茅野市不妊及び不育症治療費
助成事業について
不妊症・不育症の治療を受けたご夫婦に、
治療費の一部を助成しています。
対象者 助成金の交付申請する日の１年
以上前から市内に居住し、かつ、現に
市内在住の方で、戸籍上の夫婦。ただ
し、市税の滞納がないこと。
長野県で行われている「長野県不妊に
悩む方への特定治療支援事業」が優先
となり、所得制限や治療内容等が対象
外であり、長野県への申請ができない
場合が該当となります。
注意事項 申請される方は、治療が終了
した日の翌日から起算して３か月以内
に申請してください。同一のご夫婦に
対して、それぞれ５回までです。
申請・問 健康づくり推進課健康推進係
（茅野市健康管理センター）
☎82−0105

献血のお願い
献血でつなごう命の輪
〜あなたの勇気ある一歩が、
貴い命を救います〜
とき

８月13日（月）
午前10時〜正午
午後１時〜３時30分
ところ 茅野市役所 議会棟
問 健康づくり推進課健康総務係
（茅野市健康管理センター）
☎82−0105

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 ８月８日（水）午後１時半から
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
参加者 300円（お茶代等）
問 NPO法人やまびこ会 ☎73−2334

戦没者遺児による慰霊友好親善
事業の参加者募集について
この事業は、厚生労働省から補助を受け
実施しているもので、先の大戦で父等を
亡くした戦没者の遺児の方を対象として、
父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼
を行うとともに、同地域の住民と友好親
善を図ることを目的としています。
参加費 10万円
※実施地域等詳細はお問い合わせくださ
い。
問 茅野市遺族会
☎72−5385（両角）

茅野市産後ケア事業について
出産後、医療機関や助産所等で母乳相談
や育児相談等が受けられる事業です。費
用の一部を市が負担します。新たに、諏
訪マタニティークリニックでも、宿泊型
の利用が可能になりました。他院で出産
した場合も利用可能です。
対象者 茅野市に住所があるお母さんと
お子さん。
宿泊型、通所型：生後３か月まで訪問・
相談型：１歳６か月まで
手続き 申請書を提出してください。
※申請書、利用できる施設一覧は茅野
市ホームページからダウンロードす
ることができます。また茅野市健康
づくり推進課または、お近くの保健
福祉サービスセンターの窓口にあり
ますのでお問い合わせください。
問 健康づくり推進課健康推進係
（茅野市健康管理センター内）
☎82−0105

８月の介護保険制度説明会
８月２日から９月１日までに65歳になら
れる皆さまを対象にしておりますが、介
護保険制度に関心のある皆さまもご参加
いただけます。
（申し込み不要）
とき ８月10日
（金）
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）

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

縄文の湯は月曜日、金鶏の湯、塩壺の湯
は水曜日、河原の湯は木曜日、アクアラ
ンド茅野は火曜日が定休日ですが、８月
11日
（土）
山の日、13日
（月）
、14日
（火）
、
15日
（水）
、16日
（木）
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
金鶏の湯 ☎82−1503
塩壺の湯 ☎71−1665
河原の湯 ☎79−6162
アクアランド茅野 ☎73−1890

「平和祈念式」を開催します
茅野市平和祈念式実行委員会では、今年
も核兵器の廃絶と世界の恒久平和の実現
を祈念して、
「平和祈念式」
を行います。
73年前、広島に原爆が投下された時刻
に、参加者全員で黙とうを行い、献花を
します。当日は、二度とあの恐ろしい体
験を繰り返さないよう、平和への願いを
込めた折鶴などをお持ちください。
とき ８月６日
（月）
午前７時50分〜８時30分
ところ 茅野市運動公園 平和の塔前
主催 茅野市平和祈念式実行委員会
後援 茅野市、茅野市教育委員会
問 総務課行政係
（内線132）

茅野市戦没者等合同追悼式を
開催します
戦争による犠牲者を追悼し、恒久平和の
実現を祈る
「茅野市戦没者等合同追悼式」
を開催します。一般参加もできますので、
ご来場ください。
とき ８月18日
（土）午後２時〜
ところ 茅野市民館 マルチホール
問 地域福祉課福祉総務係
（内線302）
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図書館 休館に関するお知らせ
休館日
問

８月６日（月）、13日（月）、20
日（月）、24日
（金）
、27日
（月）
茅野市図書館 ☎72−9085

「茅野市図書館 図書館の怪談」
とき

８月23日（木）
午後７時〜８時
ところ 茅野市図書館２階 閲覧室
内容 夏のおわりに背筋がひんやりする
ような、ちょっぴり怖いおはなし
はいかがでしょう。
いつもとは違った雰囲気が漂う夜
の図書館に、ご家族みなさんで涼
みにきてください。
※８月23日
（木）
、13：00より閲覧室が
使用禁止となります。２階会議室を学
習室としますので、そちらをご利用く
ださい。
問 茅野市図書館 ☎72−9085

尖

尖石縄文考古館
休館日等に関するお知らせ

休館日は、８月20日（月）、27日（月）、
９月３日（月）、10日（月）
です。
８月23日（木）は仮面の女神誕生日（出土
日）につき、無料開館いたします。
問 尖石縄文考古館 ☎76ー2270

尖

縄文ゼミナール②「釈迦堂
遺跡の発掘とその成果」

とき ８月４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 一瀬 一浩 さん
（釈迦堂遺跡博物館学芸員）
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

尖

カヤ葺き屋根職人さんと
縄文風の小屋を作ってみよう！

縄カヤ葺き屋根職人さんを講師に迎え、
縄文プロジェクト「縄文」を識（し）る部会
員といっしょに縄文風の小屋を作りませ
んか？全８回で小屋を完成させます。１回
だけの参加でもOKです。
※各回共、参加費無料、申し込み不要、
小学生以上
（ただし小学生は保護者同伴）
第７回
とき ８月８日
（水）午前８時30分〜正午
ところ 尖石縄文考古館玄関前広場
（考古館玄関前集合）
持ち物 飲み物、剪定鋏、のこぎり、軍
手、マスク、作業しやすい服装。
その他 開始時間までに集合してくださ
い。雨天中止
第８回
とき ８月26日
（日）午前８時30分〜正午
ところ 尖石縄文考古館玄関前広場
（考古館玄関前集合）
持ち物 飲み物、剪定鋏、のこぎり、軍
手、マスク、作業しやすい服装。
その他 開始時間までに集合してくださ
い。雨天中止
問 尖石縄文考古館 ☎76−2270
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楽しく子育て力UP講座
親学習プログラム NPプログラム

オレンジ・カフェ茅野
８月の開催のお知らせ

NPプログラムは親のための学習サポ 「オレンジ・カフェ」とは、認知症の方や
ートプログラムです。子育ての悩みや関
その家族、支援する方が集い、話し合い、
心のあることを話し合いながら自分に合
情報交換する場です。事前申し込み不要
った子育ての仕方を見つけていきます。
ですので、お気軽にご参加ください。お
市の事業として
『NPO法人CLIP inすわ』 飲み物をご用意してお待ちしています。
へ委託しています。多くの皆さんのご参
とき 平成30年８月６日
（月）
加をお待ちしています。
午後２時30分〜３時30分
対象 ０歳から就学前の子どもを子育て
ところ ウエルシア茅野本町店
中の親
（茅野市本町西4604−1）
日程 ８月９日（木）、８月17日（金）、
お話 茅野市の保健師から『高齢期の健
８月24日（金）、８月30日（木）、
康づくり』について話があります。
９月５日
（水）
、９月12日
（水）
参加費
無料
（全６回）
その他
オレンジ・カフェ茅野は、平成
時間 午前10時〜正午
31年１月までは毎月１回開催し
ところ 家庭教育センター
ます。毎月の開催予定は、広報
参加費 無料
ちのにてお知らせします。
（茶菓子代として実費300円）
問
高齢者・保険課
高齢者福祉係
託児 生後８か月以上（要予約）
（内線334、335）
※託児費用一部実費負担あり
定員 14名
（先着順）市内在住者優先
受付開始 ７月19日
（木）
から
申込・問 NPO法人 CLIP in すわ
中村 ☎72−2837
茅野市では、平成29年７月にボッチャ講
長田 ☎79−4555
習会を開催し、脚腰おたっしゃサポータ
第５回 金沢地区おむすびコンサート ーや高齢者クラブ役員の皆様に「ボッチ
と同時開催のフリーマーケットへの ャ」を知っていただきました。この度、
より多くの市民の皆様に「ボッチャ」を
出店者募集！
知っていただく機会として、下記のとお
今年も金沢地区では、
『おむすびコンサー
りボッチャ講習会を開催します。
ト』の開催に併わせ、フリーマーケット
多くの皆様のお申し込み、ご参加を心か
を開催します。フリーマーケットへの出
らお待ち申し上げます。
店者を募集中ですので、多くの方のご参
とき ９月20日
（木）
加をお願いします。
（先着順で定員となり
午前９時30分〜11時30分
しだい、受付終了となります。
）
ところ 茅野市運動公園内体育館
※出店料は無料ですが、アンケート回答
（メイン・アリーナ）
者に対する福引への景品
（300円〜500
（茅野市玉川500番地）
円程度の品）
の提供をお願いいたします。
内容 ボッチャ競技の紹介、体験、審判
開催日 10月７日
（日）
方法を学びます。
ところ 金沢地区コミュニティセンター
対象 茅野市内在住・在勤・在学の、お
時間 午前10時〜午後１時まで
おむね65歳以上の方
締切 9月12日
（水）午後５時まで
※ブースの数は20
（2.4ｍ×2ｍ）
です。
定員 60名
Facebook：茅野市金沢 おむすびコン
受付開始 ８月20日
（月）
から、下記への
サート
お電話で受付を行います。
https://www.facebook.com/omusubi.JAZZ/
定員に達しましたら、受付を
申込・問 おむすびコンサート実行委員
終了します。
会事務局 金沢地区コミュニ
持物などの詳細は、
受付後に個
ティセンター
別にご案内を送付いたします。
☎71−1607 担当：守矢
問 高齢者・保険課 高齢者福祉係
（内線334、335）
「茅野市そば生産者協議会」では、

「ボッチャ講習会」受講者募集

そばの刈取り申込みの受付をします

茅野市そば生産者協議会は、そばの刈取
り申込みを受付けます。
申込期間 ８月13日
（月）
〜８月31日
（金）
申込先 JA茅野市営農センターと、南部
センター。
両営農センター窓口に用意され
ている「申込書」と「栽培日誌」を
提出し、「刈取り委託立札」を必
要枚数（圃場の枚数）受取って下
さい。
問 農業支援センター（内線404）

市役所本庁舎展望エレベーター
改修工事に伴う使用制限について
市役所本庁舎東側展望エレベーター２基
の改修工事を、平成30年８月20日から
９月30日までの工期で行います。改修
工事は展望エレベーター１基ずつ行いま
す。工事期間中は展望エレベーター１基
ずつの運行になるため、来庁者の皆様に
は大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解
ご協力をお願いします。
問 管理課施設管理係（内線164・165）

茅野市市制施行60周年記念事業
美
信濃美術をみつめる
「描くこと この地との出会い」
とき

７月28日（土）〜９月９日（日）
午前10時〜午後６時 ※火曜休館
ところ 茅野市美術館
観覧料 一般500円、高校生以下無料
関連企画
■子どものための美術教室「自分がみつ
けた好きな場所」
自分のお気に入りの場所で見つけた「し
るし」を手元に置きながら、その場所の
記憶をたどり、絵にして、その「しるし」
とともに展示してみよう。持ち物につい
てはお問合せください。
講師 大月ヒロ子（ミュージアム・エデ
ュケーション・プランナー）
とき ８月11日
（土・祝）午前10時〜正午
ところ 茅野市民館ロビー
参加費 １人200円
定員 20名（要事前申込み）
対象 小中学生（保護者の参加も可、小
学４年生以下は要保護者同伴）
■美術講座「描くこと 東山魁夷・田村
一男・矢崎牧廣・矢﨑博信」
講師 瀬尾典昭（長野県信濃美術館 東山
魁夷館 研究主幹）
大島 浩（松本市美術館学芸員）
茅野市美術館学芸員
とき ８月12日（日）午後１時30分〜
ところ 茅野市美術館
参加費 無料（要展覧会チケット）
■きてみて！親子ギャラリーツアー
とき ８月18日（土）午前11時〜
ところ 茅野市美術館
参加費 無料
（対象は小中学生とその保護
者。保護者の方は１名無料。会
場入口に５分前に集合。
）
■美術講座「描くこと 正宗得三郎・中
川紀元・小堀四郎・篠原昭登」
講師 志賀秀孝（府中市美術館 副館長補
佐兼学芸係長）
赤羽義洋（辰野美術館学芸員）
茅野市美術館学芸員
とき ８月26日（日）午後１時30分〜
ところ 茅野市美術館
参加費 無料（要展覧会チケット）
■特別講座「おでかけ美術館」
講師 三澤一実（武蔵野美術大学教授）
地元作家 小川 格（画家）
、
橋口 優（画家）
ファシリテーター 茅野市美術館サポーター
とき ９月６日（木）
午前９時〜午後０時50分
ところ 茅野市立泉野小学校
受講料 無料
定員 先着10名（要事前申込み）
問 茅野市美術館（茅野市民館内）
☎82−8222

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 ８月11日
（土・祝）
、12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
ばな会員
定員 各回５名
（要申込）
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。
申込み ７月20日
（金）
から受付
申込・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、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 ８月18日
（土）
午後７時30分〜９時
＊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（要申し込み）
参加費 無料
申込開始 ７月20日
（金）
から受付
申込・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

８月６日
（月）
、20日
（月）
、27日
（月）
です。
＊８月１日
（水）
は茅野市市制施行60周年
のため入館無料です。
問 神長官守矢史料館 ☎73−7567

守

企画展「幕末の諏訪」

幕末の諏訪の状況について守矢文書など
により展示します。
とき ８月４日
（土）
〜10月８日
（月・祝）
ところ 神長官守矢史料館
問 神長官守矢史料館 ☎73−7567

C

公演「新・伝統舞踊劇
幻祭前夜2018〜
マハーバーラタより」

Super Theater小池博史ブリッジプロジ
ェクトによる、古代インド叙事詩「マハ
ーバーラタ」を、アジアの異なる背景を
持つアーティストの融合による舞台表現
でお届けします。
とき ９月９日
（日）午後２時開演
ところ 茅野市民館 マルチホール
料金 ［全席自由］一般3,000円、茅野
市民館友の会会員2,500円、高校生以
下無料
（要事前受付）
、ハート割引1,500
円（障がい者、療育手帳をお持ちの方
※付添１名無料）
問 茅野市民館 ☎82−8222

縄文ゼミナール③

尖「北の拠点 三内丸山遺跡

津軽海峡文化圏を考える」

講師

岡田 康博 さん
（青森県庁企画
政策部世界文化遺産登録推進室
室長）
とき ９月１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
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

八ヶ岳総合博物館
休館に関するお知らせ

博
休館日

８月６日
（月）
、13日
（月）
、20日
（月）
、27日
（月）
です。
＊８月１日
（水）
は茅野市市制施行60周
年のため入館無料です。
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300

博

「ミュージアム王国 信州と
あそぼ！」
ミュージアム・
スタンプラリー2018開催

県内の博物館・美術館をめぐるスタン
プラリーに参加しています。期間中、
中学生以下の入館料は無料です。３館
分のスタンプを集めると達成賞オリジ
ナル缶バッチ、ミュージアムクイズ正
解者
（中学生以下対象）
にはオリジナル
シールのプレゼントがあります。
期間 ７月14日
（土）
〜９月２日
（日）
ところ 総合博物館
その他 詳細は、
サイト
「信州とあそぼ！」
http://www.shinshu-to-asobo.net
をご覧ください。
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 ８月18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８月のテーマ
「流れ星に願いを」

ペルセウス座流星群の活動は毎年８月
12日〜13日ごろに極大になります。今
年は月明かりがなく、１時間に60個程
度見られると予想されています。流星
群の仕組みと観察の仕方を解説します。
とき 毎週土・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
※８月４日
（土）
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

プラネタリウム夏休み投影

博「なぞなぞ⁉プラネタリウム」
星空・宇宙にはなぞや不思議がいっぱ
い！星や星座を探しながら、プラネタ
リウムなぞなぞに挑戦しよう。なぞな
ぞが得意なおともだち集まれ！
とき ７月31日
（火）
〜８月３日
（金）
各日午前11時30分〜12時05分
と午後１時30分〜２時05分
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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林内クラフト体験 参加者募集！
森の中で楽しむ、子どもたちも
できるクラフトづくり〜

環境配慮型住宅助成金制度
について

森の中で木の枝や実を使ったクラフトを
作り、昼食もみんなで作って、森を楽し
みます。
とき ８月19日
（日）午前９時〜午後２時
９月９日
（日）午前９時〜午後２時
ところ 市民の森
（吉田山）
駐車場集合
雨天の場合は当会事務所（玉川
7167−2）で実施します。
定員 各日親子５家族程度
（先着順）
費用 中学生以上500円（保険代、クラ
フト材料費など）小学生300円／
小学生未満無料
持ち物 汚れてもよい服装、タオル、軍
手、飲み物など
申込・問 住所、氏名、お子様の年齢、
当日が雨の場合の連絡先を明
記の上、
８月は８月15日
（水）
、
９月は９月５日
（水）
までに下
記へお申し込みください。
吉江 ☎090−8042−1916
E-mail:yoshie@8moribunka.org
主催 NPO法人 八ヶ岳森林文化の会
URL：http://www.8moribunka.org/

長野県による住宅助成金のお知らせです。
名

称

対

象

環境配慮型住宅助成金
リフォームタイプ・新築タイプ

〔リフォーム〕
浴室と脱衣所・寝室いずれかの断熱
改修等及びあわせて行う省エネルギ
ー化、バリアフリー化、県産木材を
使用、自然エネルギー設備を導入し
たリフォーム工事（子育て世帯及び
移住世帯は助成金が増額されます）
〔新

築〕

最新の住宅省エネ基準に適合し、県
産木材を活用した住宅の新築
補

助

〔リフォーム〕工事費の20％まで
（最大50万円）
〔新

築〕30〜80万円

詳しくは「環境配慮型住宅助成金」で検
索してください。
http://www.pref.nagano.lg.jp/kenchik
u/kankyohairyo.html
問

長野県建設部建築住宅課企画係
☎026−235−7339

消費税軽減税率制度説明会のご案内
諏訪税務署では、事業者の方を対象として、消費税の軽減税率制度に関する説明会
を開催します。多くの事業者の方に関係のある制度ですので、ぜひ説明会にお越し
ください。
消費税の軽減税率制度は、平成31年10月１日からの消費税率の10％への引上げと
同時に実施されます。軽減対象品目の取扱いがある消費税の課税事業者の方だけで
なく、例えば、会議費や交際費として飲食料品等を購入する事業者の方や、消費税
の免税事業者の方も、取扱商品の適用税率の確認や適用税率ごとの区分経理など、
制度の実施に向けた準備が必要となります。
開催日時及び場所
開

催

日

８月27日（月）
９月５日（水）

開 催 時 間
午後１時30分から
30分程度
午後１時30分から
30分程度

開
催
場
所
下諏訪町役場 ４階講堂
下諏訪町4613−8
茅野市役所 議会棟大会議室
茅野市塚原２−６−１

駐車場等はございませんので、公共交通機関をご利用ください。
消費税軽減税率制度説明会に関するお問合わせは、下記のお問合せ先までご
連絡ください。
問 諏訪税務署 法人課税第１部門 ☎52−1390
税務署にご連絡いただく際は、税務署の電話番号におかけいただいた後、自動
音声案内に従って「２」を選択してください。

平成31年４月採用

募
職

種

消防士

区

分

上級・中級・
初級
共通

諏訪広域連合職員募集

勤 務 場 所
消防本部または
諏訪圏域内の消防署

採用予定者

若干名

受付期間
８月１日（水）〜
８月20日（月）
第一次試験
９月16日（日）

受験資格など詳しくは、諏訪広域連合ホームページをご覧いただくか、諏訪広域連
合企画総務課（諏訪市役所内）へお問い合わせください。
URL http://www.union.suwa.lg.jp/
問 諏訪広域連合企画部総務課 ☎52−4141（内線373・374）
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「第２１回長野県障がい者
文化芸術祭」出展作品募集
長野県では、障がいのある方の文化芸術
活動の振興と社会参加を図るために「長
野県障がい者文化芸術祭」を開催します。
応募作品は平成29年８月以降に制作をし
たもので、規格や詳細につきましては下
記までお問い合わせください。
とき ９月15日
（土）
〜16日
（日）
ところ 長野県障がい者福祉センター
（長野市下駒沢586）
対象者 長野県に住所を有する障がいの
ある方
部門 絵画、手工芸、書道、写真、文芸
申込締切り ８月３日
（金）
申込・問 地域福祉課障害福祉係
（内線316）

2018信州ねんりんピック
長野県高齢者作品展
作品募集のお知らせ
平成30年９月28日から９月30日までの
３日間、佐久市で開催する「2018信州
ねんりんピック長野県高齢者作品展」へ
の出品作品を募集します。奮ってご応募
ください。
出品者資格 長野県内在住の60歳以上の
アマチュア
部門 日本画、
洋画、
彫刻、
手工芸、
書、
写真
申込締切 平成30年８月31日
（金）
申込方法 長野県高齢者作品展出品票
（所
定用紙）
に必要事項を記入し、
茅野市役所高齢者・保険課
（市
役所１階９番窓口）
までお申込
みください。
作品搬入 平成30年９月18日
（火）
まで
に、茅野市役所高齢者・保険
課
（市役所１階９番窓口）
に搬
入していただきます。
作品の規格 出品規格等の詳細について
は
「募集案内」
をご覧ください。
申込・問 公益財団法人長野県長寿社会
開発センター
☎026−226−3741
高齢者・保険課高齢者福祉係
（内線335）

ご存じですか？
「中退共」の退職金制度
中小企業退職金共済制度
（
「中退共制度」
）
は、中小企業退職金共済法に基づき設け
られた中小企業のための国の退職金制度
です。中退共制度をご利用になれば、安
全・確実・有利で、しかも管理が簡単な
退職金制度が手軽に作れます。
中退共制度なら・・・・
○掛金の一部を国が助成します。
○掛金は全額非課税。手数料も不要です。
○社外積立型なので、管理が簡単です。
○パートタイマーさんも加入できます。
問 （独）
勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
☎03−6907−1234

講演会
「看取りのかかわりが教えてくれた事」
とき ８月20日（月）午後６時30分〜
講師 看取り士 柴田久美子 さん
ところ ゆいわーく茅野
主催 一般社団法人「日本看取り士会」
信州支部
費用 2,000円（当日2500円）
高校生以下無料
問 一般社団法人「日本看取り士会」
信州研修所
☎080−5148−0807（原）

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 8月26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・はさみ類など
問 茅野広域シルバー人材センター
☎73−0224

ゆ ずりあおう 〜不用品を活用し
あいましょう〜
ゆずります
掛袖／野沢菜漬け用角ダル／手織機／犬
小屋／犬のゲージ／マレットゴルフのス
ティック
（男性用）
／ひな人形
（７段飾り）
／
学習机／日本人形／アナログテレビ／麻
雀牌／オーブントースター／子ども用ス
キー／一輪車
ゆずってください
ドレッサー／猫つぐら／茅野市保育園園
児服（Ｍ〜Ｌ夏冬）／掃除機／肉をミンチ
にする機械／全自動洗濯機／ロックミシ
ン／コンピューターミシン／南部鉄のヤ
カン・急須／セミダブルベッド／全自動
洗濯機／ランタン（電池式以外）
※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。

８ 月の納税等
◆市県民税（２期） ◆上下水道料金
◆国民健康保険税（３期）
◆市営住宅使用料 ◆保育料
◆下水道受益者負担金（２期）
【納期限・振替日 ８月31日（金）
】

＋「社会保険労務士による
がん患者さんのお仕事相談」
休職や復職のこと、雇用保険のこと、年
金制度のことなど、就労に関するご相談
に社会保険労務士とがん相談支援センタ
ー相談員がお応えします。
とき ８月８日
（水）
午後１時30分〜４時30分
※１人１時間以内
ところ 諏訪赤十字病院 がん相談支援
センター面談室（新棟１階）
相談員 社会保険労務士（長野県社会保
険労務士会諏訪支部）
※相談には、がん相談支援セン
ター相談員も同席します。
対象 がん患者さん、そのご家族
※他院通院中の方もご利用いただ
けます。
参加費 無料
予約優先です。まずはお電話で
お申込みください。
問 諏訪赤十字病院 がん相談支援セン
ター ☎0266ー57−7502
（直通）

＋ すわちゅう 健康教室
テーマ「がんと生活習慣病 〜大腸がん・
胃がんをわかりやすく解説！〜」
「健康に気を付けたいけれど、どんなこと
をしたらいいの？」濵口医師が解説しま
す。お気軽にお立ち寄りください。
とき ８月８日
（水）
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「冬に向けての貯筋運動〜体力レ
ベルに合わせてご提案します〜」
テーマ毎の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！
とき ８月23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）

第２回 あそびのひろば
入園前のお子さん、1歳半、3歳児健診
を受けて、子育ての悩みや不安も、ひろ
ばで交流したり相談すればずいぶん情報
が得られます。こんなあそびなら家でも
できそう、専門家に相談に乗ってもらえ
るところがあって安心した等、そんな声
を伺える場を用意しました。ご利用くだ
さい。
とき ８月２日
（木）
午前９時30分〜11時30分
（受付９時〜）
ところ 諏訪市いきいき元気館
３階・交流ひろば
対象 ３歳児までの親子 15組
（定員で締め切り）
申込・問 諏訪圏域障がい者総合支援セ
ンター オアシス
☎54−7713 FAX54−7723
※アンケート付き申込書に記入しファッ
クスにて申し込みください。

茅 野市の人口
総人口
男
女
世帯数

55,768人 （＋12）
27,851人 （＋ 7）
27,917人 （＋ 5）
23,133世帯（＋31）

（ ）内は前月比
平成30年７月１日現在（茅野市独自推計）

くらしと健康の相談会

〜法律相談と健康相談〜無料
失業、倒産、多重債務、家庭問題などに
ついて弁護士が法律相談に応じ、あわせ
て保健師による心の健康を含めた健康相
談をお受けします。
とき ９月６日、13日、20日、27日
12月６日、13日、20日
平成31年３月７日、14日
午前10時〜午後３時
（正午から午後1時を除く）
ところ 諏訪保健福祉事務所（諏訪合同
庁舎２階）
※相談料無料。要予約。相談時間は１時
間。相談希望日の前週金曜日正午まで
にお申し込みください。
問 諏訪保健福祉事務所健康づくり支援課
☎0266−57−2927

八ヶ岳縄文の里マラソン大会
出店店舗募集！
八ヶ岳縄文の里マラソン大会を一緒に盛
り上げていただき、茅野市をPRできる
飲食物・物販のお店を募集します。
出店希望・詳細などは、縄文の里マラソ
ン大会事務局までお問い合わせください。
とき ９月９日
（日）
ところ 尖石縄文考古館 芝生広場
・出店希望の方は、事務局へ販売物の詳
細やご連絡先をご連絡ください。
・出店料などはお問い合わせの際にご連
絡させていただきます。
・出店内容を事務局で確認させていただ
き、
出店をお断りさせていただく場合が
あります。
その場合はご理解ください。
問 八ヶ岳縄文の里マラソン大会事務局
☎72−8339（スポーツ健康課内）

八ヶ岳縄文の里マラソン大会
でのボランティア募集
八ヶ岳縄文の里マラソン大会事務局では、
第12回八ヶ岳縄文の里マラソン大会ス
タッフのボランティアを募集します。
活動内容 コースに設置する８か所の各
給水所の担当
活動期間 ９月９日
（日）
午前８時〜午後１時
申込 ６月１日
（金）
〜８月21日
（火）
お電話にてお申込ください。
・詳細につきましては希望者に給水係の
説明を行います。
・ボランティアでご協力いただくため、
昼食は用意しますが、謝礼・交通費等
はありません。この点をご承知の上、
申込をお願いします。
・なお、ご協力いただいた皆様に記念品
を差し上げます。
問 八ヶ岳縄文の里マラソン大会事務局
☎72−8339（スポーツ健康課内）

募

地方独立行政法人長野県立病院機構

看護職員（看護師・助産師）募集

採用予定日 平成31年４月１日
受験資格 次のいずれの条件も満たす方
①昭和34年4月2日以降に生
まれた方
②看護師免許または助産師免
許を有する方（来春までに
取得見込みの方を含む）
試験日 第２回 ８月26日
（日）
試験会場 長野市
申込締切 第２回 ８月６日
（月）※必着
詳細は長野県立病院機構のホームページ
でご覧になれます。
http://www.pref-nagano-hosp.jp/hon
bu/boshu/category/kangoshinsotsu
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：
五味 弘行 弁護士

8/7（火）
13：00〜17：00
※電話予約は7/31
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

8/21（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

8/16（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、
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】
8/1（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

商工課
（内線435）

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。

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。

8/1（水）
12：30〜15：30

司法書士法律相談
【要予約】

8/8（水）
15：00〜17：00
8/3・10・17・24・31（金） 茅野市ひと・まち
茅野市社会福祉
プラザ２階
9：00〜12：00
協議会
社会福祉協議会
①8/18（土）
☎73−4431
相談室
13：00〜16：00
②8/10・24（金）
18：30〜20：30

結婚相談

こども課
こども・家庭相談係
子育てや家庭問題、いじめ、不登校
（内線615・616・
などの教育相談や発達に関する相談
617）
発達支援センター までお気軽にご相談ください。
（内線618）

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

家庭教育相談

毎週月〜金曜日
（祝日除く）
9：00〜17：00

女性のための相談
【要予約】

8/18（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】

8/31（金）
10：00〜12：00

諏訪市公民館
302会議室

若者のための夜間相談会
【要予約】

毎月第３火曜日
18：00〜20：00

諏訪市公民館
(偶数月）
テクノプラザおかや
（奇数月）

若年者地域連携事業
推進センター
☎0263−27−5010
メール
:renkei@comm-i.com

地域職業相談室

木曜日を除く毎週月
〜土曜日
（祝日除く）
10：00〜17：30

茅野駅前
ベルビア2階

ふるさとハローワーク
☎ 72-2029
FAX 73-7933
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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。

市役所8階
相談室

巡回労働相談
【要予約】

心配ごと相談
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相談場所

市役所6階
こども課内

家庭教育センター
子育て、家庭教育相談から、いじめ、
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
（ちの地区コミュニ ☎73−4151 ご相談ください。
ティセンター北側）
☎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。
就職を希望する学生や一般の方、職場の
悩みをお持ちの方（44歳まで）が対象で
す。ご家族からの相談もOK。お一人50
分程度の個別相談となります。

