多留姫文学自然の里
文学碑を訪ねる会
多留姫文学自然の里創造委員会では、多
留姫の滝周辺の文学碑に刻まれた俳人・
歌人の思いを多くの人に感じていただく
ため、
「文学碑を訪ねる会」
を開催します。
原天明先生を講師にお招きし、多留姫の
滝周辺の文学碑の解説や、俳句・短歌を
詠む際のアドバイスをいただきます。
とき 12月16日
（土）
午後２時〜３時30分
ところ 中沢公民館
講師 原天明 先生
参加費 無料
問 生涯学習課 生涯学習係
（内線634）

12月の介護保険制度説明
12月15日（金）午前９時30分〜11時ま
で議会棟大会議室にて開催します。12月
２日から１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）

12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 12月20日
（水）
午前10時30分〜正午
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）

避難時に求められる高齢者・
障がい者への理解
もしもの時 に備えて情報でつながる安
心安全な暮らしをテーマに、わかりやす
くお話しをしていただきます。
茅野市における避難所の開設についての
ミニ講座も同時開催します。ぜひ、お誘
いあわせのうえ、おいでください。
とき 11月24日
（金）
午後１時30分〜午後４時
ところ ゆいわーく茅野 集会室
講師 島袋 洋 氏
（日本脳神経外科 専門医）
柳沢 正広 氏
（茅野市防災課防災係長）
問 ゆいわーく茅野（市民活動センター）
☎75−0633
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水道の凍結にご注意ください！
●凍結防止帯の確認を！
凍結防止帯の電源が入っているかどうか
ご確認ください。コンセントに差し込ん
だつもりでも、積雪等により外れてしま
うことがあります。冷え込みが予想され
るときはもう一度ご確
認ください。
●節電機器の設置場所
凍結防止帯の節電機器
をご使用している場合、
節電機器が屋内や保温
された場所にあると、
冷え込んでも作動しま
せん。節電機器はなる
べく凍結防止帯のそば
でご使用ください。
●水道を凍結させてし
まったら！
凍結部分にお湯をかけて溶かす場合は、
タオルや布をかぶせ、その上からぬるま
湯をゆっくりかけてください。急に熱湯
をかけたり、直火を当てたりしますと、
凍ったところが破裂する恐れがあります。
●それでも水が出ない場合は
施工業者または茅野市指定給水装置事業
者にご相談ください。※茅野市では現在
114社が指定給水装置事業者になってい
ます。詳細は、市ホームページまたは水
道課給水維持係へお問い合わせください。
なお、市営水道以外の区域にお住まいの
方はそれぞれの水道事業者にお問い合わ
せください。
●不凍栓（水抜きバルブ）の操作方法
停電等により凍結防止帯が作動しないと
き、または長期間家を留守にするため、
凍結防止帯の電気料を節約したいときは、
このバルブを閉めることにより水道管内
の水を抜くことができます。操作方法は
次のとおりです。
①不凍栓の頭のハンドルを「閉める」の矢
印方向に回らなくなるまで閉める。
②水道の蛇口を開けて水道管内の水を抜く。
③使用を再開する場合は、水道の蛇口を
閉め、不凍栓の頭にあるハンドルを
「開
ける」
の矢印方向に回らなくなるまで回す。
※不凍栓が中途半端に開いていると水抜
き穴から常時水が抜けるので、漏水と
同じ状況になってしまいます。不凍栓
は必ず全開か全閉にしてご使用くださ
い。不凍栓の誤操作による漏水は料金
軽減の対象になりませんので、特にご
注意ください。
問 水道課 給水維持係
（内線665・666）

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

年末の交通安全運動が
始まります
期間

12月１日
（金）
〜12月31日
（日）
の
31日間
年末は、お酒を飲む機会が増えますが、
飲んだら絶対に運転しないと心に誓いま
しょう。
暗くなると、ドライバーから、歩行者・
自転車が見えにくくなります。早めに前
照灯を点灯しましょう。また、歩行者は
反射材を身に着けて、ドライバーから認
識されるようにしましょう。
積雪や凍結等、道路環境の悪化により事
故が起きやすくなります。ゆとりを持っ
て運転し、交通事故に遭わないよう十分
注意しましょう。
運動のスローガン
思いやり 乗せて信濃路 咲く笑顔
運動の基本
◇子供と高齢者の交通事故防止
運動の重点
◇夕暮れ時と夜間の交通事故防止
◇通学路・生活道路の安全確保と歩行者
保護の徹底
問 建設課交通安全係（内512）

宝くじの助成金で防災
資機材を整備しました
この事業は、宝くじの社会貢献広報事業
として、宝くじの受託事業収入を財源と
して実施しているコミュニティ助成事業
です。自主防災組織が地域を災害から守
るための防災活動に必要な資機材等の整
備に助成を行います。
平成29年度は、一般財団法人自治総合セ
ンターの助成金を活用し、城山区がAED、
投光器、無線機ほかの防災資機材を、ま
た、公益財団法人長野県市町村振興協会
の助成金を活用し、茅野町区が無線機、
投光器、車椅子ほかの防災資機材を宝く
じの助成金で整備しました。
問 防災課 防災係（内線182）

博

講演会
「大名墓の成立事情を探る」

とき

12月16日（土）
午後１時30分〜３時
ところ 総合博物館
講師 狭山 真一 さん
（元興寺文化財研究所副所長）
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。
12月は
「骨なしカイトを作ろう」。
とき 12月17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 11月21日
（火）から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎73ー0300

博

冬の探鳥会

とき

12月23日（土・祝）
午前８時30分〜10時30分
ところ 神長官守矢史料館周辺
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 11月21日
（火）から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎73ー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 12月23日（土・祝）
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 11月21日
（火）から受付
☎73−0300

博

プラネタリウム12月のテーマ
「大きい星・小さい星〜星の進化〜」

空気で膨らませた直径５メートルのエア
ドームの中で美しい星空を体験できるプ
ラネタリウム投影を行っています。
季節の星座や天文現象、宇宙の話題を解
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
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 12月９日（土）、10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 11月21日（火）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 12月10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 11月21日（火）から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎73−0300

図書館 休館に関するお知らせ
12月28日（木）〜１月４日（木）は年末年
始休館します。
問 茅野市図書館 ☎72−9085

メリークリスマスおはなし会
とき 12月23日（土）
午前10時30分〜11時30分
ところ 茅野市図書館２階 閲覧室
内容 東海大学付属諏訪高校の生徒さん
と地域の読書ボランティアさん、図書
館職員によるクリスマスのおはなし会
です。
大型絵本やパネルシアターなど楽しい
おはなしがいっぱいです。
小さなお子さんから大人の方までどな
たでも参加いただけます。ご家族みな
さんでご参加ください。
サンタさんからのプレゼントがありま
す。お楽しみに‼
★図書館からクリスマスプレゼント★
12月23日（土）〜12月24日（日）に茅
野市図書館本館で本を借りた方に、クリ
スマスプレゼントを差し上げます
（なくな
り次第終了）。
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

12月29日（金）〜１月３日（水）は年末年
始休館します。
問 尖石縄文考古館 ☎76ー2270

博

八ヶ岳総合博物館
休館に関するお知らせ

12月29日
（金）
〜31日
（日）
、１月２日
（火）
〜４日（木）は年末年始休館します。
元日１月１日
（月・祝）
は、
「博物館まつり」
を開催し、無料で開館します。
１月９日
（火）
・10日
（水）
は展示物メンテ
ナンス作業のため休館します。
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 12月９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
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「公益信託高島環境ボラン
募 ティア基金」助成金給付先
募集について
諏訪湖及びその周辺河川の自然環境保全
に関する事業・活動を行う方へ助成金
（給
付の可否・金額は審査によって決まりま
す）を給付します。
対象となる活動 平成30年４月〜平成31
年３月の期間に行う活動
応募期間 平成29年10月〜平成29年12
月末日
助成金額 １件当たり５万円〜30万円程
度で必要と認められる金額
提出書類 所定の
「助成金給付申請書」
他、
選考に必要な書類
提出期限 平成29年12月29日
（金）
まで
問 八十二銀行法人部
☎026−224−6113

個人事業税（後期分）の納期
限は11月30日（木）
です
個人事業税は、個人で製造業・請負業・
物品販売業・不動産貸付業・医業などの
事業を行っている方に課税される県の税
金です。
平成29年度の納付書を11月中旬に発送
しますので、お手元に届きましたら、納
期限までに納めてください。
今年度から、金融機関窓口・県税事務所
窓口に加えて、コンビニエンスストア
（納
付額が30万円以下の方に限ります。）で
も納付していただけるようになりました。
納税に便利な口座振替制度もありますの
で、平成30年度の個人事業税の御納付
からぜひご利用ください。
なお、県では障がい者の雇用、母子家庭
の母・父子家庭の父の雇用等の取組みを
応援する、減額制度を行っております。
詳しくは南信県税事務所諏訪事務所まで
お問い合わせください。
問 長野県南信県税事務所諏訪事務所
課税係

☎57ー2909

E-mail:zei-suwa@pref.nagano.lg.jp

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 ☎71−1633
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
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「人権週間」
と人権相談

守

神長官守矢史料館
休館に関するお知らせ

12月29日
（金）
〜31日
（日）
、１月２日

毎年12月４日から10日までは「人権週 （火）
〜４日
（木）
は年末年始休館します。
元日１月１日
（月・祝）
は臨時開館します。
間」です。法務局と全国人権擁護委員連合
問 神長官守矢史料館 ☎73−7567
会では本年度の啓発活動重点目標を「み
企画展「古文書からみる
んなで 築こう 人権の世紀〜考えよう相
守 頼岳寺諏訪高島藩主廟所
手の気持ち 育てよう 思いやりの心」と
と諏訪氏」関連イベント
定めています。茅野市役所において「特
＜ギャラリートーク＞
設人権相談所」を設けております。相談
とき 12月23日
（土・祝）
は無料で秘密は固く守られます。予約は
午後１時30分〜
ところ 神長官守矢史料館
不要です。
参加費 要入館料
（申込み不要）
とき 12月７日
（木）
問 神長官守矢史料館 ☎73ー7567
午前10時〜午後３時
クリスマスデコレーション
ところ 市役所７階705会議室
〜サンタが街にやってくる〜
相談内容 毎日の暮らしの中で起こる
ことしは光のツリーが登場！スロープで
さまざまな問題
はサンタさんがクリスマスをカウントダ
○
「いじめ」
「体罰」
「不登校」
「児童虐待」 ウンするカレンダーが出現します。
「わた
しからだれかへのメッセージ」を託して
「女性差別」
「外国人差別」などの差別
みませんか？
問題
とき 11月30日
（木）
〜12月25日
（月）
○
「家庭内
（夫婦・親子・結婚・離婚・扶
午前９時〜午後10時
ところ 茅野市民館 ロビー、スロープ
養・相続等）
」
の問題
参加費 無料
○近隣間のもめごと、悩みごと など
■関連企画
「点灯式〜クリスマスが待ち
問 市民課 市民係
（内線256）
遠しい!!〜」

C

司法書士による「空き家問題110番」
〜もう空き家は放置できない!?〜
長野県青年司法書士協議会では、司法書
士による空き家問題の電話相談会を実施
します。
とき 12月３日
（日）
午前10時〜午後４時
電話番号 0120−448−788
（当日のみの専用
（臨時）
の番号です）
相談例
・実家が空き家になって困っている。
売る・貸す等は可能か。
・まだ空き家ではないが、家を継ぐ者が
いない。どうなるのか。
・空き家を放置しておくと、固定資産税
が上がるのか？
・空き家を相続したが、利活用方法はあ
るか。etc.
※ 相談は無料、秘密は厳守します。

司法書士による「交通事故の
物損トラブル無料相談会」
長野県司法書士会では、標記相談を面接
相談および電話相談の方式により下記の
とおり実施します。
とき 12月10日
（日）
午前10時〜午後5時
（１）
面接相談
（要予約）
ところ 長野県司法書士会館2階
（長野市妻科399）
電話予約 026−232−7492
※予約なしでも可能な限り対応しますが
予約が優先です。
（２）
電話相談
（フリーダイヤル）
電話番号 0120−448−788
※面接相談・電話相談いずれも相談料は
不要です。
相談例
・自動車事故で双方の車が破損し、どち
らが悪いか争いになっている。
・信号が赤で停まっていたら、後ろから
ぶつけられ車が破損した。
・自動車事故で相談の車が破損し、修理
代を請求されている。
※その他、主に物損に関する交通事故の
相談をお受けします。
問 長野県司法書士会
☎026−232−7492

クリスマスにちなんだ仮装をして、光の
ツリーの点灯式に参加しませんか？ ラン
プシェードをつくって飾り、クリスマス
の出し物を一緒に楽しみます。
とき 12月１日
（金）午後７時〜
ところ 茅野市民館ロビー
参加費 無料
※ランプシェードづくりは要申込み
（小
学３年生以下は保護者同伴）

C

ちいさなクラシック関連企画
「おでかけミニサロン」

１月21日
（日）
に弦楽四重奏団クァルテ
ット・エクセルシオによる小さなこど
もとご家族が楽しめるコンサート「ち
いさなクラシック」を開催します。関
連企画として地域の出向くミニサロン
を開きます。
とき 12月13日
（水）
ところ ①金沢地区コミュニティセン
ター
（午後２時〜）②玉川地区コミュ
ニティセンター
（午後７時〜）
出演 吉田有紀子
（
「クアルテット・エク
セルシオ」
ヴィオラ奏者、
岡谷市出身）
参加費 無料
定員 30名
（要申込み）
申込・問 茅野市民館
☎82−8222 FAX82−8223

C

あそびからクリエイティブ
「日常からドラマ 大発見!」

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 12月16日
（土）
から３月４日
（日）
全11回
※12月の日程 16日
（土）
、23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）
申込・問 茅野市民館
☎82−8222 FAX82ー8223

美 第３期収蔵作品展「響きあう」
とき

〜12月25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
関連企画
■きてみて！ギャラリーツアー
とき 12月10日
（日）午前11時開始
参加費 無料
■学芸員による作品解説会
とき 12月17日
（日）午後２時開始
参加費 無料
問 茅野市美術館
（茅野市民館内）
☎82ー8222 FAX82−8223

ゆ ずりあおう

〜不用品を活用し
あいましょう〜

ゆずります
スピーカー／もちつき機／重箱／バウン
サー／ベビー用メリー／バックdeクー
ファン／ベビー用ビニールバス／バス用
ベッド／だるまストーブ／洋服ダンス／
整理ダンス／食器棚／電動式ベッド／二
人掛けソファ／ソファベッド／ひな人形
（ガラスケース入り）／電子ピアノ／アナ
ログテレビ／エアロバイク
ゆずってください
ダブルベッド／人工観葉植物／食卓テー
ブルとイス（四人掛け）／アイロン／電動
ミシン／座布団／CDカセットデッキ（録
音機能付き）
※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

＋ 第40回 みんなのがん教室
当院は地域がん診療連携拠点病院として、
がんに関する一般的な情報を地域の皆様
にわかりやすく提供するために、みんな
のがん教室を定期的に開催しております。
40回目となる今回は、オプジーボを中
心とした「免疫チェックポイント阻害剤」
について、当院の専門医師４名がわかり
やすくお話いたします。
とき 12月７日（木）
午後３時〜４時30分
ところ 諏訪赤十字病院
２階研修センター
テーマ 免疫チェックポイント阻害剤
−オプジーボを中心に−
講師 諏訪赤十字病院
呼吸器科
小松 雅宙 先生
泌尿器科
後藤 正博 先生
耳鼻咽喉科 飯島 直也 先生
血液内科
内山 倫宏 先生
参加料 無料（申込み不要）
問 諏訪赤十字病院 がん診療推進室
☎57−6062

シルバー人材センター
入会説明会・審査日程

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。

12 月の納税等
◆市県民税
（４期） ◆上下水道料金
◆国民健康保険税
（７期）
◆市営住宅使用料 ◆保育料
◆後期高齢者医療保険料
（６期）
【納期限・振替日 12月25日
（月）
】

説明会
審査会

12月13日（水）午後２時〜
12月22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

茅 野市の人口
総人口
男
女
世帯数

55,819人 （−7）
27,860人 （−6）
27,959人 （−1）
22,874世帯（−4）

（ ）
内は前月比
平成29年11月１現在（茅野市独自推計）

＋

育児中のママを対象としたサークル
「ひよこっこクラブ」

クリスマス会を行います。
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 12月４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

＋

第11回アルコール問題研修会
「依存症者の家族支援」

アルコール専門病院の臨床心理士大越先
生を講師に迎え、
「依存症者の家族支援」
について、わかりやすくお話をしていた
だきます。
入場無料、事前申し込みは不要で、どな
たでもご参加いただけます。
とき 12月４日
（月）
午後６時〜午後７時30分
（午後５時半受付開始）
ところ 諏訪中央病院 講義室
講師 大越拓郎先生
（こころの医療センター駒ケ根）
主催 茅野酒害者回復クラブ
共催 諏訪中央病院 茅野市
後援 諏訪地域精神保健福祉協議会
問 諏訪中央病院 患者サポートセンター
松田 ☎72−1000

＋

社会保険労務士による
がん患者さんのお仕事相談

とき

12月21日
（木）
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。
費用 無料
申込・問 諏訪赤十字病院 がん相談支援
センター ☎57ー7502
（直通）

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
ホームページのこのバナー
ていただきます。
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

地域戦略課

広報戦略係（内線235）

広報ちの

2017.12
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無料相談
相談の種類

相談場所

連絡先

12/5（火）
13：00〜17：00
※電話予約は11/28
午前8時30分から

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。

人権相談
12/7（木）
相談員：人権擁護委員 10：00〜15：00

市役所7階
会議室

市民課市民係
（内線256）

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。

行政相談
12/19（火）
相談員：行政相談委員 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。

外国籍市民のための 12/21（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 12/6（水）
【要予約】
13：30〜17：30
相談員：ジョブカフェ信州
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1/10です。

法律相談【要予約】
相談員：
五味 正明弁護士

司法書士法律相談
【要予約】
心配ごと相談

結婚相談

日

時

備

考

12/13（水）
15：00〜17：00
12/1・8・15・22（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
①12/2・16
（土）
13：00〜16：00
②12/8・22
（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

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
毎週月〜金曜日
発達支援センター
（本町東15-14
っています。
（祝日除く）
☎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。

家庭教育相談室

女性のための相談
【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）

12/9（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〜

☎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。
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。

巡回労働相談
【要予約】

12/20（水）
12：30〜15：30

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432）

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

下諏訪町商工会
議所会館２階

☎28−6666

主催：関東信越税理士会諏訪支部

長野県空き家対策支援
協議会（建設事務所建
築課内）☎58-6624

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

税務相談所

住まいのプロへ空き
家相談【要予約】
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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。

広報ちの

2017.12

毎月第２水曜日
（３月を除く）
10：00〜12：00

毎月15日前後

（下諏訪町4611）

諏訪合同庁舎

