２月の認知症の高齢者を
抱える家族の会
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
にご参加ください。
とき ２月21日
（水）
午前10時30分〜正午まで
ところ 市役所７階会議室
問 高齢者・保険課 介護保険係
（内線337）

多留姫の滝 載酒亭
（さいしゅてい）
に設
置してある投句箱に寄せられた俳句や短
歌を展示します。併せて「多留姫文学自
然の里創造委員会」の一年間の活動記録
や、イベント写真も展示します。
とき ２月19日
（月）
〜３月２日
（金）
ところ 茅野市役所１階ロビー
展示内容 俳句、短歌、１年間の活動記
録と写真の展示
問 生涯学習課
（内線634）

法務大臣から新たに人権擁護
委員に委嘱されました

平成29・30年度入札参加資格
申請の追加受付を行います。

人権擁護委員は、法務大臣が委嘱する民
間の方々です。
人権擁護委員は、市民の方々の人権擁護
意識を高めるために、地域の中で人権思
想を広め、人権侵害が起きないように見
守り、人権を擁護していくことが望まし
いという考えから、人権の花運動をはじ
め、街頭啓発や人権作文コンクールなど
の活動を中心に、人権啓発活動を行って
います。
茅野市の人権擁護委員は、次の皆さんで
す。
矢崎美知子さん、榛葉和夫さん、藤山武
博さん、宮坂和生さん、高山 衛さん、
荒木真理子さん、大久保功身さん
※平成30年１月１日付で矢崎美知子さん
が再任、榛葉和夫さん、藤山武博さん、
宮坂和生さんが新たに法務大臣から委
嘱されました。
問 市民課 市民係
（内線254）

矢崎美知子さん

藤山武博さん

広
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建設工事、建設コンサルタント等、役務
提供等、物品・印刷等の入札参加資格申
請の中間年追加受付（有効期間１ヶ年）を
行います。
提出書類、方法については、市ホームペ
ージをご覧ください。なお昨年度申請済
みの方は手続きする必要はありません。
受付期間 ２月１日
（木）
〜２月28日
（水）
問 管理課 契約検査係
（内線166・167）

区内放送戸別受信機に対する
補助金制度が延長されます！
現在、区内放送戸別受信機に対して、１
台あたり15,000円を上限に補助金を交
付しています。
現行の補助率は、2017年度末（2018
年３月31日）までとなっていましたが、
2020年度末（2021年３月31日）まで延
長されました。各区・自治会で区内放送
戸別受信機を追加購入される場合は、引
き続きこの補助金をご活用ください。補
助金の申請手続きは、防災課までお問い
合わせください。
なお、区内放送戸別受信機の申し込みは、
ご自身のお住まいの区・自治会長までご
連絡ください。
問 防災課 防災係
（内線182）

榛葉和夫さん

２月の介護保険制度説明会

宮坂和生さん

２月15日
（木）
午前9時30分〜11時まで市
役所８階大ホールにて開催します。２月
２日から３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）

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

縄文の湯は月曜日が定休日ですが、２月
12日（月）建国記念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

マンホールカードができました！
市では平成29年12月９日より茅野市観
光案内所
（茅野市ちの3506モンエイトビ
ル２階）
にてマンホールカードを配布して
います。マンホールの蓋が丸いから「（選
考から）落ちない」、表面が凹凸していて
「
（受験に）スベらない」ということにあや
かり、マンホールカードをお守りにして
いる受験生の方々もいるそうです。希望
される方は茅野市観光案内所までどうぞ。
配布時間 午前９時〜午後５時半
（土曜日、
日曜日、祝日も)
注１ 年末年始（12／31〜1/／3）はお休
みです。
注２ カードはお1人につき1枚のみ手
渡ししております。
注３ 事前予約や郵送等の対応は行いま
せん。
問 水道課下水道管理係
（内線654・657）

博

冬の探鳥会

上川と諏訪湖の水辺の冬鳥を観察します。
とき ２月12日
（月・休）
午前８時30分〜11時
ところ 諏訪市すわっこランド前湖周沿
い駐車場
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 １月20日
（土）
から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎73ー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 ２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

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。
２月は「スライムせっけんを作ろう」
。
とき ２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 １月20日
（土）
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 ２月24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 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 １月20日
（土）
から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎73ー0300

博

プラネタリウム２月のテーマ
「宇宙人はどこに？〜系外惑星〜」

近年、次々と発見される「系外惑星」には
地球によく似たものもあります。生命存
在の可能性はあるのでしょうか。最新の
話題を紹介します。空気でふくらむ直径
５メートルのエアドームで星空を体験し
ましょう。今夜の星空案内もあります。
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
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

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！博物館はたおり
ボランティア「ねじばな」の指導のもと、
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 ２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 ねじばな会員
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、お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 １月20日
（土）
から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎73ー0300

博

昼間の星を見る会

大型天体望遠鏡を使って昼間の空の星を
観察します。
とき ２月11日
（日・祝）午前10時〜11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 １月20日
（土）
から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎73ー0300

図書館 休館に関するお知らせ
休館日

２月５日（月）、２月13日（月）
、
19日
（月）
、23日
（金）
、26日
（月）
臨時開館 ２月12日
（月・休）
問 茅野市図書館 ☎72−9085

尖

尖石縄文考古館
休館に関するお知らせ

休館日

２月５日
（月）
、13日
（火）
、19日
（月）
、26日
（月）
臨時開館 ２月12日
（月・休）
問 尖石縄文考古館 ☎76−2270

尖

ロビー展「史跡公園・竜神
池周辺の野鳥たち」

考古館・史跡公園・竜神池周辺にやって
くる野鳥を中心とした写真の展示を行い
ます。
とき ２月27日
（火）
〜３月25日（日）
ところ 尖石縄文考古館ロビー
その他 ロビー展のみをご観覧の場合は
無料です
問 尖石縄文考古館 ☎76ー2270

尖

探鳥会「史跡公園にやって
くる野鳥を観察しよう」

野鳥についてのお話と、史跡公園周辺を
回りながら野鳥を観察します。
とき ３月４日
（日）
午前９時〜11時30分
ところ 尖石縄文考古館ロビー（集合）
史跡公園・青少年自然の森管理棟
対象 小学校５年生以上（４年生以下の
方は大人と参加してください）
持ち物 寒くない服装・
（お持ちの方は双
眼鏡・野鳥図鑑）
その他 申込み不要・参加料無料
問 尖石縄文考古館 ☎76−2270

博

八ヶ岳総合博物館
休館に関するお知らせ

休館日

２月５日
（月）
、13日
（火）
、19日
（月）
、26日
（月）
臨時開館 ２月12日
（月・休）
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73ー0300
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募

茅野交通安全協会茅野支部
支部員募集

子どもやお年寄りの安全を支える活動を
一緒にしませんか。
茅野交通安全協会茅野支部とは
市内交通安全業務について、交通事故の
ない安全・安心な地域づくりのために茅
野警察署・茅野市と連携し、市内一円の
交通安全の指導啓発、市民の交通安全意
識の普及及び交通秩序の確立を図ってい
ます。
活動内容は
１ 交通安全啓発活動
・保育園、幼稚園、小学校等での交通
安全教室（交差点での横断、自転車
安全教室のお手伝い）
・高齢者宅家庭訪問（お声かけ）
・飲酒運転防止の広報や街頭活動
・交通安全運動期間中における街頭指
導
２ 各種行事における交通整理
一斉清掃、茅野どんばん、こども祭り、
農業祭、八ヶ岳縄文の里マラソン、県
下縦断駅伝などにおいて「ボランティ
ア」集団として交通整理や横断の補助
＊ボランティア保険に加入しています。
●活動時には、安全協会制服（貸与）、停
止棒、警笛を保持着用していただき、
自身の安全をはかります。
●活動していただく日の制約はありませ
ん。
募集期間 平成30年３月30日
（金）
まで
申込・問 茅野交通安全協会事務局
☎72−0500
（FAX兼）
（午前10時〜午後4時）

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 ２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
参加者 300円
（お茶代等）
問 NPO法人やまびこ会 ☎73−2334

諏訪市四賀ソーラー事業
（ソーラーパーク四賀）環境影響
評価制度準備書事前説明会
長野県環境影響評価条例の規定に基づき
公告・縦覧する準備書の概要について公
告・縦覧開始前の事前説明会を開催しま
す。
とき ２月２日
（金）午後７時〜９時
（開場 午後６時）
ところ 茅野市民館コンサートホール
対象 どなたでも
申し込み不要。当日、直接会場へ
お越しください。
問 株式会社Looop IPP事業本部電源開
発部 ☎
（03）
4577−9001
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美

茅野市美術館を一緒にサポート
しませんか＋６ ひろがる編

美術館について学び、考え、実践する講
座を開講します。鑑賞から一歩踏み出し
て、美術館やアート活動をもっと深く知
る機会となるでしょう。きほん編に引き
続き、ひろがる編を開催します。
■第１回「夢の企画を考えよう」
とき ２月18日
（日）
午後１時30分〜午後４時15分
ところ 茅野市民館アトリエ
講師 貝瀬雄斗（ちの寒天Project）、長
田絵美（八ヶ岳美術館学芸員）、前
田忠史
（茅野市美術館主任学芸員）
■第２回（特別講座）
「おでかけ美術館」
とき ２月28日
（水）
午前10時20分〜午後０時45分
ところ 茅野市立豊平小学校
講師 中田麻衣子
（茅野市美術館学芸員）
出品作家 橋口優
（画家）
、矢島史織
（日本
画家）
、吉野剛広
（画家）
※本講座のみの受講も可能です。要事前
申込・先着10名。
■第３回「美遊com.会を見学しよう」
とき ３月３日
（土）
午後１時30分〜午後３時30分
ところ 茅野市民館楽屋
■第４回「夢の企画について話そう」
とき ３月11日
（日）
午前10時〜午後０時30分
ところ 茅野市民館楽屋
講師 辻野隆之
（茅野市美術館長）
申込期限 ２月15日
（木）
募集人数 20名程度
（先着順）
参加費 無料
その他 はじめて受講される方を優先し
ます。なるべく全回に参加ください。
全４回のうち、３回以上参加された方
には修了証を発行します。
申込・問 茅野市美術館
（茅野市民館内）
☎82−8222
FAX82−8223

美

第4期収蔵作品展「移りゆく
時の中に」関連企画
きてみて！親子ギャラリーツアー

とき

２月12日
（月・休）
午後２時開始
ところ 茅野市美術館
参加費 無料
問 茅野市美術館
（茅野市民館内）
☎82−8222 FAX82−8223

矢﨑博信《幻想》1938年頃

活動発表展

博

平成29年度に総合博物館で活動した市
民研究員、茅野ミヤマシロチョウの会、
博物館はたおりボランティア
「ねじばな」
の作品や活動記録などを展示します。
とき ２月24日（土）〜３月18日（日）
ところ 総合博物館
料金 通常入館料
（３月18日は入館無料）
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300

神長官守矢史料館
休館に関するお知らせ

守
休館日

２月５日
（月）
、13日
（火）
、19日
（月）、26日（月）
臨時開館 ２月12日（月・休）
問 神長官守矢史料館 ☎73−7567

守

ギャラリートーク
企画展「戌年の古文書」

開催中の企画展「戌年の古文書」を学芸
員が案内します。
とき ２月10日（土）午後１時30分〜
ところ 神長官守矢史料館
参加費 要入館料（申込不要）
問 神長官守矢史料館 ☎73−7567

茅野市総合体育大会
カーリング参加者募集
とき

２月11日
（日）
午前９時〜午後５時
ところ 御代田カーリングホール
その他
・教室を行った後、大会を行います。初
心者向けの大会です。
・当日参加もできます。教室のみ、見学
のみも可能です。
・カーリングシューズのない方は、上履
き用シューズをお持ちください。
申込・問 カーリング協会
☎72−0888
カーリング事務局 平松
☎090−3585−7544

諏訪地区高等学校
演劇連盟第11回冬季合同公演
「夜長姫と耳男」
茅野市民館を舞台に、諏訪地域の高校
演劇部が合同で演劇作品をつくり、上
演します。学校の枠を越えた共同創作
による公演をお楽しみください。
とき ２月12日（月・休）
午後１時開演
ところ 茅野市民館マルチホール
料金 無料
主催 諏訪地区高校演劇連盟
共催 茅野市民館指定管理者 地域文化
創造
問 諏訪地区高等学校演劇連盟 事務
局 小池
（下諏訪向陽高校・☎28−7582）

こんなときはここへ
可燃ゴミと資源物について
美サイクルセンター

☎71ー1633

月〜土曜日（祝日可）
午前９時〜午後４時30分
静香園（火葬場）
の予約・手続きについて
市役所

☎72−2101
（年中無休）

シルバー人材センター
入会説明会・審査日程

＋

育児中のママを対象としたサークル
「ひよこっこクラブ」

「親子遊び」を行います。未就園児のお子
さんとご一緒に親子でご参加ください。
当院で出産された方以外のご参加も歓迎
です。
とき ２月５日
（月）午後１時30分〜
ところ 諏訪中央病院
（第３・４会議室）
参加費 無料
（申し込み不要）
問 諏訪中央病院 小児産科女性病棟
☎72−1000

＋ 諏訪中央病院 健康教室

「診察室で聞くほどでもないけれど、こん
なことを聞いてみたかった！」、「健康的
審査会 ２月23日
（金）
な食事、運動、どんなことをしたらいい
午後１時30分〜
の？」など気軽におたずねください。濵
口医師が楽しく解説します。予約不要で
ところ 茅野広域シルバー人材センター
す。ぜひお立ち寄りください！
※事前に申し込みの上、お越しください。
とき ２月14日
（水）
申込・問 茅野広域シルバー人材センター
午前11時〜11時30分
☎73ー0224 業務係 矢島
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）
〜不用品を活用し
ゆ ずりあおう あいましょう〜 問 諏訪中央病院 総務課広報調整係
☎72−1000
（内線1557）
ゆずります
説明会

２月14日
（水）午後２時〜

自動車の各種手続を忘れずに
行いましょう

女性用スキー板とブーツ（24cm）／ビニ
ールハウスをとめるパッカー／双子用ベ
ビーカー／男性用スキーブーツ（26cm）
／ひな人形
（段飾り）
／高砂人形
（ガラスケ
ース入り）／座卓／五月人形（ガラスケー
ス入り）／電子レンジ
ゆずってください
ブルーレイレコーダー／木製の古いつい
たて／つけもの石／餅つき用杵と臼／一
人用コタツ／マレットゴルフ道具一式
（女
性用）
※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

募

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

自動車税は毎年４月１日現在の所有者
（ま
たは使用者）
に対して課税される県の税金
です。
３月末までに名義変更・抹消登録・住所
変更等の各種手続を行わないと、トラブ
ルが発生する可能性がありますので、必
ず手続をしてください。
自動車の各種手続きについての照会先
長野運輸支局松本自動車検査登録事務所
☎050−5540−2043
自動車税に関する照会先
長野県南信県税事務所諏訪事務所
☎0266−57−2905
E-mail：zei-suwa@pref.nagano.lg.jp

☎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。

２ 月の納税等
◆国民健康保険税（９期）
◆上下水道料金
◆下水道受益者負担金（４期）
◆市営住宅使用料 ◆保育料
◆後期高齢者医療保険料（８期）
【納期限・振替日 ２月28日（水）
】

放送大学で学びませんか
第１学期（４月入学生）募集

放送大学は、テレビ、ラジオ、インター
ネットなどを利用して授業を行う通信制
の大学です。働きながら学んで大学を卒
業したい、教養を深めたい、仕事のスキ
ルアップをしたいなど、さまざまな目的
で、幅広い世代の人が学んでいます。
出願期間 〜３月20日
（月・祝）
※ホームページ（http://www.ouj.ac.jp）
でも受け付けています。
問 放送大学長野学習センター
☎58−2332
（月曜日、祝日を除く）

茅 野市の人口
総人口
男
女
世帯数

55,857人 （＋23）
27,864人 （＋ 5）
27,993人 （＋18）
22,921世帯（＋20）

（ ）内は前月比
平成30年１月１現在（茅野市独自推計）

猫の飼い方教室
猫の習性や適正な飼育方法について学ぶ
ことにより、猫に起因するトラブルを減
らし、人と猫が共生できる地域社会を築
くために「猫の飼い方教室」を開催しま
す。併せてこの教室の参加者を対象に諏
訪保健所に保護されている犬猫の譲渡会
を開催します。
主催 長野県諏訪保健福祉事務所、長野
県動物愛護会諏訪支部
開催日 ２月４日
（日）
時間
（１）
「 猫の飼い方教室」午前10時30分
〜正午
（会場への入場は午前10時〜）
（２）
「犬猫の譲渡会※」正午〜午後１時
会場
（１）
「 猫の飼い方教室」諏訪合同庁舎５
階講堂
（諏訪市上川１−1644−10）
（２）
「 犬猫の譲渡会※」諏訪合同庁舎犬
舎
（南側駐車場横）
※
「猫の飼い方教室」
への参加者に限ります。
内容
（１）
猫の習性と正しい飼い方等
（講師：長
野県動物愛護センター）60分
（２）
質疑応答及び意見交 30分
対象者 一般住民（猫の飼い主、猫に関
心のある方、猫で困っている方など）
参加方法 参加は無料で、事前の申し込
みの必要はありません。
その他 「犬猫の譲渡会」
については、猫
の飼い方教室受講者を対象に開催しま
す。なお、譲渡可能な犬猫がいない場
合、予告なく中止する場合があります。
問 長野県諏訪保健福祉事務所（諏訪保
健所）食品･生活衛生課 乳肉・動物
衛生係 ☎ 57−2929
（直通）

浄化槽の法定検査内容が
変わ ります！
浄化槽法第11条に基づく定期検査を平成
30年４月から一新します。
・浄化槽法では、生活環境の保全や公衆
衛生の向上のため、浄化槽をお使いの
皆様に保守点検、清掃のほか年１回の
法定検査
（浄化槽法第11条検査）
を義
務付けています。
・浄化槽法第11条検査項目に新たに生
物化学的酸素要求量
（BOD）
の検査を
加え、より効率的で充実した内容とし
ました。
・BODは、水の汚れを示す重要な指標
です。BODを検査することにより、
皆様が排出する生活排水の汚れや浄化
槽の調子
（故障等）
を知ることができ、
修理等早急な対応が可能になります。
・BOD検査導入により検査の効率化
（検
査項目を一部省略し、検査時間を短縮）
が図られ、全てのご家庭で年１回の法
定検査を実施します。
・今後とも法定検査の適正な実施にご協
力ください。
問 （公社）
長野県浄化槽協会
☎026−234−7637
（公社）
長野県浄化槽協会
検査センター諏訪分室
☎53−6201

長野県女性限定の面接会
（合同会社説明会）
諏訪地域の女性を対象とした合同会社説
明会です。
採用担当者と直接会えます。お子さん連
れも大歓迎！
事前にご用意いただくものはありません。
予約不要ですのでお気軽にご参加ください。
とき ２月14日
（水）午前10時30分〜
午後12時30分
ところ 諏訪湖ハイツ
（岡谷市長地権現町
４丁目11−50）
主催 長野県
問 長野県女性の就業支援事業 委託事
業受託者
イーキュア
（株）☎0120−64−0234
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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。
相談場所

連絡先

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
2/20（火）
相談員：行政相談委員 9：00〜12：00

市役所8階
講師控室

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。

外国籍市民のための 2/15（木）
相談
10：00〜16：00

市役所7階
会議室

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。対応言語は、英語、ポルトガル
語、タガログ語、中国語、日本語です。

若者向けキャリア・
コンサルティング
2/7（水）
【要予約】
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

市役所8階
相談室

商工課
（内線432）

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。
次回の相談日は3/7です。

法律相談【要予約】
相談員：
諏訪 雅顕弁護士

司法書士法律相談
【要予約】
心配ごと相談

結婚相談

日

時

2/6（火）
13：00〜17：00
※電話予約は1/30
午前8時30分から

備

考

2/14（水）
15：00〜17：00
2/2・9・16・23（金） 茅野市ひと・まち 茅野市社会福祉
9：00〜12：00 プラザ２階 社会
協議会
福祉協議会相談室 ☎73−4431
①2/3・17（土）
13：00〜16：00
②2/9・23（金）
18：30〜20：30
こども課
子育て、家庭教育相談から、いじめ、不
（内線615・616）
登校などの教育相談までお気軽にご相談
■24時間相談
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を行
発達支援センター
（本町東15-14
（祝日除く）
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

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】

毎週月〜金曜日
（祝日除く）
9：00〜17：00

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、不
家庭教育センター
相談室
登校などの教育相談までお気軽にご相談
（ちの地区コミュニ
☎73−4151
ください。
ティセンター北側）

2/10（土）10：30〜、 電話予約時に
11：30〜、
13：30〜、 会場等をお知
らせします。
14：30〜
2月23日（金）
10：00〜12：00

諏訪市公民館
302会議室

☎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。

諏訪地区更生保護
サポートセンター
☎55-2786

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。
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

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

若年者地域連携事業
す。ご家族からの相談もOK。お一人50
推進センター
☎0263-27-5010 分程度の個別相談となります。
メール
※メール相談も行っています。ジョブカ
renkei@comm-i.com

フェ信州のホームページから「ネットで
相談」のボタンをクリック。
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