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９月の「敬老の日」に満88歳および満100
歳の市民を対象に贈呈しました「敬老祝
お買物券」は、有効期限が平成30年２月
28日までとなっています。
有効期限を過ぎますとご利用できません
ので、お早めにご利用ください。
問　高齢者・保険課　介護保険係
　　（内線336）

11月15日（水）午前９時30分～11時ま
で議会棟大会議室にて開催します。11月
２日から12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）

戦没者等のご遺族の皆様へ
平成27年４月１日に請求を開始した第十
回特別弔慰金の請求手続きがまだお済み
でない方はお早目にご請求ください。支
給の対象者は、公務扶助料や遺族年金な
どを受ける方（戦没者の妻や父母等）がい
ない場合に、第十回特別弔慰金として額
面25万円（５年償還）の国債が支給され
ます。
支給順位　以下の順番による先順位のご
　遺族１人
１．弔慰金の受給者（平成27年４月１日
　　までに弔慰金の受給権を取得した方）
２．戦没者等の子
３．戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄
　　弟姉妹（死亡当時に生計をともにして
　　いたかどうかで順番が変わります）
４．上記１から３以外で、戦没者等の死
　　亡当時まで１年以上生活をともにし
　　ていた三親等内の親族
請求期間　平成30年４月２日まで
※請求期限を過ぎると請求することがで
　きなくなります。
請求窓口・問　地域福祉課　福祉総務係
　　　　　　　（内線303）

多留姫文学自然の里では、手田植えによ
る田植えや稲刈り、昔ながらの脱穀機で
行う脱穀まつりなど、１年を通して子ど
もたちにもち米作りの体験を提供してい
ます。今年も、多留姫文学自然の里「神田」
で収穫したもち米を使い、餅つき大会を
開催します。申し込みは不要ですので、
友達やご家族そろってご参加ください。
とき　11月３日（金・祝）
　　　午前10時～正午（雨天決行）
ところ　中沢公民館
服装　暖かい服装
問　生涯学習課 生涯学習係（内線634）

「ゆいわーく茅野」がオープンして、１周
年となります。市民の皆さんにますます
「ゆいわーく茅野」を知り、使っていただ
く機会となるよう、「ゆいわーく祭り2017」
を開催します。テーマに沿った団体ブー
スや、活動発表、屋台の出店もありま
す。皆さんでご来場ください！
テーマ
　「みて　しって　ふれて　つながろう！」
とき　11月12日（日）
　　　午前10時～午後２時
ところ　ゆいわーく茅野
問　ゆいわーく茅野（市民活動センター）
　　☎75－0633

「ゆいわーく茅野」オープン１周年を記念
して、エベレストや富士山の清掃登山活
動で知られるアルピニスト野口健さんの
講演会を開催します。大勢のご参加をお
待ちしております。
とき　11月12日（日）
　　　午後３時～４時30分
ところ　ゆいわーく茅野
問　ゆいわーく茅野（市民活動センター）
　　☎75－0633
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望岳の湯は金曜日、河原の湯は木曜日が
定休日ですが、
・11月３日（金）文化の日
・11月23日（木）勤労感謝の日
も休まず営業しますので、ご利用ください。
問　河原の湯　☎79-6162
　　望岳の湯　☎82-8833

これからの季節、暖房を使用する機会が
増えると、一般家庭や事業所のタンクか
ら灯油などが漏れ出し、河川・用水路な
どに流出する事故が発生することがあり
ます。その多くは、給油の途中でその場
を離れた、バルブを締め忘れた、タンク
やパイプの破損に気が付かなかったなど、
不注意や普段の点検管理不足が原因とな
っています。
河川は農業用水などに利用されるほか、
さまざまな生き物が生息し、市民の憩い
の場にもなっています。油の流出はこれ
らの環境を汚染し、その処理に多くの費
用がかかります。油流出事故の処理に要
する費用は、事故を起こした本人の負担
となりますので、給油の際は十分に注意
してください。また、今一度タンク、パ
イプなどの点検をお願いします。
問　環境課　公害衛生係（内線264・265）

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　11月15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）

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

11月の介護保険制度説明会

油漏れ事故に気を付けましょう！

市営温泉施設は
次の日も営業します

多留姫文学自然の里　餅つき大会

11月の認知症の高齢者を
抱える家族の会

敬老祝お買物券の有効期限の
お知らせ

第十回特別弔慰金の請求期限の
お知らせ

野口健さん講演会

ゆいわーく祭り 2017



公益財団法人長野県市町村振興協会が実
施している地域活動助成事業を活用し、
宮川地区コミュニティ運営協議会が、カ
ラー印刷機を整備しました。
この事業は、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行われています。
問　パートナーシップのまちづくり推進課
　　（内線142）

市内の観光宿泊業の振興を図るため、観
光宿泊施設を改装して施設の美観を維持
する経費に対し、予算の範囲内で補助金
を交付します。平成30年３月31日まで
の補助事業となります。
補助対象者、施設
観光宿泊施設を改装する中小企業者（市
税の滞納がないこと。）
○中小企業者
 資本金５千万円以下または従業員数100
　人以下のサービス業
○観光宿泊施設
　旅館業法による旅館業の許可を受け、
　10年以上市内において旅館業を営む者
　が設置する宿泊施設。ただし、観光客
　の宿泊を主目的とする宿泊施設に限る。
補助対象事業
宿泊施設改装事業
○改装
　躯体を変更せずに、内装（内壁、天井材、
　床材等）、外装（外壁、屋根材、ドア、
　窓等）を更新する事業、又は屋内間仕
　切りを変更する事業（客室２室の間仕
　切りを撤去して１室とするような事業）
　（１）市内に事業所等を有する法人又は
　　個人の建設業者が施工するもの
　（２）改装に要する経費が300万円以上
　　であること
　（３）申請書を提出する年度の末日まで
　　に、実績報告書を提出することがで
　　きるもの
　（４）備品、消耗品、設備にかかる経費
　　は除く
補助金の額 
観光宿泊施設の改装に要する経費の100
分の10以内の額
観光宿泊施設ごとの補助金累計額は300
万円を限度
補助事業期間
平成29年４月１日～平成30年３月31日
※補助金交付申請に関する相談等は、茅
　野市役所４階観光課観光係までお問い
　合わせください。
問　観光課　観光係（内線423）

生涯スポーツ健康講座「親子スポーツ教
室（ニュースポーツ）」は、茅野市スポー
ツ推進委員が、親子で楽しめるニュース
ポーツを紹介し体験していただく講座で
す。親子で楽しく運動してみませんか。
とき　11月19日（日）午前10時～正午
ところ　茅野市総合体育館サブ体育館　
参加料　無料
持ち物　運動のできる服装、上履き、タ
　　　　オル、水分補給用の飲み物
対象者　市内在住の小学生以下親子
定員　20組（定員なり次第締め切ります）
申込期限　11月14日（火）までにスポー
　　　　　ツ健康課（総合体育館）
申込・問　スポーツ健康課
　　　　　☎72－8399　FAX71－1646

とき　10月31日（火）～11月28日（火）
　　　毎週火曜日全５回　
　　　午後７時15分～８時15分
ところ　茅野市体育練成館
参加料　無料
申込・問　茅野市合気道協会
　メールアドレス：
　　chinoaikidoukai@gmail.com
　URL：http;//chinoaikidoukai.main.jp/
申込方法　HPのお問い合わせフォーム
　または、氏名・性別・年齢・連絡先を
　メールにてお申し込みください。

営業期間
　11月23日（木・祝）～２月18日（日）
　期間中無休予定（天候により営業でき
　ない日もあります。）
営業時間　午前８時～午後8時30分
　（年末年始は始業時間が変わります）
　※11月23日（木・祝）は、午後６時から
料金　大人800円、高校生600円、子ど
　も（小・中学生）400円、付き添い100円
　（回数券、期間券もあります。）
問　茅野市国際スケートセンター
　　☎72－5815
　　スポーツ健康課（総合体育館内） 
　　☎72－8399

対象者
①ひとり親家庭等の児童
②特別児童扶養手当受給対象児童（付き
　添いの必要な場合は、付き添いの方１
　名も対象になります）
利用方法　こども課で発行する入場券、
　または該当する証書＜児童扶養手当証
　書・特別児童扶養手当証書＞を国際ス
　ケートセンター受付窓口に提示してく
　ださい。
こども課での入場券の発行
●持ち物
・証書＜児童扶養手当証書・特別児童扶養
　手当証書＞または身分証明になるもの
・印鑑
●こども課こども・家庭支援係（６階69
　番窓口）で発行します。
入場券がなく証書で入場の場合
●スケートセンター受付窓口において証
　書の提示と共に「利用料減免申請書」に
　必要事項を記入していただくことによ
　り入場券発行となります。
　※こども課での入場券発行は、オープ
　　ン前から発行します。
申請・問　こども課　こども・家庭支援係
　　　　　（市役所６階69番窓口）
　　　　　☎72－2101　内線614

男女共同参画への関心や理解を高めるた
め、毎年開催しています。
今年は、子どもから大人まで楽しめる映
画の上映を行います。
映画を見ながら、夢や希望、職業選択、
人権についても考えてみませんか。
ぜひ、ご家族でご参加ください。
とき　11月25日（土）
　　　午前９時30分～正午
ところ　茅野市役所　８階大ホール
内容　茅野市男女共同参画推進会議にお
　　　ける取組の紹介
　映画上映　海外アニメ映画
　※映画のタイトル等は、著作権利元の
　　意向により広報誌に掲載できません
　　ので、担当課にお問い合わせくださ
　　い。大会や映画の内容については、
　　市内保育園及び小中学校を通じでチ
　　ラシを配布します。またチラシは各
　　地区コミュニティセンター、図書館
　　等の公共施設に設置します。
主催　茅野市男女共同参画推進大会実行
　　　委員会、茅野市、茅野市教育委員会
問　生涯学習課　生涯学習係（内線634）
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秋季初心者合気道教室

スケートセンターオープン

コミュニティ活動を応援します
～宝くじ助成について～

生涯スポーツ健康講座「親子ス
ポーツ教室（ニュースポーツ）」

国際スケートセンター使用料
減免申請について

観光宿泊施設改装事業補助制度を
ご活用ください

第11回
茅野市男女共同参画推進大会
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黒曜石を使って、物を切ってみたり槍や
矢じりを作る講座です。
とき　11月26日（日）
　　　午前10時～午後３時
ところ　尖石縄文考古館
定員　20名　　受講料　800円
持ち物　お弁当・汚れや破れてもいいよ
　　　　うな服装・軍手
その他　要申込　10月26日（木）～11月
　　　　19日（日）、先着順
※小学校5年生以上の方（小学校４年生
　以下の方は危険なので、参加はご遠慮
　願います。）
申込・問　尖石縄文考古館　☎76－2270

縄文土器を見て、和紙を切ったり貼った
りして行燈を作ります。暗くなると縄文
模様が浮かび上がってきます。
とき　12月２日（土）
　　　午前10時～午後３時
ところ　尖石縄文考古館　　
定員　10名
参加費　1500円
その他　要申込、受付期間11月２日（木）
　　　　～11月25日（土）、先着順
申込・問　尖石縄文考古館　☎76－2270

土器そっくりのクッキーを作る講座です。
とき　12月９日（土）
　　　午前10時～午後３時
ところ　尖石縄文考古館　　
定員　10名
参加費　800円
その他　要申込、受付期間11月９日（木）
　　　　～12月２日（土）、先着順
申込・問　尖石縄文考古館　☎76－2270

11月３日（金）、23日（木）祝日開館します。
11月24日（金）は臨時開館します。
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　11月11日（土）、12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　10月20日（金）から受付
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

諏訪の大地のでき方について、最近の学
説を含めお話しいただきます。
とき　11月11日（土）
　　　午後１時30分～３時
ところ　総合博物館
講師　北澤 和男 さん（地質研究家）
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　11月12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　10月20日（金）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　11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

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。11月は「手作り楽器であそぼう」。
とき　11月19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　10月20日（金）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

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
※11月23日（木・祝）の午前の回は、11
　時30分～に変更します。
※11月26日（日）は、投影を行っていま
　せん。ご注意ください。
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

11月24日（金）は月末休館とします。
問　茅野市図書館　☎72－9085

ボランティアグループ「レモングラス」の
皆さんによるハーブティのサービスです。
どなたでも参加できます。
参加費は無料です。
とき　11月９日（木）
　　　午前10時30分～11時30分
ところ　茅野市図書館　持ち物　コップ
問　茅野市図書館　☎72－9085

とき　11月17日（金）
　　　午後１時30分～午後３時
ところ　茅野市図書館２階　会議室
講師　諏訪東京理科大学　共通教育セン
　　　ター　准教授　奈良 裕美子 先生
内容　諏訪東京理科大学との連携シリー
　　　ズ企画の第６弾（最終回）です。今
　　　回は、作家・詩人であるエドガー・
　　　アラン・ポーの「盗まれた手紙」を精
　　　神分析学の観点から読み解きます。
定員　20名（定員になり次第締め切ります）
受講料　無料
申込開始　10月31日（火）午前10時～
申込・問　茅野市図書館　☎72－9085
　

11月３日（金）、23日（木）祝日開館します。
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

講師　山田　武文 氏（岡谷市教育委員会）
とき　11月18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

考古館ボランティアが栽培したエゴマを
使ったおはぎと、尖石史跡公園のドング
リを使ったクッキーの試食会を行います。
あわせて、縄文時代の「食」に関するミニ
トークを開催します。
とき　11月23日（木・祝）
　　　午前11時30分～
ところ　尖石縄文考古館エントランス
料金　無料（館内の展示をご覧の場合は、
　観覧料が必要です）
その他　100食分用意いたしますが、無
　くなり次第終了とさせていただきます。
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

八ヶ岳総合博物館
開館に関するお知らせ

さきおりでランチョンマット博

講演会「諏訪の大地の歴史」博

昼間の星を見る会博

古文書相談会博

ワクワク科学工作博

博

プラネタリウム11月のテーマ
「ふたご座流星群をみよう」博

尖石縄文考古館
開館に関するお知らせ

尖 縄文ゼミナール⑤
梨久保遺跡からみえてくるもの

尖 エゴマおはぎとドングリ
クッキーの試食会

尖 縄文教室⑥　黒曜石の槍と
矢じりを作ってみよう

尖 縄文を楽しむ④
縄文風行燈を作ろう

尖
縄文を楽しむ⑤

ドキドキ！土器のようなクッキー
“ドッキー”を作ろう

図書館 開館に関するお知らせ

図書館で
　ティータイムを

茅野市図書館　シリーズ企画
諏訪東京理科大学　出前授業講座
第６弾　～精神分析から読むエ
ドガー・アラン・ポーの「盗ま
れた手紙」～



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　11月25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　10月20日（金）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

藁（わら）をよるところから始め、扇や
鯛などを飾り付けて、しめ飾りを完成さ
せます。手作りで新年を迎えませんか。
とき　12月２日（土）
　　　午前９時30分～11時30分
ところ　総合博物館
講師　平沢 治 さん
　　　（泉野穴倉運営委員会）
定員　10名
参加費　800円
申込開始　11月１日（水）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

諏訪上社前宮と本宮の間にある守矢史
料館周辺の遺跡・史跡・天然記念物な
どを、当館学芸員がご案内します。
とき　11月３日（金・祝）
　　　午前８時30分～正午
集合場所　神長官守矢史料館
定員　30名（要申し込み）
参加費　無料
申込開始　10月20日（金）から受付
申込・問　神長官守矢史料館
　　　　　☎73－7567

＜ギャラリートーク＞
とき　11月18日（土）午前10時～
ところ　神長官守矢史料館
参加費　要入館料（申込み不要）
＜諏訪氏菩提寺バスハイク＞
頼岳寺や安国寺など、諏訪氏の菩提寺
をバスを巡ります。
とき　11月25日（土）
　　　午前９時～午後３時
集合場所　市役所正面玄関
定員　30名（要申し込み）
参加費　無料
持ち物　弁当、水筒、歩きやすい服装
申込開始　10月20日（金）から受付
申込・問　神長官守矢史料館
　　　　　☎73－7567

藤森照信の収蔵作品などを展示。「人」
「物」「自然」に関わる収蔵作品を「ライ
フ」（生命、人生、生活）をキーワード
にみつめます。
とき　～11月５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
関連企画
■きてみて！ギャラリーツアー
とき　11月５日（日）午前11時開始
参加費　無料
問　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　☎82－8222　 FAX82－8223

収蔵作品の中から、「響き」をキーワー
ドに作品を展示します。
とき　11月11日（土）～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
問　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　☎82－8222　 FAX82－8223

11月11日（土）から17日（金）は、「税を
考える週間」です。国税庁では「税」の
意義や役割を正しく理解していただける
よう、毎年この期間を「税を考える週間」
として、全国的に税についての広報活動
を実施しています。諏訪税務署でも、関
係団体の協力により期間中に各種イベン
トを開催します。
　本年のテーマは「くらしを支える税」
です。これを機会に税について考えてみ
ませんか。
【記念講演会】
とき　11月14日（火）午後２時～４時
ところ　RAKO華乃井ホテル
　　　　（諏訪市高島2－1200－3)
内容
・諏訪税務署長講話　矢澤 昭男 署長　
・講演「歌はこうして生まれた～ヒット
　曲誕生の秘密」
講師　いで　はく 先生
主催　諏訪税務署管内納税関係団体
　　　連絡協議会
【税の一日無料相談】
とき　11月13日（月）
　　　午前10時～午後４時
ところ　茅野市役所議会棟大会議室
主催　関東信越税理士会諏訪支部
【クイズ番組放映】
「税金クイズ2017」
（LCVテレビで税を考える週間中に複数回
放映）
【中学生・高校生の税の作文展示】
とき　11月13日（月）～11月17日（金）
ところ　茅野市役所１階ロビー
問　諏訪税務署　総務課
　　☎57－5210（直通）

諏訪税務署では、給与等の支払いをして
いる事業者等の方を対象に、年末調整説
明会を次のとおり開催します。
とき　11月20日（月）
　　　午後１時30分～（２時間程度）
ところ　茅野市役所８階大ホール
※説明会では「年末調整のしかた」や「給
　与所得の源泉徴収票等の法定調書の作
　成と提出の手引」などのパンフレット
　を用いて説明しますので、お持ちのパ
　ンフレットをご持参ください。（年末調
　整関係用紙及び法定調書の用紙が不足
　する場合には、説明会会場でお渡しし
　ますので、会場受付にて担当にお申し
　付けください。）
問　諏訪税務署　法人課税第一部門
　　☎57－5213（直通）

とき　11月12日（日）２回公演
　　　午前の部　午前10時開場、
　　　　　　　　午前10時30分開演
　　　午後の部　午後3時開場、
　　　　　　　　午後3時30分開演
ところ　茅野市民館マルチホール
　　　　※入場無料
皆さんのご来場を心からお待ちします。
問　東海大学付属諏訪高等学校
　　☎72－3147

諏訪税務署では、個人事業者等の方を対
象に決算書の作成方法や作成に当たって
の注意点などについて、次のとおり説明
会を開催します。説明会の時間は、１回
２時間程度となります。
【営業所得関係（２回）】
とき　11月22日（水）
　　　午前10時～、午後２時～
ところ　茅野商工会議所４階大会議室
【農業所得関係（２回）】
とき　12月１日（金）午後１時30分～
ところ　茅野市営農センター会議室
とき　12月６日（水）午後１時30分～
ところ　Ａコープサンライフ店
　　　　２階会議室
茅野市以外の説明会の日程やご不明な点
は、諏訪税務署までお問い合わせください。
問　諏訪税務署　個人課税第一部門
　　☎57－5211（直通）

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　平成29年11月８日（水）から
　11月27日（月）（必着）
試験期日　平成29年12月６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　庶務係
　　☎73－8808

募集コース【各科定員15名】
・CAD/NC技術科（６か月コース）
・機械加工技術科（６か月コース）
・金属加工科（６か月コース）
・電気設備技術科（６か月コース）
訓練期間　平成30年１月５日（金）
　～平成30年６月28日（木）
申込期日
　～平成29年11月24日（金）まで
選考日　平成29年12月１日（金）
　　　　午前９時15分～
選考方法　筆記試験・面接
対象者　求職者（ハローワークに求職申
　し込みをされている方）
受講料　無料（教科書・作業服等は除く）
申込窓口　ハローワーク諏訪
見学会　火曜日に実施（求職活動とみな
　されます）
問　（独）高齢・障害・求職者雇用支援機
　　構長野支部　松本訓練センター（ポリ
　　テクセンター松本）
　　☎0263－58－3392
　　（平日午前９時～午後５時）

広報ちの　2017.1127

企画展「古文書からみる頼
岳寺諏訪高島藩主廟所と諏
訪氏」関連イベント

守

美 第２期収蔵作品展
「人・物・自然のあいだに」

星空観望会博

しめ飾り作り博

募

守矢史料館周辺を歩く守

美 第３期収蔵作品展
「響きあう」

税を考える週間に各種行事
を開催します

東海大学付属諏訪高等学校
吹奏楽部第25回定期演奏会

平成29年分 個人事業者
決算説明会のお知らせ

諏訪中央病院看護専門学校
学生募集　一般入試A

募
公共職業訓練のご案内
１月生　訓練受講生募集
＜再就職への近道＞

平成29年分 年末調整
説明会を開催します



募
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講師　国立成育医療センターアレルギー
　　　科医長　大矢 幸弘 先生
とき　11月25日（土）午後２時～
　　　　(開場午後１時30分)
ところ　諏訪市文化ホール２階会議室
後援　諏訪市、岡谷市、茅野市、下諏訪
　　　町、富士見町、原村および各教育
　　　委員会、３郡市医師会
問　諏訪小児食物アレルギー研究会事務局
　　茅野市中大塩11－93
　　眞田医院　眞田 幸昭　☎73－0731

「火の用心　ことばを形に　習慣に」
11月９日（木）から15日（水）までの１週
間、「秋の全国火災予防運動」が行われま
す。秋は空気が乾燥し火災が発生しやす
い時季となります。火災とならないよう、
次のことに気をつけましょう。
・風の強いときの草焼はやめましょう。
・火が消えるのを見届けるまでその場を
　離れないようにしましょう。
・たばこの吸い殻は確実に消し、投げ捨
　てはしないようにしましょう。
・家の周りには燃えやすいものを置かな
　いようにして、放火されない環境をつ
　くりましょう。
問　茅野消防署　☎72－0119

長野県長野技術専門校では、平成30年
度入校生を募集します。
訓練期間　１年間（平成30年度入校、平
　成31年３月修了）
募集科　機械加工科、電気工事科、画像
　処理印刷科、木造建築科
応募資格
　高等学校卒業（または同等）以上の方
必要経費
　入校審査料（受講料）2,200円
　入校料（入学金）5,650円
　授業料（年額）118,800円
　教材費、作業服代、資格取得等の経費
　等は自己負担で、年十数万円程度
一般入校選考
　・願書受付期間　平成29年11月６日
　　（月）～11月24日（金）
　・選考日　平成29年12月４日（月）
願書等提出先
　長野技術専門校または最寄りの公共職
　業安定所（ハローワーク）へ
選考試験の内容、その他の問い合わせ、
資料請求先
　長野技術専門校　〒388－8011
　長野市篠ノ井布施五明3537
　☎026－292－2341
　FAX026－292－2342
　または最寄りの公共職業安定所（ハロ
　ーワーク）でご相談ください。
ホームページでも募集内容を掲載してお
り、関連資料のダウンロードができます。

相談会会場および相談日時
（１）長野地方法務局：長野市大字長野旭
　　町1108番地　毎月第3木曜日
　　（相談日が祝日の場合は、翌日金曜日
　　に開催します。）午後２時～午後３時
　　まで、午後３時～午後４時まで、午
　　後４時～午後５時までの各１時間単
　　位とし、予約制とします。
（２）長野地方法務局松本支店：松本市沢
　　村二丁目12番46号　偶数月第4木
　　曜日（相談日が祝日の場合は、翌日金
　　曜日に開催します。）午後２時～午後
　　３時まで、午後３時～午後４時まで、
　　午後４時～午後５時までの各１時間
　　単位とし、予約制とします。
相談費用　無料
相談の予約先　長野地方法務局不動産登
　記部門地図整備・筆界特定室
　☎026－235－6642
相談員　法務局職員、土地家屋調査士
その他　相談は事前に予約が必要になり
　ます。
　相談内容については秘密を厳守します。
問　長野地方法務局不動産登記部門地図
　　整備・筆界特定室
　　☎026－235－6642

「ベビーマッサージ」をみなさんで行いま
しょう。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　11月６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）
持ち物　バスタオル
問　諏訪中央病院　小児産科女性病棟
　　☎72－1000

グリーンボランティアさんによるバザー
です。ハーブやクリスマスリースなどの
販売を予定しています。ぜひお出掛けく
ださい。
とき　11月15日（水）午前10時～
ところ　諏訪中央病院１階ラウンジ
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）

地域に愛される病院であるために“生の

声”をお聞かせください。

とき　11月15日（水）午後２時～４時

ところ　諏訪中央病院　講堂

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）

説明会　11月８日（水）午後２時～

審査会　11月17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

　　　　 ☎73－0224　業務係　矢島

ゆずります

和裁の裁ち台／アナログテレビ／大型ソ

ファーとチェア（３客）／オイルヒーター

／キャットタワー／はぜ棒／電子ピアノ

／シングルベッド（マットのみ）／ヨー

グルトメーカー

ゆずってください

エア付きマッサージチェア／諏訪の伝説

（書籍）／大型冷蔵庫・冷凍庫／ダブル

ベッド／人工観葉植物

※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。

◆固定資産税・都市計画税（４期）
◆上下水道料金
◆下水道受益者負担金（３期）
◆後期高齢者医療保険料
◆国民健康保険税（６期）
◆市営住宅使用料　◆保育料
【納期限・振替日　11月30日（木）】

野市の人口茅
総人口　55,826人　（－38）
　男　　27,866人　（－ 6）
　女　　27,960人　（－32）
世帯数　22,878世帯（－17）

月の納税等11

（　）内は前月比
平成29年10月１現在（茅野市独自推計）

ずりあおう

育児中のママを対象としたサークル
「ひよこっこクラブ」

第７回諏訪小児食物アレルギー
研究講演会「楽しく食べて予防
し治療する食物アレルギー」

ゆ ～不用品を活用し
　あいましょう～

グリーンバザー

＋

＋

秋の全国火災予防運動が
行われます！

筆界特定・境界ADR合同
相談会の開設について

シルバー人材センター
入会説明会・審査日程

長野県長野技術専門校
平成30年度入校生の募集について

第236回　ほろ酔い勉強会
「より良い病院づくりを考える
ワークショップ」



広報ちの　2017.1129

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：
矢﨑　正彦弁護士

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

長野県南信労政事務所
☎0265-76-6833
　商工課商業労政係
　　（内線432）

11/21（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12/7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

11/7（火）　
13：00～17：00
※電話予約は10/24
　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

巡回労働相談
【要予約】

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

11/16（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7階
会議室

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

11/1（水）
13：30～17：30

11/8（水）
15：00～17：00

11/1（水）
12：30～15：30

11/10・17・24（金）
9：00～12：00

①11/4・18（土）
13：00～16：00
②11/10・24（金）
18：30～20：30

11/11（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

11月24日（金）
10：00～12：00

毎月15日前後

■24時間相談
☎090-7721-6043 

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。

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


