
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　１月１７日（水）
　　　午前10時30分～正午まで
ところ　茅野市役所７階会議室
問　高齢者・保険課　介護保険係
　　（内線337）

介護相談員とは
利用者等の疑問や不満、不安等をお聞き
し、サービス提供事業者に橋渡しするこ
とで、重大な苦情に至ることを未然に防
止し、介護サービスの質の確保及び向上
並びに高齢者の日常生活の自立支援を図
ることを目的とし活動しています。
応募資格　市内にお住まいで介護保険に
　　　　　関心のある40歳以上の方
募集人員　若干名
活動内容
・担当となった施設へ月１～２回（１～２
　時間程度）訪問し、相談活動を行います。
・月１回の介護相談員連絡会に出席、活
　動内容を報告します。（報告書の提出)
任期　平成30年４月から２年間
報酬　市の規定による
募集期間
　平成30年１月４日（金）から平成30年
　１月31日（水）まで
申込方法
　応募用紙に必要事項を記入し、高齢者・
　保険課までご持参ください。その際に
　簡単な面談もさせていただきます。
　※応募用紙が必要な方には郵送いたし
　　ますので、ご連絡ください。
　※応募用紙は、茅野市ホームページか
　　らダウンロードすることもできます。
選考方法
　応募書類を参考に選考します。
その他
・新しく介護相談員になられた方は、８
　月に４日間と10月に１日間の予定で
　東京都にて開催される介護相談員新任
　研修への参加をお願いします。
・研修費用については、市で負担します。
・１回の任期は２年間ですが、複数回の
　任期での活動をお願いします。
問　高齢者・保険課　高齢者福祉係
　　（内線335）

一般財団法人自治総合センターでは、宝
くじの社会貢献広報事業として「コミュ
ニティ助成事業」を実施しています。こ
の事業を活用し、ちの、米沢、豊平、玉
川、泉野、金沢、湖東、北山地区のコミ
ュニティ運営協議会と中大塩地区区長会
がノートパソコン、カラープリンターを、
米沢、豊平地区のコミュニティ運営協議
会がお祭り備品を宝くじの助成金で整備
しました。
公益財団法人長野県市町村振興協会では、
宝くじの社会貢献広報事業の一環として
地域社会の健全な発展と住民福祉の向上
を目的に「地域活動助成事業」を実施して
います。この事業を活用し、笹原区が、
パソコン、プリンター、冷蔵庫、テント
等を宝くじの助成金で整備しました。
問　パートナーシップのまちづくり推進課
　　（内線142・143）

①とき　１月21日（日）
　　　　午前10時～午前11時45分
　　　　午後１時～午後３時30分
　ところ　茅野市健康管理センター
②とき　１月28日（日）
　　　　午前10時～午前11時45分
　　　　午後１時～午後４時
　ところ　オギノ茅野ショッピングセンター
③とき　２月21日（水）
　　　　午前10時～正午
　　　　午後１時～午後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－）
　　☎82ー0105

65歳以上の人がインフルエンザ予防接種
を市の補助で受けられる期間を延長します。
※期間は延長しますが、ワクチン供給が
　十分であるとは限りません。
※12月26日以降に65歳になる方は対象
　になりません。
延長期間　１月31日（水）まで
※インフルエンザワクチンの出荷遅れに
　より、現在、インフルエンザの予約が
　できない状況であるためです。
自己負担額　1,000円
　（生活保護、市民税非課税世帯の人は事
　前に接種券をお申し込みください。）
問　健康づくり推進課　健康推進係
　　（茅野市健康管理センタ－）
　　☎82ー0105
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縄文の湯は月曜日が定休日ですが、１月
８日（月）成人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

茅野市と原村の小中学生が制作した図工・
美術の作品展を開催します。小中学生の
想像力豊かな作品をご鑑賞ください。
とき　１月18日（木）～22日（月）
　　　午前９時～午後６時
　　　（22日は午後３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）
入場料　無料
展示作品　絵画・版画・デザイン・ポス
　　　　　ター・立体作品等
問　学校教育課　学務係（内線604）

とき　１月17日（水）午後２時～３時
LCV-FMの番組内で臨時災害放送局情報
伝達訓練を行います。
臨時災害放送局とは、災害発生時に住民
の安否情報やライフラインの状況など、
きめ細かく伝えるため自治体が臨時で開
設するFMラジオ放送局のことをいいます。
今回は、災害時の想定で圏域内の皆様に
災害情報伝達として訓練発信します。
いざという時の貴重な情報源となるFM
ラジオ、周波数は76.9MHzLCV-FMで是
非ご確認ください。
問　防災課　防災係（内線182）

１月16日（火）午前９時30分～11時まで
議会棟大会議室にて開催します。１月２
日から２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が、
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）

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

１月の介護保険制度説明会

介護相談員を募集します
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市営温泉施設「縄文の湯」
は次の日も営業します

♨

中諏小中学生作品展
（図工・美術の部）

１月の認知症の高齢者を
抱える家族の会

コミュニティ活動を応援します
～宝くじ助成金について～

65歳以上インフルエンザ
予防接種期間延長します！

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～

諏訪広域連合から臨時災害放送局
情報伝達訓練について
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11月11日（土）諏訪地区陸上競技クリニ
ックが茅野市運動公園陸上競技場で開催
され、約180人が参加しました。この日
から新しい小学生用ハードルが供用開始
となり、参加した選手は、講師から熱心
に指導を受けていました。
※小学生用ハードルの設置には日本スポ
　ーツ振興センターのスポーツ振興くじ
　助成金を活用。
問　スポーツ健康課
　　（茅野市総合体育館内）
　　☎72－8399

この教室の目的は、硬式テニスの楽しさ
を理解すると共に、基礎技術（初歩的）を
習得すること。
また、硬式テニスを通じて健康維持、仲
間づくりを行い、継続してテニスができ
るようグループの育成を図ることです。
とき　１月18日、25日、２月１日、８日、
　15日、22日、３月１日、８日、15日、
　22日　毎週木曜日（全10回）
　午後１時～３時
ところ　茅野市運動公園サブ体育館
対象　初心者、初級程度の方
定員　10名程度
受講料　１人4,000円
　　　　※開講日に納入をお願いします。
持ち物　運動できる服装、ラケット、屋
　　　　内用テニスシューズ
申込・問　テニス協会　宮澤
　　　　　☎090－1118－3787
　　　　　FAX73－3309
　（氏名、住所、電話番号、生年月日を明
　記し、FAXでお申し込みください。）
　※FAXがない方は携帯へご連絡ください。
その他　練習中のケガ及び事故は自己責
　任ですので、保険は各自でご加入の上
　ご参加ください。
　運動のできる支度、ラケット、室内用テ
　ニス靴、飲料水持参でご参加ください。
主催　茅野市テニス協会
後援　茅野市体育協会

とき　１月28日（日）、２月４日（日）、12
　日（月）、18日（日）、25日（日）
　午後１時30分～３時30分　
ところ　ピラタススノーリゾート
定員　１回につき20名
　　　※何回でも参加可能
対象者　市内小学校在籍の小学生
参加料　１回1,500円（リフト代含む）
レンタル料　1,000円
　　　　　　（レンタルする方のみ）
申込先　茅野市スキー協会ホームページ
　または八ヶ岳山麓スキー学校
　（☎67－6266）
※いずれも傷害保険加入が無い方は申し
　込み出来ません。
※詳しくは茅野市スキー協会ホームペー
　ジをご覧下さい。

休館日　１月１日（月）～４日（木）、９日
　（火）、15日（月）、22日（月）、26日（金）、
　29日（月）
祝日開館　１月８日（月・祝）
問　茅野市図書館　☎72－9085

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　１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
問　茅野市図書館　☎72－9085

読書ボランティアの皆さんのお互いの実
演を見合い、楽しみながらスキルアップ
していきましょう。多くの皆さんの参加
をお待ちしています。
とき　２月８日（木）午前10時～正午
ところ　茅野市役所８階大ホール
問　茅野市こども読書活動応援センター
　　☎75－1250

休館日　１月１日（月）～３日（水）、９日
　（火）、15日（月）、22日（月）、29日（月）
祝日開館　１月８日（月・祝）
【お正月お年玉プレゼント】
１月４日に来館された方で、下記のクイ
ズに正解された方先着30名様に「ミニ土
笛」か「ミニ土鈴」をプレゼントします。
回答を受付にお申し出ください。
＜クイズ＞「茅野市にある国宝土偶の愛
称は、縄文の○○と仮面の○○です。」
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

休館日　１月２日（火）～４日（木）、９日
　（火）、10日（水）、15日（月）、22日（月）、
　29日（月）
祝日開館　１月８日（月・祝）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

１月31日（水）にみられる「皆既月食」と
は、どのような天文現象か、どのように
観察すればよいか、わかりやすく解説し
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

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　１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
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　12月20日（水）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

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　１月20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

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　１月14日（日）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　12月20日（水）から受付
申込・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。
１月は「静電気ベルを鳴らそう」。
とき　１月21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　12月20日（水）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

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　１月20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　12月20日（水）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300
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茅野市運動公園陸上競技場に新しい
小学生用ハードルを設置しました

茅野高校図書委員さんと楽しむ
わくわくおはなし会

平成29年度
冬季硬式テニス教室

市民子供スキー教室

図書館　休館に関するお知らせさきおりでランチョンマット

博 古文書相談会

博 昼間の星を見る会

博 ワクワク科学工作

博 星空観望会

第２回読書ボランティア交流会

尖石縄文考古館
休館に関するお知らせ

博 八ヶ岳総合博物館
休館に関するお知らせ

博 プラネタリウム１月のテーマ
「皆既月食」



休館日　１月２日（火）、３日（水）、９日
　（火）、10日（水）、15日（月）、22日
　（月）、29日（月）
祝日開館　１月８日（月・祝）
問　神長官守矢史料館　☎73－7567

戌年に作成された古文書を展示します。
とき　１月１日（月・祝）～
　　　　　　　２月12日（月・休）
ところ　神長官守矢史料館
料金　要入館料
問　神長官守矢史料館　☎73－7567

ワークショップ形式の脚本創作講座で
す。劇作に関連するゲームやエクササ
イズ（演習）を通して、「語る」「聞く」「動
く」「書く」等の活動を組み合わせて進
めます。
とき　１月６日（土）、14日（日）、27
　　　日（土）午後１時30分～４時
ところ　茅野市民館アトリエ
講師　西田豊子（劇作家・演出家）、嶽
　　　本あゆ美（劇作家・演出家）
参加費　無料
定員　20名（全ての回・日程に参加で
　　　きなくても可）
問　茅野市民館
　　☎82－8222　FAX82－8223

弦楽四重奏団「クァルテット・エクセ
ルシオ」による、赤ちゃん、小さなこ
どもたち、小・中・高校生から大人ま
で、本格的なクラシック音楽を気兼ね
なく楽しんでいただくコンサート。会
話するように奏でられる美しい響きを、
柔らかいこどもたちの感性に。
とき　１月21日（日）
出演　クァルテット・エクセルシオ
■ベイビーコンサート
０～３歳のお子さんとご家族に向けた
コンサートです
時間・会場　午前11時～茅野市民館ア
　トリエ
料金　おやこ（大人1＋こども1）1,200
　円、おとな1,000円、こども300円
　（当日各200円増）、友の会会員おや
　こ1,000円、おとな900円
■キッズコンサート
３歳のお子さんから皆さんで楽しめる
コンサートです
時間・会場　午後２時～茅野市民館コ
　ンサートホール
料金　おやこ（大人１＋こども１）1,500
　円、おとな1,200円、こども500円
　（当日各200円増）、友の会会員おや
　こ1,300円、おとな1,000円
問　茅野市民館
　　☎82－8222　FAX82－8223

伝統楽器・箏の若手奏者による繊細かつ
大胆な合奏と、日本ならではの表現・漫
画の世界。漫画『この音とまれ！』（アミ
ュー）の作中オリジナル楽曲「龍星群」「久
遠」などが収録された楽曲CDの演奏メ
ンバーが集まり、漫画とのコラボレーシ
ョンによるコンサートをお届けします。
とき　１月13日（土）午後２時
ところ　茅野市民館マルチホール
料金　一般2,000円、高校生以下1,000
　円（当日各200円増）、友の会会員一般
　1,600円、高校生以下800円
問　茅野市民館
　　☎82－8222　FAX82－8223

収蔵作品の中から、「時（とき）」をテーマ
に作品を展示します。
とき　１月８日（月・祝）～４月８日（日）
　　　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

美術館サポーターについて学び、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。
■第１回「美術館の仕事」
とき　１月21日（日）
　　　午後２時～午後４時45分
ところ　茅野市民館アトリエ
講師　徳永高志（茅野市民館コアアドバ
　　　イザー）、前田忠史（茅野市美術館
　　　主任学芸員）
■第２回「茅野市美術館サポーターの活動」
とき　１月28日（日）
　　　午後１時30分～午後４時
ところ　茅野市民館アトリエ
講師　NPO法人サポートC 美遊com．、
　　　中田麻衣子（茅野市美術館学芸員）
■第３回「他の美術館を見学しよう」
とき　２月３日（土）
　　　午前６時45分～午後９時予定
ところ　多治見市モザイクタイルミュー
　　　　ジアム、清須市はるひ美術館
講師　村山閑（多治見市モザイクタイル
　　　ミュージアム学芸員）、奥村綾乃
　　　（清須市はるひ美術館学芸員）
■第４回「地域とアートプロジェクト」
とき　２月11日（日）
　　　午後１時30分～４時30分
ところ　茅野市民館アトリエ
講師　村井正（長野県信濃美術館学芸員）、
　　　岩熊力也（画家、木曽ペインティン
　　　グス実行委員長）他
申込期限　１月18日（木）
募集人数　20名程度（先着順）
参加費　無料（第３回は、バス代が必要と
　　　　なります。）
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
　　　　いたします。
申込・問　茅野市民館
　　　　　☎82－8222　FAX82－8223

◆国税庁ホームページ「確定申告書等作
　成コーナー」で、確定申告書が作成で
　きます！
◆普段使用のパソコンとプリンタで作成
　できます。
　www.nta.go.jp 作成コーナー　検索 Click!

税務署は大変混雑します
来署してから手続きが終了するまで、相
当の時間を要し、長時間お待ちいただく
場合があります。
ご自宅等で作成する場合は、例えば、夜
間や休日など、ご都合のよい時間に作成
することができます。
確定申告会場   諏訪税務署 １階
開設期間　２月16日（金）～３月15日（木）
　　　　　土、日を除きます。
受付時間　午前８時30分から
（相談は午前９時から午後５時までにな
　ります。）
※申告書の作成には時間を要しますので、  
　午後４時頃までにお越しください。な
　お、会場の混雑状況により、受付を早
　めに締め切ることがあります。
※駐車場は混雑しますので、公共交通機
　関をご利用ください。
※確定申告会場の開設日（2／16）前は、
　手続きに要する時間が長くなります。
問　諏訪税務署　☎52－1390

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　１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ー2334

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

神長官守矢史料館
休館に関するお知らせ

企画展「戌年の古文書」

ちいさなクラシック

家族ほのぼのサロン

守

あそびからクリエイティブ
「日常からドラマ大発見！」

守

美

諏訪税務署からのお知らせ
確定申告書は自宅等で作成し郵送で提出！
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CCC kaleidoscope vol.6
邦楽フレッシュコンサートC

第４期収蔵作品展
「移りゆく時の中に」

美

募 平和を仕事にする!
自衛官候補生募集

茅野市美術館を一緒にサポート
しませんか＋６　きほん編

C



募

118番は、海上保安庁の緊急通報用電話
番号です。
海で事件・事故を見かけた場合、見慣れ
ない船を見かけるなど不審に思うことが
あった場合は、すぐに通報して下さい。
通報する際は、海上保
安官の指示に従い、い
つ・どこで・何があっ
たなどを落ち着いて伝
えてください。
問　第九管区海上保安本部　総務課　広
　　報・地域連携室
　　☎025－285－0118

所在地　東京都調布市若葉町1－43－1
応募資格　長野県内に在住または県内の
　高校に在学あるいは卒業し平成30年
　４月に東京都内・近郊に所在する４・
　６年制大学へ進学予定の男子学生であ
　って、心身ともに健康で、館の自治活
　動・行事などに積極的に参加できる方。
募集人員　約10名
館生負担金　入館金４万円、月額５万５
　千円（朝夕食代込み）、個室電気料（使用
　料による）
選考方法　提出書類審査と面接結果を総
　合して決定する
面接選考日および会場
第１回　１月19日（金）
　諏訪市教育会教育会館　午後１時
第２回　２月2日（金）
　諏訪市教育会教育会館　午後１時
第３回　２月16日（金）
　諏訪市教育会教育会館　午後１時
第４回　３月２日（金）
　諏訪市教育会教育会館　午後１時
第５回　３月11日（日）
　東京都調布市　長善館　午後１時
※申込方法・書類提出先等詳細は、お問
　い合わせいただくか、ホームページを
　ご覧ください。
問　諏訪郷友会学生寮長善館
　　諏訪事務所　☎27ー0625
　　URL http://www.suwakyou
　　　　 yuukai.org/chouzenkan/

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　１月22日（月）～２月12日（月）
　　　　　（必着）
試験期日　２月21日（水）
選考方法
（１）学科試験
　・国語（現代文のみ）、数学Ⅰ、英語Ⅰ
（２）面接試験　
受験料　15,000円
問　諏訪中央病院看護専門学校
　　☎73－8808

在宅ホスピス医として活躍される内藤い
づみ先生を迎え、「看取るあなたへ」～在
宅ホスピス30年の実践から～と題して
お話しいただきます。
予約不要、入場無料、どなたでもご参加
いただけます。
とき　１月17日（水）午後２時～４時
ところ　諏訪中央病院　講堂
問　諏訪中央病院 総務課広報調整係　
　　☎72－1000（内線1557）

「ちょっとしたこと、気軽に聞いたり相談
できればなぁ…」なんて思ったことあり
ませんか？健康的な食事や運動、病気の
予防や介護のお困りごとなど、当院スタ
ッフが分かりやすく解説、ご相談にお応
えします。
健康教室「血圧について」
とき　１月10日（水）11時～11時30分
介護相談 「転倒予防について　自宅でで
　きる簡単ストレッチ」
とき　１月24日（水）11時～正午
ところ　諏訪中央病院 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）

休職や復職のこと、雇用保険のこと、年
金制度ことなど、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。（費用無料）
とき　１月19日（金）
　　　午後１時30分～４時30分
ところ　諏訪赤十字病院　新棟１階
　　　　がん相談支援センター面談室
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。
申込　予約優先です。
　　　まずはお電話でお申込みください。
申込・問　諏訪赤十字病院　がん相談支
　　　　　援センター
　　　　　☎57－7502（直通）

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）

説明会　１月10日（水）午後２時～

審査会　１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ー0224　業務係　矢島

ゆずります

食器棚／パン焼き器／編み機（パイルリブ

ニッター付）／夏用・冬用永明中女子制服

（Ｍサイズ）／エアロバイク／アナログテ

レビ／電子ピアノ／ひな人形（ガラスケ

ース入り）／電動式ベッド

ゆずってください

マレットゴルフ用具一式／餅つき機（2

升）／CDカセットデッキ（録音機能付き）

／電動ミシン／アイロン／ダブルベッド

※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。

◆上下水道料金
◆国民健康保険税（８期）
◆市営住宅使用料　◆保育料
◆後期高齢者医療保険料（７期）
【納期限・振替日　１月31日（水）】

野市の人口茅
総人口　55,834人　（＋14）
　男　　27,859人　（－　1）
　女　　27,975人　（＋15）
世帯数　22,901世帯（＋27）

月の納税等１

（　）内は前月比
平成29年12月１現在（茅野市独自推計）

ずりあおうゆ ～不用品を活用し
　あいましょう～

学生寮長善館入館生募集

１月18日は
『118番の日』です

＋ 諏訪中央病院看護専門学校
学生募集　一般入試Ｂ

広報ちの　2018.129

＋こんなときはここへ

＋

＋ 諏訪赤十字病院　社会保険労務士
によるがん患者さんのお仕事相談

第237回 ほろ酔い勉強会
内藤いづみ先生 特別講演「看取るあなたへ」

諏訪中央病院
健康教室・介護相談

シルバー人材センター
入会説明会・審査日程



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：
牛山秀樹弁護士

行政相談
相談員：行政相談委員

司法書士法律相談
【要予約】

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

長野県空き家対策支援
協議会（建設事務所建
築課内）☎58-6624

1/16（火）
9：00～12：00

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。

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。

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。

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2/7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。

お子さんの発達に関する相談や検査を行
っています。
電話相談、面接相談できます。

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。

空き家の適正な管理、活用または解体な
どの相談を受けます。相談無料

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。

心配ごと相談

結婚相談

子育て・教育相談

1/9（火）　
13：00～17：00
※電話予約は1/4
　午前8時30分から

発達に関する相談

家庭教育相談室

地域職業相談室

税務相談所

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】

住まいのプロへ空き
家相談【要予約】

外国籍市民のための
相談

1/18（木）
10：00～16：00

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

市民課市民係
（内線256）

市役所7階
会議室

生涯学習課
（内線634）

市役所8階
相談室

市役所6階
こども課

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

諏訪合同庁舎

茅野駅前
ベルビア2階

発達支援センター
（本町東15-14  　
   中央保育園併設）

下諏訪町商工会
議所会館２階

（下諏訪町4611）

商工課
（内線432）

こども課
（内線615・616）

発達支援センター
☎82－2277

☎28－6666

☎73－4151

主催：関東信越税理士会諏訪支部

ふるさとハローワーク
　☎ 72-2029
FAX73-7933

1/10（水）
13：30～17：30

1/10（水）
15：00～17：00

1/5・12・19・26（金）
9：00～12：00

①1/6・20（土）
13：00～16：00
②1/12・26（金）
18：30～20：30

1/13（土）10：30～、
11：30～、13：30～、
14：30～

毎週月～金曜日
（祝日除く）
8：30～17：15

毎週月～金曜日
（祝日除く）
8：30～17：15

毎週月～金曜日
（祝日除く）
9：00～17：00

木曜日を除く毎週月
～土曜日（祝日除く）
10：00～17：30

毎月第２水曜日
（３月を除く）
10：00～12：00

1月26日（金）
10：00～12：00

毎月15日前後

■24時間相談
☎090-7721-6043 

無料相談

茅野市ひと・まち
プラザ２階　社会
福祉協議会相談室

茅野市社会福祉
協議会

☎73－4431

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）

家庭教育センター
☎73－4151
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