちのJOMONアート。市内小中学生の作
品を、茅野市民館の共有スペースに展示
します。
とき　10月５日（金）～10月21日（日）
　　　※火曜休館
ところ　茅野市民館 中庭、ロビーほか
料金　無料
問　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　☎82－8222　

軽トラックの荷台で地元のとれたて新鮮
野菜や果物などの販売や、飲食の出展が
されます。
とき　10月28日（日）　
　　　午前９時～午後１時
ところ　JR茅野駅東口　茅野市民館イベ
　　　　ントスペース
申込・問　茅野TMO事務局　
　　　　　☎72ー3801

平成30年度「ハロウィンジャンボ宝くじ」
と「ハロウィンジャンボミニ」が下記のと
おり販売されます。今年のハロウィンジ
ャンボ宝くじは１等・前後賞合わせて５億
円、同時発売のハロウィンジャンボミニ
は１等・前後賞合わせて5,000万円です。
なお、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や環境対策、高齢
化対策など地域住民の福祉向上のために
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　10月１日（月）～10月23日（火）
発売場所　宝くじ売場
証票単価　300円
抽せん日　10月30日（火）
※詳細はお問い合わせいた
　だくか、市公式ホームペ
　ージをご覧ください。
申込・問　長野県市町村振興協会　
　　　　　☎026－234－3611

９月よりリバーサイドクリニックの休診
日は、休日及び年末年始の他、第５土曜
日も休診となりますのでご了承願います。
平成30年度は、９月29日、３月30日が
休診となります。
問　リバーサイドクリニック
　　☎72ー7010

広報ちの　2018.1027

美

美

茅野市民館をサポートしませんか2018
動くよろこび感じあおう（仮）

博 さきおり展示即売会

ハロウィンジャンボ宝くじの発売

守

守

こどもたちとみんなのJOMON
アートワーク（仮）

「変身市場でよみフェスやろうよ！」
実行委員（ボランティアスタッフ）の募集

リバーサイドクリニックの
休診日について

ちの軽トラ市

神長官守矢史料館
休館に関するお知らせ

企画展「幕末の諏訪」
ギャラリートーク

第２期収蔵作品展
「自然と向きあう」

C アート楽しみ隊vol.26
「市民館でアートな運動会」

C

C

C 木遣とヨイク
－伝統の声が創る 新しい諏訪の力－



来年の春に、信州スカイパークをメイン
会場として、第36回全国都市緑化信州
フェア「信州花フェスタ2019～北アル
プスの贈りもの～」を開催します。全国
都市緑化フェアは、長野県では初めてと
なる国内最大級の花と緑のイベントです。
この信州花フェスタのイベント出展者及
びボランティアを募集します。
開催場所　松本平広域公園
開催期間　2019年４月25日（木）～６月16日（日）
募集内容
●花と緑の体験プログラム
　内容　花や緑をテーマにした体験プロ
　　　　グラムの出展者
　締切　10月31日（水）
●信州花フェスタ県民ステージ
　内容　ステージを使用した演奏・ダン
　　　　ス等のステージパフォーマンス
　　　　の出演者
　締切　10月31日（水）
●ボランティア
　内容　会場運営・催事業務のサポート、
　　　　花がら摘みなどのボランティア
　締切　平成31年１月31日（木）
応募方法　詳細は信州花フェスタ公式ホ
　ームページをご覧ください。　　　　
　（https://shinshu-hanafesta2019.jp/）
問　第36回全国都市緑化信州フェア実
　　行委員会事務局
　　☎0263－88－1183

体験・コンサート・見学ツアーなど企画が
たくさん。ポップコーンや豚汁などの振る
舞いもあります。ぜひお出掛けください。
とき　10月20日（土）午前10時～午後３時
ところ　諏訪中央病院
入場無料　雨天決行　
問　諏訪中央病院　病院祭実行委員会　
　　☎72－1000

縄文検定（初級・中級）を行います。縄文
博士を目指してチャレンジしてみません
か？
合格者には、１年間の尖石縄文考古館無
料観覧券を進呈いたします。
とき　10月20日（土）
　　　午前９時30分集合　10時～正午
ところ　尖石縄文考古館
定員　各20名
受講料　無料
持ち物　筆記用具
要申込・受付期間
　10月１日（月）～17日（水）先着順
※中級は昨年度までの初級合格者が受け
　られます。
申込・問　文化財課　☎76－2386

とき　10月13日（土）午後３時～５時
ところ　マリオローヤル会館（ベルビア３F）
講師　小笠原正先生　松本歯科大学地域
　　　連携歯科学講座　教授
主催　茅野市諏訪郡歯科医師会
後援　茅野市、富士見町、
　　　原村、長野県歯科医
　　　師会、諏訪郡医師会、
　　　諏訪薬剤師会
　　　聴講無料、事前申込
　　　不要
問　茅野市諏訪郡歯科医師会　事務局　 
　　☎72－9034

幅広く美術を愛する人の「小品作品」発
表の場です。
とき　10月14日（日）～10月21日（日）
　　　午前９時半～午後５時
　　　（14日は午後１時～、21日は午後
　　　４時まで）
ところ　茅野市美術館市民ギャラリー（茅
　　　　野市民館内）
種別　日本画・洋画・彫刻・工芸・書・
　　　版画・色紙・デッサン・細密画など
搬入　10月14日（日）
　　　午前９時～10時30分
　　　（市民ギャラリー）
搬出　10月21日（日）午後４時～５時
出品料　1500円（16歳～18歳は無料）
問　茅野市美術協会　会長　田中
　　☎73－6326

諏訪養護学校では『すわよう祭』を開催
いたします。
テーマ　『夢はみるものじゃない
　　　　　　　　　　叶えるものだ』
　　　　みなさんぜひお出かけください。
とき　９月29日（土）
　　　午前９時40分～午前11時30分
ところ　長野県諏訪養護学校（富士見町）
内容　児童生徒の作品展示、手作り作品
　　　のバザー、模擬店、他
お車でお越しの際は、本校係員の指示に
従い、学校校庭または校舎周辺をご利用
ください。
問　諏訪養護学校　☎62－5600

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　10月28日（日）雨天決行
受付時間　午前９時～正午
ところ　健康管理センター前
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
問　茅野広域シルバー人材センター
　　☎73－0224

説明会　10月10日（水）午後２時～
審査会　10月19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
クラシックレコード／自転車用チャイル
ドシート／獣除けネット／フィットネス
マシン乗馬／ハゼ棒（竹）５反部分と足／
CDラジカセ／家具調こたつ／木工用旋盤

ゆずってください
アンパンマンのすべり台／ポケットアル
バム／茅野市保育園園児服（L～LL夏・
冬）／バスケットボールのゴール／ホーム
ベーカリー／大型犬舎
※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。

９月号p.３の「ブロック塀等の撤去、補強
等を支援します」中の「１／２～２／３」は、
「１／２」の誤りです。お詫びして訂正い
たします。
なお、補助金の詳細は広報ちの11月号
でお知らせします。
問　都市計画課住宅建築係　内線537 野市の人口茅

総人口　55,799人　（＋ 7）
　男　　27,862人　（＋ 8）
　女　　27,937人　（－ 1）
世帯数　23,188世帯（＋26）

◆市県民税（３期） ◆上下水道料金
◆国民健康保険税（５期）
◆市営住宅使用料　◆保育料　
【納期限・振替日　10月31日（水）】

月の納税等10

（　）内は前月比
平成30年９月１日現在（茅野市独自推計）

信州花フェスタ「イベント出展者・
ボランティア」を募集

諏訪中央病院
第10回　病院祭

口腔ケアセミナー
「摂食嚥下障害の人のための口腔ケア」

茅野市美術協会
第33回小品展 （作品募集）

『すわよう祭』
一般公開のお知らせ
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ずりあおうゆ ～不用品を活用し
　あいましょう～

縄文検定初級・中級９月号記事訂正のお知らせ

＋

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
入会説明会・審査日程

尖



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。

法律相談【要予約】
相談員：
　佐藤　義彦 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。

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。

結婚相談

家庭教育相談

女性のための相談
【要予約】

保護司による
非行・犯罪相談
【要予約】

外国籍市民のための
　　　　　　　　相談

10/9（火）
9：00～12：00

10/2（火）
受付時間
9：30～11：30
13：30～15：30

10/2（火）
受付時間
17：00～19：00

10/4（木）
10：00～15：00

10/18（木）
10：00～16：00

10/3（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

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。

諏訪市公民館
302会議室

☎73－4151

10/2（火）
　13：00～17：00
※電話予約は9/25
　　　　　　8：30～

10/10（水）
15：00～17：00

10/5・12・19・26（金）
9：00～12：00

①10/6・20（土）
13：00～16：00
②10/12・26（金）
18：30～20：30

10/13（土）10：30～、
11：30～、13：30～、
14：30～

毎週月～金曜日
　　　（祝日除く）
9：00～17：00

10/26（金）
10：00～12：00

無料相談

茅野市社会福祉
協議会

☎73－4431

長野地方裁判所
諏訪支部庶務課
☎52－9211

長野県司法書士会
諏訪支部
代表　堀内
☎78－3693

家庭教育センター
☎73－4151

広報ちの　2018.10

外国籍市民のための
　　日常生活相談及び
　　　　　日本語教室

「法の日」週間 
無料法律相談所の開設
について（予約不要）

「県下一斉司法書士
　無料相談」相談所
　　　の開設について
（予約不要）

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。

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）

長野地方・家庭
裁判所諏訪支部
庁舎内

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

市役所6階
こども課内

29

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。

金銭・土地・交通事故等の問題、成
年後見、離婚・扶養・相続等家庭内
のもめ事、差別・いじめ等の人権問
題、遺言や任意後見契約などの公正
証書に関する問題などでお困りの方
はお気軽にご利用ください。

・不動産の登記、会社（法人）の登記に
関するもの、クレジット、消費者金融、
カードローン等債務に関するもの、高
齢者、障がい者等の財産管理に関す
るもの等お気軽にご相談ください。

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

諏訪地区更生保護
サポートセンター
☎55－2786

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）




