茅野市図書館開館時間延長のお知らせ
４月３日（火）
から開館時間が延長になります。
ただし、平日のみ延長となりますのでご注意ください。
時間の都合で今までご利用いただけなかった方も利用しやすくなりました。
開始日 ４月３日（火）〜
開館時間
平日：午前９時30分〜午後６時30分
土日・祝日：午前10時〜午後６時
＊土日・祝日は今までと同じです。
問 茅野市図書館 ☎72−9085

図書館 休館に関するお知らせ
休館日 ４月２日
（月）、９日（月）〜17日（火）、23日（月）
蔵書点検に伴う休館について
蔵書点検のため、茅野市図書館本館・各地区分室（各地区こども館）・市民館図書室
は休館となります。
①本館
休館する期間
４月９日
（月）〜４月17日
（火）の９日間
＊この期間内、貸出・延長・予約・リクエスト・調査相談などはできません。（イン
ターネット登録の手続きをしてある方のみ、WEBから予約・延長ができます。）
＊本・雑誌の返却のみブックポストにできます。
＊CDなどの視聴覚資料は、ブックポストへの返却はできません。破損の恐れがある
ため、休館明けにカウンターへお持ちください。（諏訪郡内にある図書館の本館で
あれば、茅野市図書館休館期間内でも返却することができます。休日・開館時間
が異なりますので、ご注意ください。）
②各地区の分室
（各地区のこども館）
休館する期間
４月９日
（月）〜４月10日（火）の２日間
閲覧・返却のみ可能な日
４月11日
（水）〜４月14日（土）、４月16日（月）〜４月17日（火）
（４月15日
（日）は、分室は休館です。）
＊４月９日（月）〜４月17日（火）まで、貸出・延長・予約・リクエスト・調査相談な
どはできません。
＊CDなどの視聴覚資料は、休館明けにご返却ください。（諏訪郡内にある図書館の
本館であれば、分室（こども館）休館期間内でも返却することができます。休日・
開館時間が異なりますので、ご注意ください。）
③市民館図書室
休館する期間
４月９日（月）
〜４月11日（水）の３日間
閲覧・返却のみ可能な日
４月12日
（木）
〜４月16日（月）（４月17日（火）は、市民館は休館です。）
＊４月９日（月）〜４月17日（火）まで、貸出・延長・予約・リクエスト・調査相談な
どはできません。
＊茅野市図書館の本・雑誌の返却のみ市民館図書室のブックポストにできます。茅
野市以外の図書館の本は、本館のブックポストへ返却をお願いします。
＊CDなどの視聴覚資料は、ブックポストへの返却できません。破損の恐れがあるた
め、休館明けにカウンターへお持ちください。（諏訪郡内にある図書館の本館であ
れば、市民館図書室休館期間内でも返却することができます。休日・開館時間が
異なりますので、ご注意ください。）
問 茅野市図書館 ☎72−9085
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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

尖石温泉「縄文の湯」は月曜日が定休日で
すが、４月30日
（月）
昭和の日の振替休日
も休まず営業しますのでご利用ください。
問 縄文の湯 ☎71−6080

特定計量器検査について
取引や証明に使用する「はかり（家庭用を
除く）」をお持ちの皆さんは、計量法の規
定により、２年ごとに県知事の検査を受
ける必要があります。検査日は９月下旬
を予定しています。前回該当していた皆
さんには、８月にご案内をいたします。
問 商工課 商業労政係
（内線434）

議会報告・意見交換会
茅野市議会では、市民の皆さんに議会活
動の状況を報告するとともに、市民の皆
さんから直接ご意見をお伺いする場とし
て、
「議会報告・意見交換会」
を開催します。
多くの皆さんのご来場をお待ちしています。
とき ４月19日（木）午後７時〜
ところ 議会棟
内容
・議会報告：定例会で審議した主な議案
について
・意見交換：市政や議会に関する市民と
議員との意見交換
問 茅野市議会事務局（内線351・352）
FAX73−7936
E-mail：gikai@city.chino.lg.jp

休館日

４月２日
（月）
、９日
（月）
、16日
（月）
、23日
（月）

問

４月の認知症の高齢者を
抱える家族の会

八ヶ岳総合博物館
休館に関するお知らせ

博

八ヶ岳総合博物館

☎73-0300

認知症の症状や介護の悩みに、先輩介護
者からアドバイスをもらったり、他の参
加者にアドバイスしたり、気持ちを打ち
明けることなどを行っています。お気軽

プラネタリウム４月のテーマ
博
「沈まない星」

にご参加ください。
とき

４月18日（水）
午前10時30分〜正午まで

北極星を中心にしてめぐる星には、沈む
星と沈まない星があります。土地によっ

ところ

て違う沈まない星を比べて見てみましょ

問

毎週土・日曜日および祝日。各日

『子ども家庭総合支援拠点』を
設置します。

午前10時30分〜と午後１時30分
〜の２回
ところ
定員

４月より、こども・家庭に係る総合相談

総合博物館
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

さきおりでランチョンマット

博

介護保険係

（内線337）

う。今夜の星空案内もあります。
とき

市役所７階会議室

高齢者・保険課

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！博物館はたおり

機能を充実させるため、発達支援センタ
ーとスクールソーシャルワーカーを市役
所６階こども課に集約し、子育てや発達
に関する相談、不登校、児童虐待等につ
いての相談・支援を一体的に取り扱う
『子
ども家庭総合支援拠点』
を市役所６階こども課
に設置します。
妊娠期から18歳まで切
れ目ない包括的・継続
的な支援を行います。
問

ボランティア「ねじばな」の指導のも

こども課

こども・家庭相談係

（内線615）

と、楽しく体験できます。初心者の方も
お気軽にご参加ください。
とき

４月７日（土）、８日
（日）
いずれも午前10時〜11時30分と

尖石縄文考古館
休館に関するお知らせ

尖
休館日

午後１時〜２時30分
ところ

総合博物館

講師

ねじばな会員

定員

各回５名（要申し込み）

参加費
対象

400円

４月２日
（月）
、９日
（月）
、16日
（月）、23日
（月）

問

尖石縄文考古館

☎76−2270

ロビー展「速報 尖石縄文
集落を解き明かす」
尖
〜平成29年度尖石遺跡範囲確認調査速報展〜

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）

とき ３月３日（土）〜５月13日（日）

＊原則、お申し込み一回につき、

ところ

記名一名とさせていただきます。
申込開始

から受付
３月20日
（火）

申込・問

八ヶ岳総合博物館
☎73−0300

料金

尖石縄文考古館ロビー
無料
（館内をご覧の場合、観覧料が

必要です）
問

茅野市尖石縄文考古館
☎76−2270

農耕作業用自動車は
軽自動車税の課税対象です。
〜ナンバープレートの交付を受けてください〜
乗用装置のある農耕作業用自動車（農耕
トラクタ、農業用薬剤散布車等）は小型
特殊自動車に分類され、軽自動車税の課
税対象となります。所有に対する課税の
ため、公道を走らない場合も標識（ナン
バープレート）の交付を受ける必要があ
ります。
【標識の交付申請方法】
所有者・使用者の印鑑、販売・譲渡証明
書（押印してあるもの）、届出者の身分
証明書をお持ちのうえ、税務課の軽自動
車税担当窓口で登録申請を行ってくださ
い。
○対象車：最高速度が時速35km未満で
あり、乗用装置の装備された車両が課
税対象です。原動機のみ有しているハ
ンドトラクター等は対象外です。
○車両を買い替えたとき：古い車両のナ
ンバープレートをそのまま新しい車両
へ付け替えることはできません。必ず
古い車両のナンバープレートを返納し
ていただき、新しいナンバープレート
の交付を受けてください。
○車両を処分するとき：税務課で廃車の
手続きをしてください。軽自動車税廃
車申告書兼標識返納書を提出し、ナン
バープレートを返納してください。
○軽自動車税：４月１日現在の所有者等
に、軽自動車税2,400円
（年税額）
が課
税されます。納税通知書は５月中旬に
お送りする予定です。
問 税務課 諸税係（内線180）

４月の介護保険制度説明会
４月16日
（月）
午前９時30分〜11時まで
議会棟大会議室にて開催します。４月2
日から５月１日までに65歳になる市民の
皆さまには直接通知を送付します。介護
保険制度に関心のある市民の皆さんもご
参加いただけます。直接会場にお越しく
ださい。
問 高齢者・保険課 介護保険係
（内線336・337）
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博

市民研究員養成講座
受講者募集

八ヶ岳山麓および諏訪地域の自然・民俗
などについて実践的な活動を通じて学び、
博物館の様々な取り組みに関わっていた
だける市民を養成する講座です。関心の
ある分野に所属し、専門講師の指導を受
けながら学びを深めてみませんか。
募集グループ
−植物−
博物館周辺および八ヶ岳山麓の植生や分
布等について観察調査しながら、植物に
ついて学びます。
−きのこ−
キノコについての同定力を深め、地域の
キノコ類の目録作成を目指します。
−シダ−
身近なシダについての同定力を深め、地
域のシダ分布を調べます。
−天文−
宇宙について学習を深め、星空のガイド
やモバイルプラネタリウム解説ができる
市民を目指します。
−科学工作−
身近な素材を使って楽しい科学工作のメ
ニューを開発し、それらを子どもたちに
体験させる活動を通じて、理論と実践に
強い「実験名人」を目指します。
−語り伝承−
諏訪の風土気風とともに生きてきた生活
の様子を古老から聞き取り、誰もが気軽
に読める冊子に残していくという活動を
します。
各グループとも活動は月に１〜３回程度
です。出席数等の基準を満たすと「市民
研究員」として認定され、それぞれの分
野で一層活躍していただくとともに、可
能な範囲で博物館活動に関わっていただ
きます。
応募資格 高校生以上
受講料 無料
申込方法 八ヶ岳総合博物館窓口でお申
し込みください。（随時受付）
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎73−0300

博

茅野市博物館学習会員
募集

「博物館学習会員」
になると、博物館
（八ヶ
岳総合博物館・尖石縄文考古館・神長官
守矢史料館）
の常設展示及び企画展・特別
展を、有効期間内に何回でも観覧できま
す。入会された方には会員証を発行し、
各館の催事情報を隔月でお送りします。
有効期間 ４月１日
（日）
〜平成31年３月
31日
（日）
入会金・年会費 高校生以上 910円
小中学生 400円
※諏訪６市町村の小中学生及び茅野市在
住又は在学の高校生は、入館時に図書
カード又は生徒証を提示すれば、３館
とも無料で入館できるので、入会は不
要です。
申込方法 八ヶ岳総合博物館又は尖石縄
文考古館の窓口でお申し込み
ください。
（随時受け付け）
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎73−0300
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茅野ミヤマシロチョウの会
会員募集

博

今年で発足11年目を迎える自然環境保護
団体「茅野ミヤマシロチョウの会」は、平
成30年度総会を下記の日程で開催し、
新規入会受け付けを行います。
とき

４月８日（日）
午後１時30分〜３時30分

ところ

八ヶ岳総合博物館

入会資格

自然環境保護活動に興味のあ
る方

入会金・年会費
問

2,000円

博

繁殖期を迎えた留鳥、渡りを前にした
冬鳥、渡ってきた夏鳥などを観察しま
す。
とき ４月14日
（土）午前８時〜10時
集合場所 茅野市運動公園第２駐車場
講師 両角英晴さん
（日本野鳥の会諏訪）
定員 20名
（要申し込み）
参加費 無料
申込開始 ３月20日
（火）
〜
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎73−0300

博

☎080−6937−8332（福田）
八ヶ岳総合博物館

博

☎73ー0300

子ども自然研究クラブ員
募集

水生昆虫による水質調査、化石の採集、
野鳥や植物の観察など、継続的な活動を
通して子どもたちの自然に対する見方・
考え方の育成を目指します。
活動期間

１年間

活動日時

毎月第２土曜日
９時30分〜11時
※月によって日時が変わる場
合もあります。

応募資格

小学校4年生〜6年生

募集人数

25名

受講料

年間3,000円

申込期間

４月１日（日）〜８日（日）

申込方法

八ヶ岳総合博物館にお電話で
お申し込みください。

開講式

４月28日
（土）午前10時〜11時

申込・問

八ヶ岳総合博物館
☎73−0300

博

春の探鳥会

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 ４月14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

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 ４月21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 ３月20日
（火）
から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎73−0300

子ども科学工作クラブ員
募集

身近な素材を利用したおもしろい工作を
通じ、子どもたちの科学的な見方・考え
方の育成を目指します。
活動期間

１年間

活動日時

毎月第３土曜日
10時〜11時30分
※月によって日時が変わる場
合もあります。

応募資格

小学校４年生〜６年生

募集人数

25名

受講料

年間3,000円

申込期間

４月１日（日）〜８日（日）

申込方法

八ヶ岳総合博物館にお電話で
お申し込みください。

開講式
申込・問

４月28日
（土）午前10時〜11時
八ヶ岳総合博物館
☎73−0300

博

茅野ミヤマシロチョウの会
親子自然体験活動
こども自然探検隊 隊員募集

親子での自然体験活動を通じ、
「生物と
の共生」と「生命の大切さ」を学ぶこ
とを目的にしたこども育成活動「こど
も自然探検隊」の隊員を本年度も募集
します。つきましては、下記の日程で
説明会と入会受け付けを行います。
とき ４月７日
（土）午前10時〜正午
ところ 八ヶ岳総合博物館
入会資格 小学生〜中学生
入会費・年会費 １家族2,000円
問 ☎080−6937ー8332
（福田）
八ヶ岳総合博物館 ☎73-0300

市民の森 月例観察会
メンバー募集！
募
〜楽しみながら動植物の生態を
観察しませんか〜
動植物に興味のある方、月例観察会のメ
ンバーになりませんか。市民の森をガイ
ドブック片手に散策しながら、年間を通
して動植物の営みをじっくり観察・記録
します。
とき ４月〜11月までの原則毎月第３
火曜日 午前９時〜午後３時
第１回は４月17日（火）午前９時
〜午後３時
（雨天時は座学）
ところ 市民の森（吉田山）
主催 NPO法人 八ヶ岳森林文化の会
定員 年会員20名
（先着順）
１回のみの参加者は毎回若干名
費用 年会費2,000円
（保険代、資料代）
１回のみの参加者 500円（保険
代、資料代他）
持ち物 散策のできる服装、雨具、筆記
用具、弁当、飲み物、お持ちの
方は双眼鏡等
申込方法 ４月10日（火）までに、氏名、
住所、連絡先を下記へお申し込みくだ
さい。
また１回のみの参加の方は毎月第２火
曜日までにお申し込みください。
申込・問 ☎／FAX76−6885
（井村）
Eメール e̲imura@8moribunka.org

募

平和を仕事にする!
自衛官候補生募集

募集資格は下記のとおりです。
詳細については、茅野地域事務所までお
気軽にお問い合わせください。
募集資格 18歳以上27歳未満
受付期間 年間を通じて受付
試験科目 筆記試験、口述試験、適正検
査及び身体検査
試験日程 受付時にお知らせ
入隊時期 採用予定通知書でお知らせ
※採用後「自衛官候補生」（特別職国家公
務員）に任命され、自衛官となるため
に必要な教育訓練に専念する新しい採
用制度です。
自衛官候補生として所要の教育を経て
３ヶ月後に２等陸・海・空士（任期制
自衛官）に任命します。
任期制自衛官とは、陸上自衛官は１年
９ヶ月（一部技術系は２年９ヶ月）、海
上・航空自衛官は２年９ヶ月を１任期
（２任期目以降は各２年）として勤務す
る隊員です。
教育訓練を受けた後に各部隊・基地等
に配慮されます。約９ヶ月後、１等陸・
海・空士に昇任し、されに１年後、陸・
海・空士長に昇任します。
問 茅野地域事務所
（茅野商工会議所１階）
☎82−6785

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

４月11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

参加者
問

300円
（お茶代等）

NPO法人やまびこ会 ☎73−2334

チェーンソー基本操作講習会
安全で楽しい薪づくりを目標に、チェー
ンソーを安全に利用するための講習会を
開催します。チェーンソーの構造、操作
時の服装・姿勢・持ち方、エンジンの掛
け方、キックバックについて、玉切り方
法、ソーチェーンの研ぎ方やメンテナン
スについて説明をします。参加者で希望
する方は、玉切りした材をお持ち帰りで
きます。
とき

４月８日
（日）午前９時〜午後３時

ところ

市民の森
（吉田山）水車小屋付近

主催

NPO法人 八ヶ岳森林文化の会

定員

20名（先着順）

費用

2,000円（保険代を含む）

服装・持ち物
服装：動き易いズボン、長袖の上衣、
手袋、安全靴、ヘルメット※、
防護ズボン※
道具：チェーンソー※、ご自分のソー
チェーンに合った やすり
その他：お弁当、飲み物、着替え等
※は貸出可能です。
（数に限りあり）
申込方法

４月１日（日）までに、氏名、
性別、住所、電話番号（緊急
連絡先）
、チェーンソー等の有
無を下記へお申し込みくださ
い。

申込・問

休館日
問

４月２日
（月）
、９日
（月）
、16日
（月）、23日
（月）
神長官守矢史料館 ☎73−7567

守

☎090−5437−2881
（川手）

Eメール kawate@8moribunka.org

企画展「守矢文書にみる
諏訪氏と守矢氏」

鎌倉時代から明治時代初頭までの諏訪氏
と守矢氏の古文書や古記録を展示します。
会期 ４月28日（土）
〜７月１日（日）
場所 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

C

茅野市民館
「This is 劇場」

2005年の開館から今日までの茅野市民
館のあゆみを振り返ります。また、バッ
クステージツアーでは、普段見られない
劇場の裏側をご案内します。
とき ４月22日（日）午後２時〜
ところ 茅野市民館マルチホール
料金 無料（要事前申込）
問 茅野市民館
☎82−8222 FAX82ー8223

美

（雨天の時は４月15日
（日）
に延期）

神長官守矢史料館
休館に関するお知らせ

守

第1期収蔵作品展
「地域をつむぐⅡ」

地域ゆかりの作家が紡ぎ、生み出したも
のをみつめます。
とき ４月15日（日）〜７月９日（月）
午前９時〜午後７時
ところ 茅野市美術館 常設展示室
観覧料 無料
問 茅野市美術館（茅野市民館内）
☎82−8222 FAX82−8223

司法書士と精神保健福祉士に
よるこころ・いのちと法律の
無料電話相談会
長野県司法書士会および長野県精神保健
福祉士協会では、月別自殺者数の最も多
い3月の自殺対策強化月間にあわせて相
談会を開催します。相談会では精神保健
福祉士が相談者のおかれた状況を整理し、
具体的な方法を見出せるようサポートす
るとともに、相談者の不安や心配等を受
け止め、心身の健康状態についての相談
に対応します。そして司法書士が自殺の
引き金となる社会的要因に対して、個別
具体的に法的な解決方法について助言を
行います。
とき ３月25日（日）
午前10時〜午後４時
専用電話番号 ☎0120−448−788
（フリーダイヤル）
相談無料、秘密は厳守し
ます。
問 長野県司法書士会
☎026−232−7492
広報ちの
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第23回諏訪湖さざなみ
駅伝大会
とき ４月22日（日）
（受付時間）午前７時30分〜８時15分
（競技開始）午前９時
ところ 諏訪湖ヨットハーバー
種目（１チーム５名）
①小学生女子 ②小学生男子
③中学生女子 ④中学生男子
⑤ファミリー
（親子、兄弟姉妹やその友
達など） ⑥一般女子（高校生以上）
⑦一般男子（高校生以上） ⑧壮年（40
歳以上、男女混合可）
①〜⑥は10km、⑦・⑧は20km
参加費 ①〜⑤3,000円
⑥〜⑧4,000円
申込締切 ４月９日
（月）
※詳細はお問い合わせください。
申込・問 諏訪湖走友会
〒392−0015 諏訪市中洲788
☎・FAX58−3547
（原）
☎090−8592−1370（原）

原田泰治美術館
運営ボランティア募集

募

諏訪市原田泰治美術館では、美術館運営
のサポートボランティアを募集していま
す。原田泰治作品が好きな方、美術館の
企画に興味のある方など、余暇の時間を
利用して美術館の活動に参加してみませ
んか？
対象 原田泰治作品に愛着があり、諏訪
地方６市町村に住んでいる、原田
泰治美術館に通勤可能なおおむね
70歳までの方
活動内容 展示室の巡回、入館者へのご
案内、イベントの補助など
その他 企画展ごと、学芸員による研修
会
（作品解説など）があります。
ボランティアの方には会員証を発
行します。
（ご本人のみ入館無料）
原田泰治先生との交流会なども予
定しています。
応募方法 電話またはメールか、直接原
田泰治美術館窓口へ申し込んでく
ださい。随時募集中。
申込・問 諏訪市原田泰治美術館
☎54−1881 FAX54−1882
Eメール haradamu@taizi-artmuseum.jp

春の
「家庭犬しつけ方教室」
回

内

容

日にち

会

場

時

間

第１回

開講式・学科

５月13日
（日） 諏訪合同庁舎５階講堂 13：30〜15：30

第２回

実

技

５月20日
（日）

第３回

実

技

５月27日
（日）

第４回

実

技

６月 3日
（日）

第５回

実

技

６月10日（日）

第６回

実

技

６月17日（日）

第７回

実技・終了式

６月24日（日）

諏 訪 合 同 庁 舎 駐 車 場 13：30〜15：30

※１回目の開講式・学科には、犬を同伴しないでください。ご家族の参加は自由です。
１回目に全員の受付をし、名札、資料等を配布します。
２回目以降の実技は、犬を同伴して参加してください。
７回目の最終日には、実技のあと、終了式及び修了証を授与します。
参加条件 犬種を問わず、登録、狂犬病予防ワクチンを済ませた犬。（発情中の場合
はご相談ください）
募集頭数及び参加費用等
募集頭数 約30頭
（申込順とし、頭数に達し次第終了とします）
参加費 2,000円、テキスト代500円、動物愛護会年会費1,000円（会員は不要）
その他、首輪・リード代（手持ちの場合は不要）
募集期間 ５月８日（火）まで
申込方法 （＜１＞か＜２＞のどちらかの方法で申し込んでください）
＜１＞ハガキによる申し込み（以下の宛先に必要事項を記入の上、郵送してくだ
さい）
〒392−8601 諏訪市上川1−1644−10 諏訪保健福祉事務所内
動物愛護会諏訪支部事務局あて
※ハガキの裏面に記入すること
①住所氏名 ②電話番号 ③犬の名前 ④犬種 ⑤犬の年齢 ⑥犬の性別
⑦特徴（引っ張る、吠える、咬む、臆病、トイレが出来ない等）
＜２＞電話による申し込み及び問い合わせ先
長野県動物愛護会諏訪支部しつけ方部会 ☎23−5998（内田まで）
主催 長野県動物愛護会諏訪支部
後援 長野県獣医師会諏訪支部、諏訪飼犬管理対策協議会、長野県諏訪保健福祉事務所

平成30年度前期 技能検定
技能検定は、製造業や建設業などで必要とされる技能の習得レベルを証明する国家
検定制度です。検定は実技試験と学科試験により行われ、合格すると「技能士」と
名乗ることができます。
【願書受付期間】 ４月４日（水）
〜４月17日（火）
【試験日程】 受験する検定によって異なります。
実技試験：６月５日（火）〜９月９日（日）
学科試験：７月15日
（日）
、８月19日
（日）
、26日
（日）
、９月２日
（日）
の
いずれか
問 長野県職業能力開発協会 ☎026−234−9050または
県庁人材育成課 ☎026−235−7202

茅野市メールマガジン「女神のたより」を配信しています。
茅野市では、市からの新しい情報提供の方法として、メールマガジンを
配信しています。
生活・イベント情報、子育て情報など、複数のマガジンをご用意してい
ます。
必要なマガジンだけ購読することも可能です。メールマガジンの購読は、
茅野市ホームページの登録フォームから手続きしていただきます。

ホームページのこのバナー
が目印だよ!!

配信メールマガジン
●生活・イベント情報……市内のイベント情報や暮らしに役立つ情報、休日当番医など
●子育て関連情報…………子ども向けのイベント情報、乳幼児健診や予防接種の日程など
●茅野市図書館だより……図書館で開かれる講座やイベント情報、おすすめの本など
このほかにも豊富なラインナップを用意しています。登録をお待ちしております。
問
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地域戦略課

広報ちの
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広報戦略係（内線235）

登録フォームのQRコード

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 ４月22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

＋ 諏訪中央病院 健康教室
●テーマ「健康な体を作る食事のポイント
〜体にいい 食べ物 〜」
「健康に気を付けたいけれど、どんなこと
をしたらいいの？」濵口医師が楽しく解
説します。予約不要です。ぜひお立ち寄
りください！
とき

４月11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）

シルバー人材センター
入会説明会・審査日程

●テーマ「忙しい合間に出来る

説明会
審査会

４月11日
（水）午後２時〜
４月20日
（金）

テーマ毎の専門知識を持った当院スタッ
す。

ところ

午後１時30分〜
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

体操 〜肩こり解消ストレッチなど〜」
フがやさしく、わかりやすくお話をしま
お気軽にお立ち寄りください！ご質問・
ご相談もお受けします。
とき

４月25日（水）午前11時〜正午

ところ

業務係 矢島

ゆ ずりあおう 〜不用品を活用し
あいましょう〜

ながら

諏訪中央病院（１Ｆエントラン
スホール）

参加費
問

無料
（申し込み不要）

諏訪中央病院 総務課広報調整係
☎72−1000（内線1557）

ゆずります
セミダブルベッド／漬物桶／オイルヒー
ター／電動シングルベッド／置き畳／漬
物石／プリンター／ショーケース
ゆずってください
テレビ（中型）／将棋盤／リビングボー
ド／園児服・メトロ帽（M）／猫用トイ
レ／漬物石／糸繰り機／野の花カルタ／
子ども用・レディス用ゴルフセット／長
峰中男子ジャージ上下・制服（M〜L）
※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。

４ 月の納税等
◆固定資産税・都市計画税
（１期）
◆上下水道料金 ◆市営住宅使用料
◆後期高齢者医療保険料
（３月加入者
分のみ） ◆保育料
【納期限・振替日 ５月１日
（火）
】

＋

育児中のママを対象としたサークル
「ひよこっこクラブ」

今回は「小児科医師のお話」です。未就園

信州大学 市民開放授業
信州大学では学生と一緒に受講する機会
として、大学の授業を一般市民の方々に
開放しております。本学の学生・教職員
とキャンパスライフをお楽しみください。
開講期間 前期 ４月〜７月
通年 ４月〜平成31年１月
（後期 ９月〜平成31年１月）
開放科目・募集定員
募集案内をご覧ください。
受講料 前期開講科目9,400円（１授業
科目）※一部異なる授業もあります。
申込方法 授業開始日から４月27日
（金）
まで試聴期間です。その期間内に授業
を試聴の上、各キャンパスの受講窓口
で申し込んでください。※詳細は募集
案内をご覧ください。
事前説明会 ３月28日
（水）
午前10時30
分〜正午 信州大学松本キャンパス全
学教育機構大会議室（松本市旭3−1−1）
にて ※出席は必須ではありません。
募集案内の入手方法
①郵送での請求：請求される方の郵便番
号、住所、氏名を記載し、250円切手を
貼付した返信用封筒（角型2号封筒：
33×24cm）を同封し、「市民開放授
業 募集案内請求」と朱書の上、総合窓
口「学務部学務課 教務グループ」宛（〒
に請求し
390−8621 松本市旭3−1−1）
てください。
②窓口での受け取り
③ホームページからダウンロード
問 学務部学務課 教務グループ
☎0263−37−2870

自動車事故による
被害者保護制度

児のお子さんとご一緒に親子でご参加く

【介護料の支給】
自動車事故により
「脳」
、
「脊髄」
、
「胸腹部
臓器」を損傷し、重度の後遺障害（自賠法
加も歓迎です。
施行令別表第一の「第１級１・２号」「第
とき ４月９日（月）午後１時30分〜
２級１・２号」に認定、もしくは同程度）
ところ 諏訪中央病院（第３・４会議室）
を持つために、日常生活動作について
「常
参加費 無料
（申し込み不要）
時」または「随時」の介護が必要となった
方に、次のとおり介護料を支給します。
問 諏訪中央病院 小児産科女性病棟
支給額（月額）
☎72−1000
特Ⅰ種 68,440円〜136,880円
Ⅰ種 58,570円〜108,000円
Ⅱ種 29,290円〜54,000円
【交通遺児等への育成資金の無利子貸付】
自動車事故により保護者が亡くなられた
り、重度後遺障害を残すこととなったご
家庭の中学校卒業までのお子様を対象に、
育成資金の無利子貸付を行っております。
貸付額（無利子）
はじめに一時金 155,000円
毎月 20,000円
入学支度金
（小中学校入学時） 44,000円
還付方法
中学校卒業後から６ヶ月または１年の据
置期間経過後に月賦または半年賦併用に
総人口 55,782人 （−62）
よる20年以内での均等払い
※高校・大学等へ進学された場合、在学
男
27,813人 （−36）
中は返還が猶予されます。
女
27,969人 （−26）
問 独立行政法人自動車事故対策機構長
世帯数 22,898世帯（−14）
野支所
☎026−480−0521
（ ）
内は前月比
平成30年３月１日現在（茅野市独自推計）
FAX026−263−1570
ださい。当院で出産された方以外のご参

茅 野市の人口
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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：
山田 直哉 弁護士

4/3
（火）
13：00〜17：00
※電話予約は3/27
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

4/10
（火）
9：00〜12：00

市役所7階
会議室

市民課市民係
（内線256）

道路･農地・公害などの官公庁の仕
事への要望や苦情、身の回りの問題
でお悩みの方はご相談ください。

生涯学習課
（内線634）

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

外国籍市民のための
相談

4/19
（木）
10：00〜16：00

司法書士法律相談
【要予約】

4/11
（水）
15：00〜17：00

市役所7階
会議室

4/6・13・20・27
（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
☎73−4431
①4/7・21
（土）
相談室
13：00〜16：00
②4/13・27
（金）
18：30〜20：30

心配ごと相談

結婚相談

こども課
子育て、家庭教育相談から、いじめ、
（内線615・616）
不登校などの教育相談までお気軽に
■24時間相談
ご相談ください。
☎090-7721-6043

子育て・教育相談

毎週月〜金曜日
（祝日除く）
8：30〜17：15

発達に関する相談

発達支援センター
毎週月〜金曜日
お子さんの発達に関する相談や検査
発達支援センター
（本町東15-14
（祝日除く）
を行っています。
☎82−2277
中央保育園併設）
8：30〜17：15
電話相談、面接相談できます。

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】

4/14
（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
4/27
（金）
非行・犯罪相談
10：00〜12：00
【要予約】

若者のための
毎月第 3 火曜日
夜間相談会
18：00〜20：00
【要予約】
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相談場所

市役所6階
こども課

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
相談室
不登校などの教育相談までお気軽に
（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

諏訪市公民館
302会議室

電話予約は平日10：00〜16：00受
諏訪地区更生保護
付。必要な場合には適切な専門機関
サポートセンター
をご紹介します。お気軽にご相談く
☎55−2786
ださい。

諏訪市公民館

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

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

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

税務相談所

下諏訪町商工会
毎月第２水曜日
（３月を除く） 議所会館２階
☎28−6666
（下諏訪町4611）
10：00〜12：00
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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。

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。
※メール相談も行っています。ジョブ
カフェ信州のホームページから「ネッ
トで相談」をボタンをクリック。

主催：関東信越税理士会諏訪支部

