まちづくり講座
まちづくりとは「まちの元気」
「ひとの元
気」です。より豊かな地域社会の発展の
ために、まちづくりを様々な視点からと
らえた公開講座です。
参加費 １回につき1,000円
会場 ゆいわーく茅野
●テーマ「プロデュースの視点から」
〜地域に継続した力を吹き込むために、
市民と行政が連携したまちづくり〜
講師 高橋 信博 先生（山形県置賜総合
支庁農村計画課／地域づくりプラ
ンナー）
とき ９月30日
（土）午前10時〜午後４時
●テーマ「マネージメントの視点から」
〜今、ここに、生きる −21世紀の私
たちが進む道−〜
〜シナリオを実現するためのビジョン
と戦略〜
講師 播磨 靖夫 先生
（一般社団法人
たんぽぽの家理事長）
福島 明美 先生（地域クリエイタ
ー／茅野市市民活動参与）
とき 10月９日
（月・祝）
午前10時〜午後４時
●テーマ「事業計画づくり」
〜シナリオを実現するための魅力ある
プログラムづくり〜
講師 山崎 富一 先生
（NPO法人笑顔せ
たがや事務局長）
とき 10月21日
（土）
午前10時〜午後４時
申込・問 ゆいわーく茅野
（市民活動セン
ター）☎75−0633

第十回特別弔慰金の
請求期限のお知らせ
戦没者等のご遺族の皆様へ

平成30年４月２日までに
ご請求ください。

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

請求期限を過ぎると、第十回特別弔慰金
を受ける権利がなくなりますので、お早
めにご請求ください。
支給内容 国債名称 第十回特別弔慰金
国庫債券い号
額面 25万円
（５年償還）
請求窓口・問
地域福祉課 福祉総務係（内線303）

縄文の湯は月曜日が定休日ですが、10
月９日（月）体育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

10月の介護保険制度説明会

楽しく子育て力UP講座
親学習プログラム NPプログラム

10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。10
月２日から11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）

ひと・まちカレッジ
子どもから大人まで幅広い世代が市民活
動に参加し、異年齢同士で楽しく活動す
る方法を紹介します。
発表者 茅野おやこ劇場
テーマ 幅広い世代でとことん楽しもう！
とき 10月24日
（火）午後６時30分〜９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

講演会「八ヶ岳の自然から学ぶ」
テーマ 雲の流れから見る気象の判断
講師 猪熊 隆之 先生（山岳気象専門会
社ヤマテン代表取締役／茅野市縄文ふ
るさと大使）
テーマ 食べられる草・食べられない草
講師 米川 正利 先生（NPO法人蓼科・
八ヶ岳国際自然学校理事長）
とき 10月25日
（水）午後７時〜９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

市営温泉施設は
次の日も営業します

NPプログラムは親のための学習サポー
トプログラムです。子育ての悩みや関心
のあることを話し合いながら自分に合っ
た子育ての仕方を見つけていきます。
市の事業として『NPO法人CLIP inすわ』
へ委託しています。多くの皆さんのご参
加をお待ちしています。
対象 ０歳から就学前の子どもを子育て
中の親
日程 10月17日（火）、10月26日（木）
、
11月２日（木）、11月10日（金）
、
11月17日（金）、11月24日（金）
（全６回）午前10時〜正午
会場 家庭教育センター
参加費 無料
（茶菓子代として実費300円）
託児 生後８か月以上（要予約）
※託児費用一部実費負担あり
定員 14名（先着順）市内在住者優先
受付開始 ９月21日（木）受付開始
申込・問 NPO法人 CLIP in すわ
中村☎72−2837
長田☎79−4555

ご家庭の廃棄物を回収します
毎年、美サイクル茅野で実施している廃
棄物の回収事業を今年も実施します。今
年は11月25日（土）に茅野市運動公園で
行います。会場のレイアウトや処理金額
等詳細については広報ちの11月号（10
月19日発送）にてお知らせしますのでご
確認ください。なお、農薬や火薬、アス
ベスト（石綿）など危険物については回収
しませんのでご了解ください。
問 茅野市美サイクルセンター
☎72−2905
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尖

縄文風の小屋を
作ってみよう！

７月に開催して好評だった 縄文風の小
屋作り を再度行います。
今回は申込み不要・飛び入り参加OKで
す。興味のある方は是非ご参加下さい。
とき 10月８日（日）
午前８時30分〜午後３時
※雨天中止
ところ 尖石史跡公園
（縄文まつり会場）
受講料 無料
持ち物 軍手、作業のしやすい服装、マ
スク
問 尖石縄文考古館 ☎76−2270

尖

土偶の日・記念対談
「 土偶のリアル を語る」

こん だ

譽田亜紀子氏（『はじめての土偶』『土偶
のリアル』等著者）と当館館長による対
談です。
とき 10月９日（月・祝）
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
受講料 無料
問 尖石縄文考古館 ☎76−2270

尖

縄文ゼミナール④
「曽根湖底遺跡」

講師 中島 透 氏
（諏訪市教育委員会）
（土）
とき 10月14日
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

尖

縄文検定 初級・中級

縄文検定（初級・中級）を行います。縄文
博士を目指してチャレンジしてみません
か？
合格者には、1年間の尖石縄文考古館無
料観覧券を進呈いたします。
とき 10月14日
（土）
午前９時集合 ９時30分〜正午
ところ 尖石縄文考古館
定員 各20名
受講料 無料
持ち物 筆記用具
その他 要申込・受付期間 10月２日
（月）
〜10月10日
（火）先着順
※中級は昨年度までの初級合格者が受け
られます。
申込・問 文化財係 ☎76−2386
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茅野高校図書委員さんと楽しむ
わくわくおはなし会
とき

10月26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
内容 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！
問 茅野市図書館 ☎72−9085

おうちでえほんをたのしむ
ワークショップ
10月29日（日）・11月５日（日）
午前10時15分〜正午
※２回連続講座となります。
ところ 茅野市図書館２階
おはなしの部屋
案内人 富岡 史棋（おやじのえほんよみ
きかせ・いちにち絵本喫茶）
対象 未就学児をお持ちの保護者の方
定員 20名
内容 家庭で絵本を楽しむための読み聞
かせ講座です。読み聞かせの楽しみ方
と絵本の紹介や、読み聞かせの実践、
家庭で絵本を読むときの環境づくりな
どをみなさんと楽しみたいと思います。
お父さん・読み聞かせ未経験の方も大
歓迎です!!
申込開始 10月14日
（土）
午前10時〜窓口カウンター、電話で受
け付けます。
申込・問 茅野市図書館 ☎72−9085

きのこ中毒防止展
とき

９月30日（土）・10月１日（日）
いずれも午前10時〜午後４時
ところ 西友 横内店
内容
・展示会…食用・毒きのこ各種展示します。
・きのこ鑑別所…きのこを鑑別しますの
でお持ち寄りください。
・１日の午前11時からきのこ汁振る舞い（予定）
問 諏訪食品衛生協会 ☎57−1205
健康づくり推進課健康総務係
☎82−0105（健康管理センター）

図書館 開館に関するお知らせ
10月９日
（月）は祝日開館します。
10月10日（火）は振替休館とします。
10月27日（金）は月末休館とします。
問 茅野市図書館 ☎72−9085

図書館で
ティータイムを

とき

尖

尖石縄文考古館
開館に関するお知らせ

10月９日
（月）祝日開館します。
10月10日（火）は振替休館します。
なお次の日は観覧料が無料です。皆さま
のご来館、お待ちしております。
９月９日（土）〜10月22日
（日）
八ヶ岳JOMONライフフェスティバル
問 尖石縄文考古館 ☎76−2270

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 10月12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

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５弾
とき

〜新聞を読み解く〜

10月19日
（木）
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 経営情報学部教授
奥原 正夫 先生
内容 諏訪東京理科大学との連携シリー
ズ企画の第５弾です。今回は、新
聞記事に掲載される統計数字を題
材に、事実から真実を推測する手
がかりを教えてもらいます。
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 ９月28日（木）午前10時〜
申込・問 茅野市図書館 ☎72−9085
今後のスケジュール 第６弾（最終回）
11月17日（金）は、奈良裕美子先生に
よる『精神分析から読むエドガー・ア
ラン・ポーの「盗まれた手紙」』の講義
です。

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 10月28日（土）
午後７時〜９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 9月20日
（水）から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300

博

シダ観察会

博物館周辺を散策しながら、シダ植物を
観察します。
とき 10月29日（日）
午前10時〜午後３時
集合場所 総合博物館
講師 佐藤 利幸 さん
参加費 無料
申込開始 ９月20日（水）から受付
持ち物 昼食・飲み物は各自ご用意くださ
い。歩きやすい服装でご参加ください。
申込・問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300

博

プラネタリウム10月のテーマ
「縄文人がみた星空」

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

第29回研究・創意工夫展

茅野市内の小中学生が夏休みに行った自
由研究や図画工作を展示します。優秀作
品は市長・教育長・博物館館長によって
表彰されます。
とき 10月28日
（土）
〜12月３日
（日）
表彰式 11月23日（木・祝）
午前10時〜11時
ところ 総合博物館
料金 通常入館料
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300

講演会「茅野の自然環境と私たち
博 の暮らし−特に植生からみた生物
多様性の保全−」
とき

11月５日
（日）
午後１時30分〜３時
ところ 総合博物館
講師 大窪 久美子 さん（信州大学教授）
参加費 無料
（申し込み不要）
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300

博

さきおり展示即売会

博物館はたおりボランティア「ねじばな」
の会員が制作したバッグ、ベスト、ラン
チョンマットなどを展示販売いたします。
とき ９月30日
（土）午前10時〜午後４時、
10月1日（日）午前10時〜午後２時
ところ 茅野市民館イベントスペース
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300

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 10月８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 ９月20日（水）から受付
申込・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 10月14日
（土）、15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 ９月20日（水）から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300

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 10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

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。
10月は「振動モーターカーを作る」。
とき 10月22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 ９月20日（水）から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300

尖

どんぐりみつけて、
あそびましょ!

考古館で使用するどんぐり拾いを手伝っ
ていただけませんか。どんぐりと交換で
オリジナルの「タオルハンカチ」と「クリ
アファイル」を差し上げます。秋の史跡
公園で宝物さがしをしてみませんか。
とき 10月14日（土）午前10時〜正午
ところ 尖石縄文考古館
定員 20名
受講料 無料
持ち物 帽子・軍手・袋
歩きやすく汚れても良い服装でご参加
ください。
その他 要申込 ９月20日
（水）
から10月
６日
（金）先着順 雨天中止
※小学校４年生以下の方は保護者同伴で
お申し込みください。
申込・問 尖石縄文考古館 ☎76−2270

尖

縄文教室⑤
縄文時代の編み方を学ぶ

初日に縄文時代の編み物製品や編み方に
ついての講演会、二日目に横編み法で作
品製作をする講座です。
とき 10月21日（土）【初日講演会】午
後２時〜３時30分
（講座申込者以外も受
講可、講演会のみ聴講の場合受講料・
申込不要）
10月22日
（日）
【２日目講座】午前９時
30分〜午後３時
（作業は午後４時まで可）
ところ 尖石縄文考古館
定員 10名
受講料 800円
持ち物 作業のできる服装でお願いします。
その他 要申込・受付期間 ９月21日
（木）
〜10月13日
（金）先着順
＊小学校５年生以上
申込・問 尖石縄文考古館 ☎76−2270

尖

縄文遺跡を巡るバスツアー

国特別史跡尖石遺跡、国史跡上之段遺跡・
駒形遺跡、国宝「土偶」の出土した棚畑遺
跡・中ッ原遺跡などの茅野市を代表する
縄文遺跡を学芸員と「縄文」を識る部会員
がご案内します。
とき 11月３日（金・祝）
午前９時〜午後12時30分
集合場所 尖石縄文考古館
定員 30名
参加費 無料（資料代100円）
持ち物 飲み物、歩きやすい服装
その他 要申込・受付期間 10月３日
（火）
〜10月27日
（金）先着順
※小学生以上
（ただし小学生は保護者同伴）
雨天決行
申込・問 尖石縄文考古館 ☎76−2270

博

八ヶ岳総合博物館
開館に関するお知らせ

10月９日
（月）は祝日開館します。
10月10日（火）
は振替休館します。
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300
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ちの軽トラ市
軽トラックの荷台で地元のとれたて新鮮
野菜や、果物、花、菓子などが販売され
ます。
とき 10月22日
（日）
午前８時30分〜11時30分
ところ JR茅野駅西口弥生通り
（午前７時〜正午の間は、歩行
者天国）
問 茅野TMO事務局 ☎72−3801

ハロウィンジャンボ
宝くじの発売

美

縄文アートプロジェクト2017
アートインスタレーション

■ギャラリー・バードハウス
街路の並木に小鳥の巣箱状の展示箱（ギ
ャラリー）を設置して、公募作家のアー
ト作品を展示する野外展。見慣れた風景
が一変するアート空間が出現します。
とき 10月１日
（日）
〜22日
（日）
ところ 茅野市民館中庭〜市役所通り
■まちの展 vol.4
茅野駅周辺の意外な場所がギャラリーに
変身。散歩気分のまちなかアート巡りに
出かけてみませんか？
とき 10月１日（日）〜22日
（日）
ところ 茅野駅周辺

守

神長官守矢史料館
開館に関するお知らせ

10月９日
（月）
は祝日開館します。
10月10日
（火）
は振替休館します。
問 神長官守矢史料館 ☎73−7567

企画展
「諏訪高島藩主廟所

守 国史跡指定記念 頼岳寺諏
訪高島藩主廟所と諏訪氏」
平成28年に諏訪高島藩主廟所が国史
跡となりました。これを記念して頼岳
寺に関する古文書等を展示します。
とき 10月11日
（水）
〜12月28日
（木）
ところ 守矢史料館
料金 通常入館料
問 神長官守矢史料館 ☎73−7567

C

トゥバの喉歌ホーメイ

平成29年度「ハロウィンジャンボ宝く
〜甦る野生の記憶〜
■ギャラリー・ビオラハウス
じ」と「ハロウィンジャンボミニ」が下
トゥバ共和国の喉歌
（ホーメイ）
歌手を
茅野市民館
東広場に、花で覆われた小
記のとおり販売されます。ハロウィンジ
迎えるコンサート。初めて聴くのに懐
さなおうちが出現します。その不思議空
ャンボ宝くじは１等・前後賞合わせて５
かしい！魂を揺さぶる野生の声が、今
間の中はどうなっているのかな？
億円、同時発売のハロウィンジャンボミ
ここにある
「自然」
と
「人間」
の豊かさを
とき 10月１日（日）〜22日
（日）
甦らせます。
ニは１等・前後賞合わせて５千万円です。
ところ 茅野市民館 東広場
とき 11月２日
（木）午後７時
なお、この宝くじの収益金は、長野県の
ところ
茅野市民館
コンサートホール
■こどもたちとみんなのJOMON アートワーク
販売実績により配分され、市町村の明る
出演 アンドレイ・オッペイ、
土器、オブジェ、竪穴式住居……、こど
く住みよいまちづくりや環境対策、高齢
アンドレイ・モングシュ
もたちが想像の翼を広げたJOMONアー
料金 一般3,500円（当日500円増）
、
化対策など地域住民の福祉向上のために
トの世界が出現します。
茅野市民館友の会会員3,000円、
使われますので、長野県内の宝くじ売り
とき 10月１日（日）〜22日
（日）
中高生1,000円、
小学生以下無料
場でお買い求めください。
※ハート割引50％
（障がい者・
ところ 茅野市民館 中庭
販売期間 10月11日
（水）
〜10月31日
（火）
療育手帳をお持ちの方）
「現代的縄文食風景」 ■関連企画 ホーメイワークショップ＆
■JOMONフードスケープ
発売場所 宝くじ売場
自然がはぐくむ力をいただき、分かち合
レクチャー
「トゥバの文化と暮らし」
証票単価 300円
い、命をつなぐ〈食〉。太古の縄文から続
言語や文化からトゥバを学ぶレクチャ
抽せん日 11月９日
（木）
ーと、ホーメイの体験ワークショップ。
く、わたしたちの営み〈食〉のあり方を、
※詳細はお問い合わせいただくか、ホー
（金・祝）午後１時30分
食べて感じる〈フードスケープ＝食風景〉 とき 11月３日
ムページをご覧ください。
ところ 茅野市民館 アトリエ
を提案します。
問 長野県市町村振興協会
ナビゲーター アンドレイ・オッペイ、
「現代的縄文食が味わえる荒神の古民家」
アンドレイ・モングシュ、澤田香緒
☎026−234−3611
おいしいってどんなこと？ 巡る四季の
里、加納たえ子
なかで豊穣を祝い、自然の力に想いを馳
『すわよう祭』
料金 無料
せ、命をつなげていく食。玉川荒神の古
定員 30名
（要事前申込）
一般公開のお知らせ
共同主催 Sawachi Cat Studio、茅野
民家で、太古の縄文から続いてきた食の
諏訪養護学校では『すわよう祭』を開催
市民館指定管理者 株式会社地域文
知恵や技と、現在の食材や調理法とを合
化創造
いたします。
わせた「現代的縄文食」をご用意します。
問 茅野市民館
テーマ 『絆〜みんなスマイル 楽しく
とき 10月８日（日）、９日（月・祝）、
☎82−8222 FAX82−8223
15日（日）、22日（日）
輝く すわよう祭 2017〜』
午前11時30分〜午後２時
みなさんぜひお出かけください。
ところ 玉川荒神の古民家
とき ９月30日（土）
定員 各日15名（要申込み、先着順）
午前９時40分〜午前11時30分
（富士見町） 料金 お一人2,000円（お子さま半額）
ところ 長野県諏訪養護学校
申込み ウェブサイトのお申込みフォー
内容 児童生徒の作品展示、手作り作品
ムにてご予約ください。
（http://www.
のバザー、模擬店、他
chinoshiminkan.jp/jomon/foodscape/）
お車でお越しの際は、本校係員の
第２期収蔵作品展
「社交場になる荒神の古民家」
美
指示に従い、学校校庭または校舎
「人・物・自然のあいだに」
会場の古民家は、お茶をしながらおしゃ
周辺をご利用ください。
べりしたり、そのときとれた農産物のや
藤森照信の収蔵作品などを展示。
「人」
問 諏訪養護学校 ☎62−5600
「自然」
に関わる収蔵作品を
「ライ
りとりをしたり…といった、人の寄り合 「物」
フ」
（生命、人生、生活）
をキーワード
う場所。ふだんの暮らしを感じてみたい
■JOMONフードスケープ「縄文のうつわ展」
にみつめます。
方はどうぞお立ち寄りください。
とき 〜10月２日
（月）
とき 〜11月５日
（日）
オープン日時 10月８日
（日）
〜22日
（日）
午前９時〜午後７時
午前９時〜午後７時
午前11時〜午後6時
ところ 茅野市美術館 常設展示室
ところ 茅野市美術館 常設展示室
料金 無料
観覧料 無料
料金 無料
※縄文アートプロジェクト2017関連事業
■藤森照信
新作茶室
竪穴式茶室
「低過庵」
■関連企画 道しるべの土器ランプ
■きてみて！親子ギャラリーツアー
「トークイベント」
とき 〜10月22日
（日）
とき 10月９日
（月・祝）午前11時開始
とき 10月20日（金）午後６時30分
ところ 茅野市内各所
参加費 無料
ところ 茅野市民館 マルチホール
問 茅野市美術館（茅野市民館内）
（茅野市民館内）
問 茅野市美術館
出演 藤森照信 ほか
☎82−8222 FAX82−8223
☎82−8222 FAX82−8223
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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

10月29日
（日）雨天決行

受付時間
ところ
料金

午前９時〜正午

健康管理センター前
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

シルバー人材センター
入会説明会・審査日程
説明会

10月11日
（水）午後２時〜

審査会

10月20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

ゆ ずりあおう

業務係 矢島

〜不用品を活用し
あいましょう〜

ゆずります
人形のガラスケース／ひょうたん型の池
／セラミックファンヒーター／ベビー
ベッド／和裁の裁ち台／三輪車／アナロ
グテレビ／大型ソファーチェア（３客）／
オイルヒーター／三つ折りマット
ゆずってください
二槽式洗濯機／ダブルホットプレート／
キッズバイク／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
※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。

10 月の納税等
◆市県民税
（３期） ◆上下水道料金
◆国民健康保険税
（５期）
◆市営住宅使用料

◆保育料

◆後期高齢者医療保険料
（４期）
【納期限・振替日

10月31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」

「親子遊び」について田村助産師が解説し
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 10月２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
第９回 病院祭

＋
とき

10月21日
（土）
午前10時〜午後３時
ところ 諏訪中央病院
※入場無料、雨天決行
問 諏訪中央病院 病院祭実行委員会
☎72−1000

＋

糖尿病教室

当諏訪赤十字病院では、糖尿病に関する
知識を提供し、皆様の日常生活に活かし
てもらうため、定期的に糖尿病教室を開
催しています。今回は「糖尿病性腎症」
について専門スタッフがわかりやすくお
話し致します。
希望される方には血糖測定体験を行って
います。講義終了後には情報交換会で交
流の場を設けておりますので、是非ご参
加ください。
とき 10月13日
（金）午後３時〜４時
ところ 諏訪赤十字病院３階 第２会議室
テーマ・講師 糖尿病性腎症について
笠原医師
（当院 腎臓内科）
参加費 200円、予約不要
問 諏訪赤十字病院 内科外来
☎57−6033

＋

社会保険労務士による
がん患者さんのお仕事相談

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 10月16日（月）
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）

茅 野市の人口
総人口
男
女
世帯数

55,864人 （− 6）
27,872人 （＋ 7）
27,992人 （−13）
22,895世帯（＋14）

（ ）
内は前月比
平成29年９月１現在（茅野市独自推計）

消費税軽減税率制度説明会
諏訪税務署では、事業者の方を対象とし
て、消費税の軽減税率制度に関する説明
会を開催します。多くの事業者の方に関
係のある制度ですので、説明会にお越し
ください。
とき 10月25日
（水）午後２時〜
ところ 茅野市役所８階大ホール
問 諏訪税務署 法人課税第１部門
☎52−1390

第60回長野県母親大会
「生命を生み出す母親は生命を育て、生
命を守ることをのぞみます。
」このスロ
ーガンを掲げて母親・女性の願いを地域
で、職場で語り合い歩み続けてきた大会
です。どなたでも参加できます。男性も
参加できます。
とき 10月15日
（水）午前９時30分〜
午後４時15分
（受付午前９時〜）
ところ 永明小学校
内容 午前：分科会、特別講座、見学分
科会
午後：文化行事（永明中学校吹奏
楽部、永明小学校合唱団）
、
記念講演「一億総下流化社
会〜人権と社会保障を考え
る〜」藤田孝典さん（ソー
シャルワーカー）
参加費 1,000円
問 第60回長野県母親大会実行委員会
☎090−8087−9423
（吉村）

国際協力機構
（JICA）
2017年度ボランティアの
秋募集説明会
募集期間 ９月29日
（金）
〜11月１日
（水）
長野県内募集説明会
・９月30日
（土）午後２時〜４時
上田市中央公民館２階 第１会議室
・10月４日
（水）午後７時〜９時
松本市中央公民館（Mウィング）４階４−４会議室
・10月14日
（土）午後３時〜４時30分
飯田市りんご庁舎 ３階 会議室２
・10月18日
（水）午後７時〜９時
長野市生涯学習センター
（TOiGO）
３階 第２学習室
・10月22日
（日）午前10時〜午後４時
JICA駒ヶ根青年海外協力隊訓練所
・10月26日
（木）午後７時〜８時30分
伊那市いなっせ５階 研修室501
※10月22日
（日）JICA駒ヶ根の説明会
のみ、事前の参加予約と昼食代500円
が必要になります。
（定員になり次第、予約終了。
）
それ以外の説明会につきましては、参
加費無料・申込不要になっております。
説明会についてのお問い合わせは、以
下までお願いいたします。
問 ☎0265−82−6151
ファクシミリ0265−82−5336
電子メール：jicakjv-jocv@jica.go.jp
担当者：JICA駒ヶ根 工藤 裕美

「読書の森 読りーむinちの」講演会
とき

10月15日
（日）午後１時30分〜
（受付：午後１時）
ところ 茅野市役所８階大ホール
参加費無料
演題 読む力が未来をひらく
〜生きる力を育てる読書支援〜
講師 脇 明子 さん
（ノートルダム清心
女子大学名誉教授）
本を読むことにどのような意味が
あるのか、そして、目の前の子ど
もたちが未来に向かってたくまし
く生きていくために、どのような
本をどのように子どもたちへ手渡
していったらよいのか、実践に基
づいた具体的なお話をしていただ
きます。
問 生涯学習課 こども読書活動応援セ
ンター
（茅野市図書館内）
☎75−1250 FAX73−8644
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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

10/3（火）
13：00〜17：00
※電話予約は9/26
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
10/5（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。

10/17（火）
行政相談
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。

法律相談【要予約】
相談員：
藤森 誠二弁護士

「法の日」週間
無料法律相談所の
開設について
（予約不要）

日

時

10/4（水）
長野地方・家庭
受付時間
裁判所
9：30〜11：30
諏訪支部庁舎内
13：00〜15：30

「県下一斉司法書士
10/3（火）
無料相談」相談所の
受付時間
開設について
18：00〜20：00
（予約不要）

長野県司法書士会
市役所 議会棟
諏訪支部
大会議室
代表 堀内
☎78−3693

考

金銭・土地・交通事故等の問題、
成年後見、
離婚・扶養・相続等家庭内のもめ事、差
別・いじめ等の人権問題、遺言や任意後
見契約などの公正証書に関する問題など
でお困りの方はお気軽にご利用ください。
・不動産の登記、会社
（法人）
の登記に関
するもの、クレジット、消費者金融、カ
ードローン等債務に関するもの、高齢者、
障がい者等の財産管理に関するもの等お
気軽にご相談ください。

外国籍市民のための 10/19（木）
10：00〜16：00
相談

市役所7階
相談室

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
10/4（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11/2です。

司法書士法律相談
【要予約】
心配ごと相談

結婚相談

子育て・教育相談

10/11（水）
15：00〜17：00
10/6・13・20・27（金）
9：00〜12：00 茅野市ひと・まち 茅野市社会福祉
協議会
プラザ２階 社会
①10/7・21（土） 福祉協議会相談室 ☎73−4431
13：00〜16：00
②10/13・27（金）
18：30〜20：30
毎週月〜金曜日
（祝日除く）
8：30〜17：15

市役所6階
こども課

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

発達に関する相談

毎週月〜金曜日
（祝日除く）
8：30〜17：15

発達支援センター
発達支援センター お子さんの発達に関する相談や検査を行
（本町東15-14
っています。
中央保育園併設） ☎82−2277
電話相談、面接相談できます。

家庭教育相談室

毎週月〜金曜日
（祝日除く）
9：00〜17：00

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）

女性のための相談
【要予約】

33

長野地方裁判所
諏訪支部庶務課
☎52−9211

備

10/14（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。

☎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。

保護司による
非行・犯罪相談
【要予約】

10月27日（金）
10：00〜12：00

諏訪市公民館
302会議室

中大塩地区
健康相談会

10月17日（火）
9：30〜11：00

中大塩地区
☎82−0107
成人の血圧測定、尿検査、健康相談等、
コミュニティ （中部保健福祉
栄養相談、
身体計測等
センター
サービスセンター） 乳幼児の育児相談、

広報ちの

2017.10

