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ちの市議会だより

特集 1 茅野どんばんをつくる人たち
【今 月 の 表 紙 】 8 月 5 日 、 市 民 に よ る 市 民 の た め の お 祭 り 「 茅 野 ど ん ば ん 」 が 今 年 も 開 催 さ れ ま し た 。
昭和51年にスタートしたこのお祭りは今年で第42回を迎えました。ずっと続いてきた茅野どんばん。
昔から変わらないことは「市民全員が楽しめるように」つくること。その思いのために、先頭に立って
ど
どん
ん ば ん を つ く る人
る 人 た ち 、 縁 の 下 で 支 え る 人た
人たちについて特集しました。

８月５日、市民による市民のためのお祭り「茅野どんばん」が今年も開催されました。昭和
51年にスタートしたこのお祭りは今年で第42回を迎えました。
今年も昼の部では、市民館で子どもたちがお仕事体験できるジョブタウン、ぴかぴかの消防
車が並んだ消防まつり、姉妹都市などの魅力的な食材が集められた郷土物産市、太鼓や踊りな
どが披露される郷土芸能ステージなどが開催されました。市役所前通りでは出店が立ち並ぶ中、
神輿、長持ちなどが軽快な掛け声とともに練り歩きます。
夜は茅野どんばんのメインイベント踊りの部。午後６時ころから始まった踊りには約3,000
人の市民が集まり、「茅野どんばん」や「ビバどんばん」を踊ります。会場の雰囲気が最高潮
に達したころ、お祭りはクライマックスを迎え、盛大な花火とともにお祭りは幕を閉じました。
ずっと続いてきた茅野どんばん。昔から変わらないことは「市民全員が楽しめるように」つ
くること。その思いのために、先頭に立ってどんばんをつくる人たち、縁の下で支える人たち 昭和51年 第１回茅野どんばん
について特集しました。

↓７月25日に行われた祭典・実行合同委員会

茅野どんばんの事務所開きは4
月 日に行われました︒この日か
ら事務局をはじめ︑どんばんに関
わる組織の会議が始まります︒
各組織には︑茅野市のまちづく
りに関わる団体や組織︑踊りやお
囃子に関わる方︑諏訪圏青年会議
所や消防署︑学校など︑さまざま
な方が関わっています︒忙しい合
間を縫って会議や準備を進め︑当
日の楽しい時間をつくり上げます︒
また︑茅野どんばんが終わった後
も︑次回の茅野どんばんへ向けて
反省や引継ぎのための会議があり︑
どんばんの歴史は受け継がれてい
きます︒

夜の部︑日が落ちる頃に灯る﹁あ
んどん﹂は茅野どんばんを象徴する
ものの一つ︒あんどんに描かれた絵
をじっくり見たことがありますか？
これらは市内の４中学校と２高校の
美術部や有志の生徒によって描かれ
たものです︒
各校どんばんから連想されるもの
を題材に︑色とりどりの作品がつく
られます︒昨年からはあんどんの人
気投票も始まり︑生徒たちの筆にも
力が入ります︒
集まった作品は︑茅野どんばんあ
んどん部会の皆さんの手で立派なあ
んどんとなり︑踊りの会場を優しく
照らしました︒

永明中学校美術部が制作した行燈（あんどん）
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茅野どんばん最大のイベントは
何と言っても夜の踊り︒3パター
ンの曲にそれぞれ踊りがあります︒
この踊りを教えるのは︑踊り指導
委員会の皆さんです︒踊りが好き
という気持ちを持った委員の皆さ
ん︒中には 年どんばん踊りに関
わっている方もいるそうです︒委
員会では︑企業や団体へ出向く出
張講習会や︑誰でも参加できる公
開講習会を行っています︒
委員長の伊藤清子さんにどのよ
うな思いで指導されているか尋ね
ると﹁どんばんを楽しむためには
まず踊りを覚えること︒覚えれば
きっと楽しいですよ﹂と語ります︒
一方で﹁ 年以上前から続くどん
ばん踊りの基本を伝えていきたい︒
動きの所作や意味をしっかり伝承
したい﹂と︑引き継がれてきた踊り
の継承にも熱い思いを感じました︒

2017.9

広報ちの

3

40

40

茅野どんばん唄い手養成講座の
講師を務める坂井美代子さん。
民謡の指導者で茅野どんばんの
唄い手。養成講座が始まった当
初から講師を務め、未来の唄い
手を育てています。
茅野どんばん唄い手養成講座が始まったのは５年前︒現在︑茅野ど
んばん当日︑茅野どんばんの歌を唄う﹁唄い手﹂は３人︒その内２人
は松本市の方とプロの歌手︒茅野市の唄い手は坂井さん１人だけ︒い
わゆるカラオケとは違う︑茅野どんばん独特の唄い方ができる唄い手
を養成し︑未来の茅野どんばんをつくる人材が求められていた中︑こ
の講座は始まりました︒﹁地元のことは地元で﹂と︑茅野市民のお祭
りを茅野市民の手でつくることが理想︑と坂井さんは言います︒
﹁初めての受講生で︑しっかり茅野どんばんの歌を聞いて唄ってい
る人は少ない︒その人の声を聞いて︑その人に合った声の出し方︑音
程の取り方︑
唄い方を教える︒マニュアルはないので︒
﹂養成講座は全
６回︒一音一音の発声練習から始まり︑
茅野どんばんの歌を練習します︒今年
集まった 人の受講生一人一人の歌を
聴き︑修正点を伝えます︒﹁やるから
には講座を重ねるたびうまくなってほ
しい︒
﹂と参加者全員に熱のこもった指
導をします︒
この講座の最終目標はどんばん当日
夜の踊りが始まる前の 分︑舞台の上
で唄うこと︒
﹁高いところで生演奏の中
唄うことはめったにないこと︒
それを楽
しんでほしい︒お祭りですからね︒
﹂当
日︑唄うことの喜び︑楽しみを感じて
もらいたい︒坂井さんの茅野どんばん
と歌に対する思いが伝わってきました︒
11

茅野どんばんの運営室とは

基本的には茅野どんばんの各委員会の取りまとめ。茅野どんばんを成功させられるように情報を
整理し、会議の準備などを行っています。各委員会が検討した今年のイベントの内容などが実行で
きるかどうかをチェックしたり、市役所などとの連絡調整なども運営室の仕事です。

運営室での苦労・難しさはありますか

一番苦労することは時間をつくることです。多くの人が日頃の仕事をしながらうまく時間を作ら
なければならないからです。ただ歴代の先輩たちも苦労しながらやってきているので、やっただけ
自分の成長になっていると感じます。
あとは様々な団体に連絡を取りたくてもなかなか取れないとか、いろんな問い合わせを受けるこ
とも大変ですね。

どんな茅野どんばんにしたいという想いをお聞かせください

お祭りってやっぱり楽しいというのが一番。子どもの頃からお祭りは楽しいから来たいもの。今
年のテーマにも「楽しい時間」と入れましたが、家族や友だちと共有してもらいたい。楽しかった
思い出を一年間持っていてもらって、来年のどんばんにつなげたい。「去年楽しかったからまた行
こう」と思えるお祭りになれば、これからもどんばんの歴史は続いていくのかなと思います。今の
子どもたちが楽しいと感じたら、大人になったときに自分の子どもにも「楽しいから行こう」と誘
ってほしい。そうなればいいお祭りと言えるのではないかなと思いますね。

特集２ 八ヶ岳 JOMON ライフフェスティバル

画一的な基準で大量に生産されたものを

消費する時代から︑ひとつひとつのものの

美しさ︑こだわりに触れる喜びが時代の潮

流になりつつあります︒

それは︑食べるものであったり︑住むと

ころであったり︑着るものであったり︑今

までの価値観では測れないものに︑人は何

かを見つけようとしています︒

私たちの暮らしの原点は縄文時代にある

と言われています︒

また︑そのライフスタイルや縄文文化を

築いた人たちの心のありようは現代の人が

求める答えに通じていると私たちは考えま

す︒

その答えの一つとして︑縄文から続くこ

の5000年の地で〝ʻ生きる〟をテーマと
したライフフェスティバルを開催します︒

5000年の地で
私たちが暮らすこの地では、5000年のむかしから、八ヶ岳の豊かな自然の恵みに
いかされ、人々が支え合い、力強く生きていました。
茅野市では、縄文をまちづくりに生かす取り組み、「縄文プロジェクト」を進めて
います。その一環として、ことし初めて 八ヶ岳JOMONライフフェスティバル を
開催します。
9月9日
（土）
から10月22日
（日）
、茅野市尖石縄文考古館、茅野市民館を主な会場に、
学びあり、アートあり、様々なイベントを開催します。
このフェスティバルは、行政だけでなく、大勢の市民の皆さん、事業所の皆さんの
力をお借りして準備を進めています。

縄文まつり開催に向け会議中の市民の皆さん

２年ぶりの縄文まつりでは、イベント内容を見直して、遺跡でゲーム＆お宝さがし
の「縄文トレジャー」など、お子さんたちに元気いっぱいに楽しんでもらえる企画も
計画中。毎度好評のブタの丸焼きも行います。
また今回のフェスティバルを記念して、茅野市、原村、富士見町内の郵便局では開
催記念のフレーム切手シートを販売されます。
ひまわり作業所をはじめ、市内の就労支援事業所の皆さんも、フェスティバルのた
めに新商品を開発してくださいました。クッキーやパウンドケーキには、材料にエゴ
マやどんぐりの粉など、縄文時代にも食されていた材料にこだわり、風味をいかせる
まで何度も何度も試行錯誤されていました。一針一針丁寧に手縫いされた鹿革シェッ
トや、小物入れは留め具に鹿角が使われているなど、温かみのある、こだわりの逸品
がそろいました。ぜひ、大勢の方にお手に取っていただきたい、想いのこもった品々
です。これらの商品は、10月7日の「夜の火祭り」、8日の「縄文まつり」でブース販
売を予定しています。ご来場の際は、どうぞお立ち寄りください。

縄文時代の人々の生き方、暮らし方には、支え合いのこころ、創造力、たくましさ
など、悠久の昔から受け継がれてきたたくさんのものごとがありました。それらを現
代に、未来に繋いでいくことは、ひとづくり、まちづくりをする上で一つの指針にな
るものと考えられます。
茅野市がすすめる縄文プロジェクトは、縄文を「識る」
「広め
る」
「産み出す」
「楽しむ」
「守る」の５つの視点で、縄文をいか
したまちづくりをすすめています。
今回のフェスティバルでは、とくに 楽しみ ながら、縄文
時代の人々の生き方に触れてみていただければと思います。

試作品を持ち寄り打ち合わせを
行う事業所の皆さん
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八ヶ岳 JOMON ライフフェスティバル期間のイベント
※イベントによっては事前の申込みや参加費が必要です。
詳細は本誌の情報ネットワークコーナー、月刊ぷらざ8月号に折り込み
のパンフレットまたはホームページをご覧ください。

８月

９月

26 市 仮面の女神誕生日パーティー
27 他 縄文文化講座（マリオローヤル会館にて） ホームページ
「古代出雲の神話からみた交流と諏訪」
http://www.city.chino.lg.jp/jomon/lifefestival
2 他 Chino縄文遺跡コンサート
＆トーク
3

9.9 sat 10：00

オープニングセレモニー

八ヶ岳JOMONライフフェスティバル
記念オブジェ公開
（尖石縄文考古館にて）

9 尖 オープニングセレモニー
市 原田マハ講演会
「生きるぼくら 茅野に暮らすしあわせ」
尖 縄文を楽しむ教室
尖 ナイトミュージアム

©AKINORI GOTO

10 尖 八ヶ岳縄文の里マラソン

オ13：30
９.９ sat オ13：
30 -

（※開催中考古館周辺で交通規制があります）

オープニング記念 原田マハ講演会
「生きるぼくら 茅野に暮らすしあわせ」
（茅野市民館コンサートホールにて）

16 他 JOMONファッション A
「縄文の衣」〜喜びを伝える風と時間の祝祭〜（→P24）
尖 縄文ゼミナール（→P23）
17 尖 縄文を楽しむ教室
18 市 縄文を識る・特別講演会 大島直行
「縄文人の心 生命と再生をめぐる
精神性と世界観」
23 尖
縄文教室（→P23）
24 尖

｝

30 他
10月 1 他

©森 栄喜
８.25 - 9.12
縄文学習展示発表
（尖石縄文考古館にて）

きのこ食中毒防止展
｝

7 尖 尖石縄文の里 夜の火祭り
8 尖 尖石縄文まつり
9 尖 土偶の日記念対談「 土偶のリアル を語る」

8.26
仮面の女神誕生パーティー
（茅野市民館中庭にて）

14 尖 どんぐり見つけてあそびましょ
尖 縄文ゼミナール

（初・中級）
尖 縄文検定

15 尖 縄文かるた大会
21
22 市 平原綾香ライブ with 平原まこと

A

尖 縄文教室

｝尖 縄文教室

期間を通して開催するもの
尖 茅野他縄文学習展示発表（8/25〜9/12）
他 市民活動展（8/26〜10/26、茅野市図書館にて）
尖 特別展「

CHINO
縄文
×
」
（開催中〜10/22）
茅野
JOMON

他 縄文ライフフェスティバル開催記念
フレーム切手シート販売
（9/9〜10/22、茅野市・原村・富士見町の郵便局にて）

他 プラネタリウム（八ヶ岳総合博物館にて）（→P24）
凡例 尖 尖石縄文考古館を会場に開催のイベント
市 茅野市民館を会場に開催のイベント
A 縄文アートプロジェクト2017 茅野市民館 ☎82−8222
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尖石縄文考古館

無料開館

A 縄文アートプロジェクト2017
・道しるべの土器ランプ
（9/9〜10/22）
・藤森照信 新作茶室 竪穴式茶室「低過庵」
（9/17他）
・ギャラリーバードハウス
（10/1〜10/22）
・ギャラリービオラハウス
（10/1〜10/22）
・こどもたちとみんなの JOMON アートワーク（10/1〜10/22）
・まちの展 vol.4（10/1〜10/22）
・縄文のうつわ展（9/22〜10/2）
・JOMON フードスケープ（10/8他）

問 縄文プロジェクト推進室 ☎72−2101（内線233）

講演会

八ヶ岳 JOMON ライフフェスティバル「縄文」を識る・特別講演会

縄文人の心

生命と再生をめぐる精神性と世界観
問

茅野市尖石縄文考古館

☎76−2270

心理学、神話学、宗教学等の様々な視点から、従来の考古学の枠を超えた考古学研究に挑む大島直行氏を講師に迎え、
縄文人の「心」を存分に語っていただきます。

と

き

ところ

月

日（月・祝）午後1時30分〜
（開場午後1時）

茅野市民館コンサートホール

講 師 大島 直行 さん
ైؙؙؙؙචୢఐপ৾৩ઇ౸قୢؚ৾كমઅଽ৾ੈভ৶হ

ؙؙؙؙؙমযథ৾ভ௬৮৩ؚਨਲઅଽ৾ভভশؚਸ਼ઢ౭ೖਭೖ
जभؙؙোৃ૮મؚணखाਂਏ

第27回茅野市農業祭（第13回ＪＡ信州諏訪茅野市会場農業祭）
と き ９月23日（土・祝）
ところ 茅野市運動公園
イベント内容
・歌謡ショー（「暗闇仕留人」の主題歌『旅愁』でお馴染み 西崎緑さん）
・アンパンマンショー握手・撮影会
・姉妹都市農水産物販売（丸干しいわし、シャインマスカット、梨など）
・地元農産物の直売・木工教室・餅つき大会・そば打ち体験・米つりコーナー
・福引き・陸上記録会など
お願い
・駐車は指定の駐車場へお願いします。 ・ゴミはお持ち帰りください。
・歌謡ショー、アンパンマンショーにお越しのお客様は上履きをご用意ください。
問 JＡ信州諏訪 茅野市中央支所 ☎72−2426 農林課 農政係 ☎72−2101（内線403）
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公立大学法人公立諏訪東京理科大学の職員を募集します
平成30年４月に設立予定の
『公立大学法人公立諏訪東京理科大学』の職員を次のとおり募集します。
≪主な職務の内容≫
一般事務
（総務、産学官連携、経理・管財、教務・学生支援、入試・広報等に関する事務）
（採用日：平成30年４月１日）
≪職種および採用人員≫
①事務
（上級）
一般…３人程度
②事務
（上級）
社会人経験者…３人程度
③事務
（上級）
大学事務経験者…若干人
④事務
（中級程度）
大学事務経験者…若干人
≪受験資格≫
①昭和62年４月２日以降に生まれた方で、大学を卒業または卒業見込みの方
②昭和57年４月２日以降に生まれた方で、
大学を卒業し、
民間企業等における職務経験を７年以上有する方
③昭和47年４月２日以降に生まれた方で、
大学を卒業し、
平成19年４月１日以降に大学事務経験を３年以上有する方
④昭和47年４月２日以降に生まれた方で、平成19年４月１日以降に大学事務経験を3年以上有する方
※パソコン操作
（Word、Excel等のアプリケーションソフトの操作）
ができる方を求めます。
※次のいずれかに該当する方は受験できません。
○成年被後見人または被保佐人
○禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行
を受けることがなくなるまでの方
○日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを
主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した方
○外国籍の場合は、採用日までに日本
国内における活動に制限のない在留資格を取得できない方
≪応募受付期間及びおよび試験日程等≫
応募受付期間 平成29年９月11日
（月）
〜９月29日
（金）※提出書類は応募期間末日の午後５時までに必着のこと
願 書 提 出 先 諏訪東京理科大学事務部
試
験
日 【第一次試験】 平成29年10月15日
（日）
【第二次試験】 第一次試験合格者「第１回目」平成29年11月20日
（月）
「第２回目」平成29年11月28日
（火）
≪試験会場≫ 諏訪東京理科大学
≪提出書類≫
○受験願書
「指定様式:受験願書１
（写真貼付）
、受験願書２
（上級一般は不要） ○最終学校の成績証明書
（社会人
経験者及び大学事務経験者は不要） ○卒業証明書または卒業見込証明書
（中級程度大学事務経験者は不要）
○資格取得証明書の写しまたは資格取得見込証明書 ○本人の住民票
この採用試験の実施に際して受験申込者から取得する個人情報は、
この採用試験のために必要な範囲でのみ使用します。
≪勤務条件≫
勤務時間、
給与等は公立大学法人公立諏訪東京理科大学
（平成30年４月１日設立予定）
の規則・規程によります。
［問い合わせ先］
〒391−0292 長野県茅野市豊平5000番地１ 諏訪東京理科大学事務部
☎0266−73−1201
（代表）
9：00〜17：00
（土・日、祝日を除く）
〒391−8501 長野県茅野市塚原二丁目６番１号 諏訪広域公立大学事務組合
（事務局）
茅野市企画部大学準備室
☎0266−72−2101
（内線272） 8：30〜17：15
（土・日、祝日を除く）
詳細は、諏訪東京理科大学または茅野市大学準備室のホームページをご覧ください。

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
ていただきます。

ホームページのこのバナー

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。登録をお待ちしています。
問い合わせ
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地域戦略課
2017.9

広報戦略係

☎72−2101
（内線 235）

平成

年 度 保 育 園 等 入 所 受け 付け
問い合わせ

平成 年度中に︑保育園・認定こども園︵以下﹁保育園等﹂という︒
︶に入所を希望される児童の
入所説明会と入所受け付けを行います︒
入所受け付けでは︑﹁保育の必要性の認定﹂の申請と入所申込の受け付けを併せて行います︒日
程等は︑次ページの一覧表をご覧ください︒
なお︑現在保育園等に入所している児童で︑継続入所の申し込み等が必要な方には︑通園して
いる保育園等から別途お知らせします︒︵広域入所児は除きます︶

幼児教育課 幼児教育係 ☎

してください︒園での面接をし
ますので︑できる限り第１希望
の保育園等に︑お子さまを連れ
てお越しください︒
ただし︑希望の保育園等の受
け付け日に都合がつかない場合
は︑その他の保育園等への提出
も可能です︒

入所の承諾

・ ２１０１
︵内線 ６２３︶

あり︑就労時間と通勤時間を考
慮したときに︑認定時間内では
送迎ができない﹂などの理由が
認められる場合に限り︑他市町
村の保育園等を選択することが
できます︒
希望する保育園等が入所可能
かどうかの調整が必要になりま
すので︑幼児教育課に直接ご相
談ください︒

保育園施設等の安全性の確保︑
および長寿命化を図るため平成
年度は北山保育園︑小泉保育
園︑平成 年度は宮川第二保育
園︑中大塩保育園のリノベーシ
ョンを行います︒
工事期間中に該当園に入所し
ている児童は︑近隣園での合同
保育となります︒
詳細については︑入所説明会
でご案内します︒

8
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72

保育園等のリノベーション
２月中旬に︑入所決定のお知
らせを保護者あてに送付します︒ ︵大規模改修工事︶を行います
認定こども園は︑施設から別途
ご案内いたします︒

年度途中入所の予約

産休・育休明けからお子さま
を入所させたい︑またはこれか
ら出産予定のお子さまを入所さ
せたい等の理由で︑年度途中か
ら入所を希望する場合も申し込
みが必要です︒
平成 年度中に入所希望の方
は︑入所説明会にお越しくださ
い︒︵保育園等への入所は生後
6か月を経過してからとなりま
す︶

市外の保育園等にも入所ができます

茅野市に居住していても︑
﹁保護者の就労先が茅野市外に

31

保育園の選択
入所説明会に出席して︑保育
の内容を聞いたり︑保育園等の
様子を見たりして︑保護者が園
を選択できます︒
ただし︑年齢ごとの受け入れ
可能人数を超える申し込みがあ
った場合は︑第一希望以外の保
育園等に入所していただく場合
があります︒

申し込みの受け付け

64

入所説明会で配布する申込書
類等に必要事項を記入し︑希望
の保育園等の受け付け日に提出

30

30

入所できる児童

※１か月 時間以上の就労を常
態とし︑原則として労働に見
保育の必要性の認定
合った対価を給与又は報酬等
﹁保育の必要な事由﹂
の①〜⑧
として受け取っている
を考慮し︑3つの区分の認定を
②妊娠中である︑または産後間
行います︒
もない︵産前３か月・産後６
1号認定 ２号認定に該当しな
か月︶
い満３歳以上の児童で保育園
③病気︑または身体に障害を有
等での特別利用保育を希望す
している
る場合
④長期間にわたり疾病の状態に
２号認定 満３歳以上の児童で
ある︑または身体に障害を有
﹁保育の必要な事由﹂
に該当し︑
する親族を常時介護している
保育園等での保育を希望する
⑤震災︑火災︑風水害等で災害
場合
の復旧を行っている
３号認定 満３歳未満の児童で
⑥起業準備を含む求職活動︵入
﹁保育の必要な事由﹂
に該当し︑
所月を含む３か月︶を継続し
保育園等での保育を希望する
て行っている
場合
⑦就学している︵職業訓練校等
における職業訓練を含む︶
保育の必要な事由
⑧市長が認める①〜⑦に類する
状態にある
２号・３号認定を受けるため
には︑児童の保護者が次のいず
れかの事由に該当する必要があ
ります︒
①就労している︵会社勤務︑パ
ートタイム︑内職︑自営業等︶

30

30

保育園は︑保育の必要性の認
定を受けた︑２号・３号認定児
童が入所できます︒ただし︑３
歳以上の児童は︑保育園の定員
管理に支障がなければ︑１号認
定児童として6時間以内︵８時
〜 時︶の時間で入所すること
ができます︒
認定こども園は︑２号・３号
認定児童と１号認定児童がそれ
ぞれ定員枠内で入所できます︒
︵１号定員 各学年５名︶
14

平成30年度

入所説明会および入所受け付け日程表

入所説明会
と

き

下記一覧表のとおりとなります。
受付開始 15：45
説明会 16：00（おおむね１時間程度） ところ 保育園等リズム室
内 容 入所申込書類の配布、記入方法の説明、保育の内容、保育園等の生活について
持ち物 筆記用具 ※託児あり
入所受け付け
と き 下記一覧表のとおりとなります。受付時間は保育園等で異なります。
ところ 保育園等
内 容 入所申し込み受け付け、面接
持ち物 ・入所説明会で配布する入所申込書類 一式
・保育料引き落とし希望口座の通帳、印鑑
・健康保険証
・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳（在宅障害児（者）
がいる世帯の方）
・児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書（受給されている方は、保育料が軽減となる場合があります）
・どんぐり手帳
・保護者および入所希望児童のマイナンバー（個人番号）カード
またはマイナンバー（個人番号）通知カード
予定定員

施

設

名

所

在

地

電話番号

開所時間

内は内 入所説明会
乳児 （ ）

入

所

受

付

3才未満児

公 ちの保育園

塚原1−13−5

72−3076 7：30〜19：00

○

200
（50）9月29日
（金）10月24日
（火） 9：00〜10：30

公 宮川保育園

宮川4458−2

72−2601 7：30〜19：00

○

120
（30）10月2日
（月）10月27日
（金） 9：00〜10：30

公 宮川第二保育園

宮川1277−1

72−2589 7：30〜18：30

○

60
（21）9月26日
（火）10月31日
（火）14：30〜15：30

公 玉川保育園

玉川3439

72−3265 7：30〜19：00

○

220
（50）9月28日
（木）10月25日
（水） 9：00〜10：30

公 湖東保育園

湖東5646−1

78−2637 7：30〜18：30

○

130
（40）9月29日
（月）14：30〜15：30
（金）10月30日

公 笹原保育園

湖東1298−1

76−2512 8：00〜16：00

公 豊平保育園

豊平2486−1

72−2925 7：30〜18：30

○

100
（20）9月27日
（木）14：30〜15：30
（水）10月26日

公 北山保育園

北山4810−1

78−2330 7：30〜18：30

○

100
（20）9月29日
（金）10月30日
（月）14：30〜15：30

公 中央保育園

本町東15−14 72−2602 7：30〜18：30

○

（金）14：30〜15：30
90
（24）9月28日
（木）10月27日

公 米沢保育園

米沢6160

72−6249 7：30〜18：30

○

（火）14：30〜15：30
120
（30）9月26日
（火）10月31日

公 金沢保育園

金沢1164−1

72−2419 7：30〜18：30

○

（水）14：30〜15：30
（火）10月25日
100
（20）10月3日

公 泉野保育園

泉野2650−1

79−3639 8：00〜16：00

○

（火）14：30〜15：30
60
（17）10月2日
（月）10月24日

公 小泉保育園

玉川927−243 72−7401 7：30〜18：30

○

（木）14：30〜15：30
（火）10月26日
90
（24）10月3日

公 みどりヶ丘保育園

宮川8630−1

72−0333 7：30〜16：00

○

（火）14：30〜15：30
90
（24）9月26日
（火）10月24日

公 中大塩保育園

中大塩8−12

72−3126 7：30〜18：30

○

（金）14：30〜15：30
100
（26）9月28日
（木）10月27日

私 玉川どんぐり保育園

玉川2213−1

82−5588 7：30〜19：00

○

（月） 9：00〜10：30
210
（40）10月3日
（火）10月30日

私 わかば保育園

宮川11020

72−7016 7：30〜19：00

○

（木） 9：00〜10：30
（月）10月26日
200
（33）10月2日

75−1120 7：30〜19：00

○

（火） 9：00〜10：30
120
（33）9月27日
（水）10月31日

私 よこうち認定こども園 ちの2576−1

35
（ 5）9月27日
（水）10月25日
（水）14：30〜15：30

茅野聖母幼稚園の入園受け付け
入所受け付け等につきましては、直接幼稚園へお問い合わせください。
所 在 地 茅野市仲町14−7
開所時間 午前８時〜午後５時30分（預り保育時間：午前８時〜午前８時20分と午後２時30分〜午後５時30分）
予定定員 120名
※預り保育・２歳児保育につきましてはご相談ください。※９月26日
（火）午前10時から入園説明会を開催します。
問い合わせ 茅野聖母幼稚園 ☎72−3512
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平 成29年度茅 野 市表 彰式
〜市の発展にお力をいただいた方々を表彰〜

問

総務課 行政係
☎72−2101（内線 132）

平成29年度茅野市表彰式が、８月１日
（火）
に市役所大ホールで行われました。茅野市表彰式は、市
政や公益、教育文化などの発展に功績のあった個人や団体を顕彰するものです。
自治功労・産業功労・社会福祉功労・教育文化功労・防火防犯功労として市長表彰が、また、篤志
寄付をいただいた個人・団体、市政にご協力いただいた個人・団体に市長感謝状が贈られました。

茅野市表彰式表彰者
（敬称略）
◇自治功労

◇教育文化功労

宮 坂 武 男
（地方自治の振興）
北 沢 千登勢
（地方自治の振興）
望 月 克 治
（地方自治の振興）
宮 里 豊 子
（地方自治の振興）
奈 良 松 範
（地方自治の振興）
稲 沢 克 祐
（地方自治の振興）
北 原 道 雄
（地方自治の振興）
細 田 岩 信
（地方自治の振興）
原
房 子
（地方自治の振興）
永明寺山ふれあいの森を創る会
（地方自治の振興）
特定非営利活動法人サポートＣ
（地方自治の振興）

牛
伊
名
守
増
北
田
竹
備
母

◇産業功労
若御子
丸 山
伊 藤
寺 澤
長 田
藤 森
宮 澤
小 川
竹 村
田 村
寺 島
小 池

善
博

久
剛
夫

幸 子
憲 司
親 義
武 彦
公 一
庄 市
滿佐雄
隆 夫

（地域の産業振興）
（地域の産業振興）
（地域の産業振興）
（地域の産業振興）
（地域の産業振興）
（地域の産業振興）
（地域の産業振興）
（地域の産業振興）
（地域の産業振興）
（地域の産業振興）
（地域の産業振興）
（寒天業の振興）

◇社会福祉功労
金 田 照 俊
（民生委員･児童委員・茅野市福祉委員）

山
藤
取
矢
田
澤
中
村
前
子

英
千
孝
安
政
文
澄
照
草

彦
志
秋
二
治
之
司
子
子

（教育行政の推進）
（体育の振興）
（体育の振興）
（社会教育の振興）
（社会教育の振興）
（社会教育の振興）
（社会教育の振興）
（生涯学習の推進）
（子育て支援の活動）
（子育て支援の活動）

◇防火防犯功労
竹
濵
朝

内
倉

克
勝
祐

美
之
一

（地域の消防団活動）
（地域の消防団活動）
（防火活動の推進）

◇篤志寄付
柿 澤 大 輔
（社会福祉事業寄付金）
株式会社ハイライト
代表取締役 岡部憲一（環境整備事業寄付金）
中 村 梧 郎
（写真の寄贈）
永 由 信 人
（洋画の寄贈）
藤 森 照 信
（写真の寄贈）
古 畑 隆 之
（彫刻の寄贈）
宮 坂 正 次
（洋画の寄贈）

◇市政協力
茅野市身体障害者福祉協会
（身体障害者福祉に貢献）
里 見 一 明
（統計調査員）

広報ちの
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問 地域戦略課 広報戦略係
☎72−2101
（内線234・235）

平成29年就業構造基本調査の回答にご協力をお願いします

就業構造基本調査は、国が実施する調査のうち、統計法により特に重要なものとされる「基幹統計調査」として実施する調査です。
調査の結果は、国の基本的な方針決定の基礎資料として活用されるほか、地方公共団体における雇用対策などの各種施策に利用されます。調査
への回答内容を統計作成の目的以外に使用することはありません。 お忙しい中たいへんお手数をおかけしますが、調査員が伺いしましたら、調
査票の回答に、ご協力をお願いします。

調査は平成29年10月1日現在で実施します。
平成29年調査は、10月1日に実施します。調査をお願いする世帯には、9月下旬に調査員が伺い、調査書類をお配りします。皆様により便利に
ご回答いただくため、パソコンやスマートフォンを使って、簡単にインターネットで回答することが可能となっていますので、調査の趣旨をご
理解いただき，ご回答をお願いします。

調査の目的は?
正規・非正規雇用者の就業状況の違い、高齢層・若年層の就業状況、育児・介護と就業の関係などについて、全国、地域別に明らかにすること
です。

調査の対象は?
統計理論に基づく方法によって全国から無作為に選ばれた約52万世帯（15歳以上の世帯員約108万人）です。

次のような事柄について調査します。
（1）すべての人について…男女の別、出生の年月、教育の状況、育児・介護の有無など。
（2）ふだん仕事をしている人について…雇用契約期間、仕事内容、一週間あたりの就業時間、現職に就いた理由など。
（3）ふだん仕事をしていない人について…就業希望の有無、希望する職種、求職活動の有無など。

簡単・便利なインターネット回答をご利用ください。
インターネット回答がご利用できます。平成29年10月9日（月）までにご回答をお願いします。インターネットでの回答にご協力をお願いします。
インターネット回答ができなかった世帯へは、調査員が調査票の回収に伺います。

かたり調査にご注意ください。
統計調査を装った「かたり調査」にご注意ください。
調査員は、顔写真付きの「調査員証」を携帯しています。不審に思ったら、市役所・広報戦略係までお知らせください。

就業構造基本調査コールセンター
調査票の記入等、ご不明な点がありましたら、下記コールセンターまでお問い合わせください。
就業構造基本調査コールセンター
【電話番号】 0570−07−1937（ＩＰ電話の場合03−6748−1970）
【受付時間】 午前８時から午後９時まで（土・日・祝日もご利用いただけます。
）
【開設期間】 平成29年８月25日
（金）
から10月26日
（木）
まで

就業構造基本調査について詳しく知りたい場合には
総務省統計局がホームページ上で就業構造基本調査について案内しています。
総務省統計局ホームページ内の就業構造基本調査に関するページhttp://www.stat.go.jp/data/shugyou/2017/index.htm
にアクセスするとご覧いただけます。

ＮＰＯ法人 八ヶ岳森林文化の会からのお知らせ
チェーンソークラフト講習会 参加者募集！
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URL：http://www.8moribunka.org/

秋の観察会

参加者募集！

〜 市民の森の間伐材で イス、プランター、ベンチ作り 〜

〜 市民の森で樹木巡り 〜

「市民の森」吉田山の間伐材カラマツを活用し、チェーンソー
を利用してクラフト品を制作する体験講習会です。チェーンソ
ーをお持ちで、クラフト品の制作に興味のある方はご参加くだ
さい。制作したクラフト品をお持ち帰りできます。

「イタヤカエデはなぜ自ら幹をからすのか」など樹木に関する
著書が多い渡辺一夫さんを講師に迎え、市民の森の樹木を観察
し、それぞれの樹木の特徴や生きるための多様な戦略などを学
びます。

）
と き 9月10日（日）午前9時〜午後3時（雨天の場合は17日（日）
ところ 市民の森（吉田山）横河口集合
持ち物 チェーンソー
（必須）
（特にクラフト用でなくてよい）
チェーンソーを利用した作業が出来る服装
（防護ズボン、
防護
メガネ、
厚手の手袋）、昼食、
飲み物
（水分は十分お持ちください）
参加費 1,500円／人
定員 10名（先着順）
申込・問 8月26日
（土）
〜9月7日
（木）
までに、氏名、住所、
電話番号
（連絡用）
を下記
へお申し込みください。
☎090−5437−2881
（川手）
Ｅメール
kawate@8moribunka.org

と き 10月1日
（日）午前9時30分〜午後3時ころ
※雨天の場合、事務所にて座学。
（座学の場合は当日8時までに連絡）
ところ 市民の森
（吉田山）
駐車場集合
※雨天の場合、八ヶ岳森林文化の会事務所（茅野市玉川7167−2）
講 師 渡辺一夫さん
（森林インストラクター 農学博士）
定 員 20人
（先着順）
費 用 500円／人
（ただし小学生以下のお子様は無料）
持ち物 散策のできる服装、雨具、昼食、飲み物
申込・問 8月25日
（金）
〜9月25日
（月）
までに氏名、
住所、
雨天
の場合の連絡先を下記へお申し込み
ください。
☎0266-76-6885（井村）
Eメール imura@8moribunka.org
共催 茅野市、市民の森を創る会
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茅野市産後ケア事業について
出産後自宅に帰っても手伝ってくれる人がいなくて不安、授乳がうまくいかない、赤ちゃんのお世話の仕方
や生活リズムがわからないなど、育児やからだの回復に心配のあるお母さんと赤ちゃんの新生活がスムーズ
にスタートできるよう、医療機関や助産所等で母乳相談や育児相談等が受けられる事業です。費用の一部を
市が負担します。
【対象者】
平成29年４月以降に出産し、茅野市に住所があるお母さんとお子さん。
訪問・相談型は１歳６か月以内、宿泊型・通所型は生後３か月以内。
【サービスの内容】
○訪問・相談型
１回2,000円の利用券を６枚発行し、医療機関や助産所等で母乳相談や育児相談を受けることができます。
（注）
（
注 ）・サービスに要した費用の差額は、個人負担となります。
・医療機関で行っている健診や集団指導では利用できません。
・相談１回につき1枚の利用となります。
○宿泊型・通所型
出産後のお母さんの体を安静に保ち、赤ちゃんが適切な養育を受けられる環境を整備できるよう、出産後
の一定期間において、母子で医療機関に宿泊及び通所することができます。費用の一部を市が負担します。
原則７日
（６泊７日）の範囲内で利用できます。
◇費用について
（１）
宿泊
・市負担額８割
（上限１日15,000円 多胎児２人目以降１日6,000円加算）です。
・市負担額を超えた差額は、個人負担になります。
（２）
通所
・市負担額８割
（上限１日8,000円 多胎児２人目以降１日2,000円加算）
です。
・市負担額を超えた差額は、個人負担となります。
※市町村民税非課税世帯・生活保護世帯はすべて市が負担します。
該当する方は、証明できる書類を申請書と一緒に提出してください。
【手続き】申請書を提出してください。
※申請書、利用できる施設一覧は茅野市ホームページからダウンロードすることができます。茅野市健康
づくり推進課または、お近くの保健福祉サービスセンターの窓口にありますのでお問い合わせください。
【問い合わせ・申請窓口】
健康づくり推進課健康推進係
（茅野市健康管理センター内）☎82−0105

茅野市不妊及び不育症治療費助成事業について
不妊治療を受けたご夫婦に治療費の一部を助成しています。
【対象者】
助成金の交付申請する日の１年以上前から市内に居住し、かつ、現に市内在住の方で、戸籍上の夫婦。
ただし、市税の滞納がないこと。
長野県で行われている「長野県不妊に悩む方への特定治療支援事業」が優先となり、所得制限や治療内容
等が対象外であり、長野県への申請ができない場合が該当となります。
助成金の交付は、同一の夫婦に対して５回までです。
【助成金額】
助成金額は、不妊・不育治療に要した医療費の自己負担額の２分の１で、限度額は治療内容によって異な
ります。
【申請に必要な書類】
○茅野市不妊及び不育症治療費助成金申請書
○茅野市不妊及び不育症治療費助成事業不妊治療等実施医師証明書
○茅野市不妊及び不育症治療費助成事業精巣内精子採取術実施証明書
（不妊治療の一環で精巣内精子採取術をおこなった場合）
○戸籍謄本
○住民票
○納税証明書
（夫婦２人分）
【注意事項】
申請される方は、治療が終了した日の翌日から起算して３か月以内に申請してください。
＊申請書類は、茅野市ホームページからダウンロードすることができます。または、茅野市健康管理センタ
ーの窓口にありますのでお問い合わせください。
【問い合わせ・申請窓口】
健康づくり推進課健康推進係
（茅野市健康管理センター内）☎82−0105
広報ちの
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茅野市ぼくらの未来プロジェクトの中高生による企画

★古本カフェ＆室内ミニプレイパーク in ゆいわーく茅野 開催★
ぼくらの未来プロジェクトの中高生が企画して、本とお菓子、遊びでまちを元気にすることを目的に
古本カフェ＆室内ミニプレイパークを開催します。
古本カフェではメンバーが事前に集めた古本を読んだり、お菓子やジュースを楽しんだりできます。また、併
設する室内プレイパークでは、けん玉やベイゴマなどの昔遊びで自由に遊ぶことができます。
入場料は子ども無料、大人は100円です。まだまだ暑い季節ですが、小さなお子さんから高齢者までぜひ大
勢の皆さんでお越しください。なお、当日の収益は書籍を購入して市内施設への寄付を予定します。

中高生メンバーが企画・運営しているよ！
室内ミニプレイパークもあるよ！

と

き

9月３日
（日）午前10時〜午後３時
（都合のいい時間帯にお越しください。
）
ところ 茅野市市民活動センター『ゆいわーく茅野』３F集会室
入場料 子ども 無料、大人 100円
その他 気に入った古本は無料でお持ち帰りいただけますが、市内施設
への書籍寄付にご協力いただける方は協力募金をお願いします。
未来プロジェクトのメンバーを募集しています。中学生、高校生世代で
まちづくりに参加してみたい方は、事務局のこども課こども係（内線
612）
までお気軽にお問い合わせください。

茅野市情報プラザ 〜パソコン講座参加者募集のお知らせ〜
講座① 初めてのデジカメ写真活用講習会 〜デジカメ写真でハガキを作成！〜
◇講習日程
◇募集人員
◇受講条件
◇参 加 費
◇講習会場
◇ 申込期間

Windows10
Word2016を使用

10／13（金）、10／17（火）
、10／20
（金）
、10／24
（火）
、10／27
（金）
、10／31
（火）
１組 午後１時30分〜３時30分
２組 午後７時〜９時
定員10名（茅野市在住または在勤で受講条件を満たし、全日程受講できる方）
デジタルカメラをお持ちで、
初めてのワード講習会受講者またはワードで簡単な文書・表作成ができる方。
受講料2,000円 ＋ テキスト代 ※講習会初日にお支払いいただきます。
茅野市情報プラザ 多目的ホール（諏訪東京理科大学 生涯学習センター内）
9／7
（木）〜9／20（水）午前10時〜午後５時30分
（月曜日は休館日）

講座② どっとネット簡易ホームページ作成講習会 〜どっとネットの機能でホームページ作成〜
◇講習日程
◇募集人員
◇受講条件
◇参 加 費
◇講習会場
◇申込期間
申込方法

10／19（木）午後１時〜４時（１日間の計３時間講習）
５名（茅野市在住または在勤で受講条件を満たす方）
（先着順）
WindowsおよびOﬃce（Word・Excel等）の基本操作ができる方
無料
茅野市情報プラザ 多目的ホール（諏訪東京理科大学 生涯学習センター内）
9／7
（木）〜9／20（水）午前10時〜午後５時30分
（月曜日は休館日）

①電話でお申し込みください。
（申込開始時は電話が混み合い、つながりにくくなる場合がございますが、
ご容赦ください。
）
②申し込み時に、希望講座名・希望組名・氏名・年齢・電話番号等を確認します。
③応募多数の場合は抽選により受講者を決定し、情報プラザより受講確定の電話を差し上げますが、テ
キスト発注・納期の関係上、連絡日から2日以内に連絡が付かない場合は受講キャンセルとなります。
なお、抽選から漏れた方へは連絡しませんのでご了承ください。
④応募少数の場合は中止させていただく場合もありますので、ご了承願います。

申込・問 茅野市情報プラザ ☎82−7602 茅野市豊平5000−1 諏訪東京理科大学 生涯学習センター内
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茅野市都市計画マスタープラン改定及び、立地適正化計画の
策定を進めています
立地適正化計画とは

○日常生活を支える医療・商業・福祉施設などの生活利便施設の維持・確保や
居住の促進を図るための方針・施策をまとめる計画です。

現状

計画策定の必要性

急激な人口減少
による市街地や
集落の人口密度
低下

将来的に…

一定の利用圏人口に支えられて
きた病院やスーパーなどの生活
利便施設の維持が困難となるこ
とが予想されます。

将来の人口動向や想定
される課題を見据えた
都市づくりを進めてい
く必要があります。

茅野市では、2005（平成17）年をピークに総人口が減少傾向にあり、2015（平成27）年時点の総
人口は55,912人となっています。現状のまま推移した場合、2040年には46,548人※と、約10,000
人減少すると予測されます。（※国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口より）

立地適正化計画の概要 立地適正化計画では、法律や国の指針に基づき、以下の事項を定めます。
立地適正化計画で定める主な内容

立地の適正化に関する
基本的な方針

既存集落の拠点

生活利便施設の計画的配置や
人口密度の維持、公共交通の
充実に関するまちづくりの方針

用途地域外

都市機能誘導区域
日常生活に必要な生活利便施設
（誘導施設）の維持・確保を図る
区域

誘導施設
都市機能誘導区域内において、
維持・確保すべき生活利便施設

用途地域

居住誘導区域

市内全域

生活利便施設を維持・確保する
ため、居住を促進し、一定の
人口密度の維持を図る区域

（都市計画区域）

○茅野市立地適正化計画の策定にあたっては、市内全域を対象として、茅野駅周辺の中心市街地を
はじめ、用途地域外の既存集落における都市づくりのあり方を検討していきます。
〜「茅野市都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策定に関する説明会」の開催 〜
日 時
場 所
内 容

９月26日
（火） 午後７時から午後８時30分
茅野市役所 議会棟 大会議室
茅野市都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策定に関する概要説明会
問

都市計画課都市計画係

☎72−2101（内線534）
広報ちの
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太陽光発電設備などの設置に当たって
〜茅野市再生可能エネルギー発電設備の設置等に係るガイドライン〜
最近、太陽光発電設備の設置に関してトラブルが多く発生しています。事業者の皆さんには発電設備
の設置を計画するに当たって、ガイドラインの趣旨をよく理解されたうえで、安全性や周囲の景観等に
ついて十分検討し、近隣にお住まいの皆さんへの説明や、市への届出など必要な手続きを経て、近隣に
お住まいの皆さんの理解を得たうえで事業に当たるようお願いしています。
○ガイドラインについて
東日本大震災に起因した福島第一原発事故を契機に、
茅野市においても再生可能エネルギーの導入が急激に
拡大しています。
一方で、導入に伴う周辺環境への悪影響を懸念する
声も寄せられ、発電設備の設置による災害の防止、健
全な生活環境の保全、身近な自然や景観等の保護、地
域との調整が課題となっています。
こうしたことから、茅野市では、再生可能エネルギ
ー発電設備の新設などを行う事業者に対して、市や関
係区、近隣にお住まいの方に対して事業概要を明らか
にするための手続や、設備の設置等に当たって配慮す
べき事項を定めることにより、適正な設備の導入や管
理を促し、市民の皆さんの安全と安心を確保するため
「茅野市再生可能エネルギー発電設備の設置等に係る
ガイドライン」を制定しています。
問

環境課

環境保全係

・関係区、近隣住民に対する説明・調整
事前に関係区や近隣住民に対する説明会を実施し、
説明会で出された質疑、意見には適切に対応してい
ただくようお願いしています。
・設備の設置等に当たっての配慮
災害の防止対策や景観への配慮などについて調整
等を行うよう努めていただくようお願いしています。
・市に対する届出
計画概要が明らかになった時点で、再生可能エネ
ルギー発電設備の設置等に係る計画書を市に提出し
ていただくようお願いしています。
※７月５日にガイドラインを改正しました。今回の改
正は、ガイドラインの基本的な考え方を示す理念の
部分の修正のみで、様式など内容については従来ど
おりですが、内容についても現在修正を検討中で、
本年末を目途に改正作業を進める予定です。
☎72−2101（内線262・263）

市営住宅・サンコーポラス旭ヶ丘団地の入居者を募集します
団

地

名

ひばりヶ丘団地

E棟 ※

建設年度

構造

間取り

募集戸数

家

賃

平成18

耐火

1DKY

1戸

14,200円〜21,100円

小坂団地

C棟

平成元

耐火

3DKY

2戸

19,000円〜28,300円

小坂団地

D棟

平成2

耐火

3DKY

1戸

19,300円〜28,700円

平成6

耐火

3DKY

27戸

27,000円〜40,000円

サンコーポラス旭ヶ丘

［表の見方］間取りの数字は部屋数「DK」
はダイニングキッチン「Y」
は浴室
（風呂付）
※ひばりヶ丘団地E棟は60歳以上の夫婦又は単身者を対象とする住宅です。
申し込み資格等
①既に同居、または同居しようとする親族がいる方
②世帯の合計月収が、15万８千円以下の方。ただし、高齢
者世帯・障害者世帯・中学校卒業までの子がいる世帯等21万
４千円以下の方
サンコーポラス旭ヶ丘団地は15万8千円を超え38万7千
円以下の方
③住宅に困っていることが明らかな方
④市内に居住されている方、または市内に勤務場所を有する方
⑤市町村税を滞納していない方
⑥本人又は既に同居、若しくは同居しようとする方が暴力団
員でない方
提出書類
・市内に居住されている方
①市営住宅入居申込書
②その他事実を証明するもの（婚約証明書等）
・市内に勤務場所を有する方
①市営住宅入居申込書
②住民票
（入居予定者全員を記載した続柄表示のあるもの。
）
③所得・課税・扶養証明書または源泉徴収票
（入居予定者全員分。ただし、中学生以下は除く。
）
④納税証明書（入居予定者の納税義務がある方全員分）
⑤その他事実を証明するもの
（給与証明書等）
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その他
①入居に際しては、原則として親族２人の連帯保証人が必要
です。
②申込書に記入してある方（申込者と同居親族）
のみ入居でき
ます。
③敷金として、家賃額の３か月分（サンコーポラス旭ヶ丘は
２カ月分）
を納入していただきます。
④犬や猫等のペットを飼うことはできません。
⑤サンコーポラス旭ヶ丘の駐車場使用については、２台目以
降使用料が必要となります。
⑥サンコーポラス旭ヶ丘の家賃については、新婚世帯及び子
育て世帯の該当者が申請することにより、減額となる制度
があります。
入居説明・抽選会
茅野市営住宅設置及び管理条例により選考します。なお、申
込者多数の場合は抽選となります。
と き 10月13日
（金）午後１時30分から
ところ 茅野市役所 ７階 702会議室
入居可能日 11月１日
（水）
申込受付期間
平成29年９月25日
（月）から10月10日
（火）
の
午前８時30分から午後５時まで
申込・問 都市計画課 住宅建築係（内線537）

観光まちづくり情報局

茅野市観光まちづくり協議会活動報告 Vol.1

観光を手段に、歴史あるまち並みを残しましょう
みなさん、こんにちは。観光まちづくり推進室の
佐々木美幸です。
私が感じる茅野市の魅力は、昔ながらのまち並み
が残っていることだと思います。
地区ごと、集落ごとに、まち並みが違います。た
とえば立派な土蔵や板倉が立ち並ぶ集落や生垣が
家をすっぽりと囲んだ地域など。こうした昔なが
らのまち並みが残っているのは、住民の方々がま
ちに対する愛情とプライドをもっている証ではな
いでしょうか。
先日、講演してくださったアレックス・カーさん
のお話に、ヨーロッパの美しいまち並みは、住民
のまちに対するプライドによって保たれていると
ありました。観光客はまち並みを見に旅行へ出か
けますが、その美しいまち並みを通して、地域住
民のプライドを見て感動するのかもしれません。
世界ではイタリアのフィレンツェ歴史地区、イギ
リスのバース市街等のまち並みが世界遺産に登録
されています。日本でも世界遺産の白川郷・五箇
村をはじめ、京都の祇園や長野の妻籠など、まち
並みが評価されて多くの観光客が訪れる地域があ
ります。

住民の力で、まちを変えましょう！
茅野市でも、観光という手段を使うことで、みな
さんのまちに対する愛情や地域のプライドを改め
て確認し、保たれてきたまち並みをこれからも残
していきたいと考えています。
そこで茅野市観光まちづくり協議会（事務局：観
光まちづくり推進室）では、古くからある家・古
民家のオーナーさんからの情報をお待ちしていま
す。「活用したいが、方法がわからない」、
「使わ
なくなったから壊そうと思っている」というオー
ナーさん、茅野の歴史あるまち並みを残すための
古民家の活用方法を、一緒に考えていきましょ
う！

ご連絡お待ちしております。

注）トラブル等防止のため、情報提供はオーナーさん
本人からのみとさせて頂きます。ご理解頂ければ幸
いです。

information

「農家民宿、日帰り体験とは？」説明会を実施しました!
茅野市観光まちづくり協議会
「農家さんとの交流を通して、茅野のファンを作りたい！」
６月２日に実施した北山地区コミュニティセンターでの説明会には、21人の方々にご参加頂きました。
当日は、農家民宿の概要や日帰り農業体験について、また長崎県・小値賀島（おぢかじま）での取り組み事例の映
像を交えながら、お伝えしました。
お集まり頂いた方々からは、「農閑期の体験はどうしたらいい？」や「日帰り体験の数時間で、どんな体験を提供
したらいいか？」とご質問を頂きました。種の選別や、農機具の説明など、農閑期や雨の日もできる事を体験さ
せてあげてください。農家さんとの交流の中で、農村でのありのままの体験をしてもらうことが目的なので、作
業の意味などを説明しながら、いつもどおりの作業を体験させてあげてください。
みなさまが継続して、楽しく体験を提供して頂けるよう、茅野市観光まちづくり協議会（事務局：観光まちづく
り推進室）ではみなさんの質問や疑問・不安をサポートします！
ご要望を頂ければ、地区コミュニティセンターでの説明会等も行いますので、是非お気軽にお問い合わせください。

「農家民宿」
、
「日帰り農村体験」ともに、ボランティアではなく、収入を得て行う活動です。
問

事務局：観光まちづくり推進室

担当：米田 章代

☎72−2101
（内線 451）
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身近な人の変化に気づいたら…
あなたにもできることがあります！
うつ病、依存症などの心の病気は、誰もがかかる可能性があります。
早期に適切な治療を受けることができれば早く回復へ向かうことができます。

自分や身近な人の様子が「いつもと違うな」と感じたら…
＜気づき＞
家族や仲間の変化に気づいて
声をかけましょう
・心の悩みや様々な問題を抱える人が発す
るまわりへのサインになるべく早く気づ
きましょう。
・変化に気づいたら「眠れていますか？」
など自分にできる声かけをしましょう。
＜つなぎ＞
早めに専門家へ 相談するよう促しましょう
・心の病気、社会・経済的な問題などを抱
えているようなら、公的相談機関、医療
機関などへの専門家へ相談につなげま
しょう。
・相談を受けた人も１人で抱えず、プライ
バシーに配慮しながら、本人の気持ちや
状況を理解してくれる家族や友人、上司
といったキーパーソンに協力を求めまし
ょう。

＜傾聴＞
本人の気持ちを尊重し、耳を傾けましょう
・悩みを話してくれたら時間をかけて、で
きる限り傾聴しましょう。
・話題をそらしたり、訴えや気持ちを否定
したり、表面的な励ましは逆効果です。
気持ちを尊重し、共感した上で、相手を
大切に思う自分の気持ちを伝えましょう。

＜見守り＞
温かく寄り添いながら、
じっくりと見守りましょう
・自然な雰囲気でからだや心の状態につ
いて声かけをし、あせらず優しく寄り
添いながら見守りましょう。
・必要に応じ、キーパーソンとなる人と連絡
をとり、専門家に情報を提供しましょう。
厚生労働省「自殺対策」ホームページ抜粋

茅野市ではメンタルヘルス出張講座と心の健康相談を実施しています

中小企業向け

メンタルヘルス出張講座

市内中小企業向けのメンタルヘルス出張講座を行っています。
（臨床心理士・セラピスト、インストラクター等が企業に出向いて
講座をします）
７月に行った講座では、臨床心理士による自分や同僚のこころの健
康についてのお話と、腰痛予防ストレッチ、脳とからだのリフレッ
シュをしました。

こころの健康相談
臨床心理士による個別相談です。秘密は厳守いたします。
日程、場所等は、相談者と臨床心理士と相談の上、決定します。
まずは、健康づくり推進課へお問い合わせください。
（※心療内科、精神科などへ受診をしていない方が対象です。）
メンタルヘルス出張講座・こころの健康相談に関する申し込み・問い合わせ先
健康づくり推進課（健康管理センター内）☎82−0105
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平成29年度実施予定

コミュニティースポーツ教室（後期）

身近な小中学校体育館などを会場に、各地区のスポーツリーダーが企画運営する教室です。子どもから大人まで誰でもが、
自分の体力に応じて気軽にできるスポーツを楽しむことでコミュニティを活性化させることを目的としています。皆さんの
ご参加をお待ちしています。
地区

教

ちの
宮川
米沢
玉川
泉野
金沢
北山
湖東
中大塩

日
時
9/7〜9/28 毎週木曜日 全4回
インディアカ教室後期
19:00〜21:00
10/3〜10/31 毎週火曜日 全5回
ふらば〜る教室後期
19:00〜21:00
9/20〜10/11
毎週水曜日 全4回
ふらば〜る教室
19:00〜21:00
11/7〜11/21 毎週火曜日 全3回
体力づくり教室
19:00〜21:00
9/1〜12/8（10/6・11/3を除く）
毎週金曜日 全13回
ニュースポーツ教室（後期）
19:15〜21:00
10/7（土）
秋のウォーキング
9:00〜14:00
10/28（土）
諏訪湖１周ウォーキング
9:00〜14:00
9/5〜12/26（12/7、14、21を除く）
毎週火・木曜日 全30回
ニュースポーツ教室②
19:30〜22:00
9/13〜11/15 毎週水曜日 全10回
心も体もリフレッシュ
19：30〜21:00
10/25（水）
秋季ノルディックウォーキング教室
9:00〜12:00
（3月中）
スノーシューハイキング教室
9：00〜12：00
10/22（日）
ウォーキング教室
10:00〜12:00
1/13（土）〜1/14（日） 1泊2日
スノーシュー体験教室
10:00〜翌日12:00
10/22（日）
諏訪湖半周ウォーク
8:00〜11:30

申し込み・問

室

名

お近くのスポーツリーダーまたはスポーツ健康課

定 員

参加料

20名

無料

永明小学校体育館

20名

無料

永明小学校体育館

30名

無料

宮川小学校体育館
（入口側半面）

20名

無料

宮川地区コミュニティセンター
２Ｆ大広間

15名

無料

米沢小学校体育館
（入口側半面）

15名

無料

八島湿原

20名

無料

玉川地区コミュニティセンー8:30
集合又は諏訪湖間欠泉9:00集合

20名

無料

泉野小学校体育館

30名

500円

20名

無料

守屋山

10名

無料

北八ヶ岳

10名

無料

青少年自然の森周辺

10名 11,000円
30名

無料

会

場

金沢地区コミュニティセンター

夏沢鉱泉周辺
夏沢鉱泉宿泊
諏訪湖畔

☎72−8399

「秋期硬式テニス教室」参加者募集
開
講
日
①早朝コース（毎週土曜日）
9/2
（土）
〜11/11
（土）
午前6時〜7時 雨天中止
②昼間コース（毎週火・金曜日）
9/5
（火）
〜10/6
（金）
午後1時〜3時 雨天中止の場合、
後日
の火・金曜日に振替
③夜間コース（毎週月・木曜日）
9/4
（月）
〜10/5
（木）
午後7時30分〜9時まで 雨天中止の
場合、
後日の月・木曜日に振替

開催場所

参加料

対象・定員

申し込み方法

問い合わせ先

必要事項
（コース名・
氏名・生年月日・住
茅野市運動公 早朝コース
初心者・初級 所・携帯番号）を明 茅野市テニス協会
園
2,000円
宮澤
程度の方
記のうえ、
テニスコート
（各コース20 宮澤宅へFAXしてく ☎090-1118-3787
（主にF・G・H 昼・夜コース
FAX73-3309
名程度）
ださい。
コート）
4,000円
FAXのない方は、携
帯にご連絡ください。

・練習中のケガ・事故は自己責任となります。各自保険にご加入ください。
・運動のできる支度、ラケット、テニスシューズ、水分持参でご参加ください。
・雨天の場合は、メールで連絡します。
・参加人数が少ない場合、中止になる場合があります。

トレーニング室利用者説明会のお知らせ
市内・市外を問わず、どなたでも参加できます。トレーニング室を安全に利用していただくために、毎月３回、説明会を行い、利用者登
録を行っています。事前に電話での予約をお願いします。
対 象 高校生以上（1回につき定員先着20名）
※ただし、小学生（４年生以上）、中学生が利用したい場合は、保護者または指導者の同伴が必要です。
期 日 ①毎月第2週の木曜日10時から
②毎月第3週の水曜日14時から
③毎月第4週の火曜日19時から
※実施日が祝日の場合は翌週に行います。
場 所 総合体育館トレーニング室
予約・問
茅野市総合体育館受付 ☎71−1645
スポーツ健康課（総合体育館内） ☎72−8399
広報ちの
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平成29年度 第62回茅野市総合体育大会（後期）
競技種目

期日

会場

スローピッチ・
ソフトボール

10/8（日）

グラウンドゴルフ

蓼科パークホテル
10/9（月） グラウンドゴルフ
コース

自由広場

合 気 道

10/15（日） 体育練成館

ゴ ル フ

10/22（日）

東急ゴルフ
クラブ

集合時間帯 申し込み締切り
8：30

9/20（水）

申し込み・問合せ先

そ の 他
事務局 小平 正八 詳細は、事務局までお問い合
℡ 090-4153-9584 わせください。

小学生高学年（４年生以上）
、
当日までに申し込 事務局 島立いち子
中学生、市内在住、在学、在
（当日申し込み可） ℡ 090-4159-6794
勤者なら誰でも可。
演武会や、体験コーナーを企
事務局 小池みはる 画しています。
10：00〜 当日までに申し込
℡ 090-2946-0315 電話または大会当日会場にて
12：00 （当日申し込み可）
受付けます。
℡ 兼 ℻ 72-9455
運動のできる服装で参加。
参加者のスタート時間は事前
に代表者、参加者へ郵送しま
茅野市ゴルフ協会
10/6（金）
受付開始
す。市内在住・在勤・別荘所
定員になり次第、 事務局
6：30
有者。
締切ります。
開会式
℡ 72-8341
参加料：12,000円（セルフ）
（定員:100名） ℻ 72-5233
7：00
（プレー代、昼食、賞品、パ
ーティー代、運営費等込）
市内在住・在勤・在学者・市
内小中学校出身者。指定の参
茅野市スケート協会
開場
加申込書と個人票を作成して
Ｈ30.1/21（日）
会長 山岸 文典
6：30
午後 2：00まで
申し込みください。大会当日
℡ 73-3354
受け付けの特別レースを予定
しています。
市内在住・在勤・在学者。
事務局 平松
１チーム４名編成で申し込み
8：00
未 定
℡ 79-2618
ください。
個人での申し込みも可。
12：30

スケート

茅野市国際
Ｈ30.2/18（日）
スケート
（予定）
センター

カーリング

Ｈ30.2月中旬
（予定）

未 定

少林寺拳法

Ｈ30.3/3（土）

総合体育館
（柔剣道場）

10：00

ス キ ー

Ｈ30.3月上旬
(予定)

未 定

7：30
(予定)

体育協会：鷹野
当日までに申し込
申し込み：
（当日申し込み可）
℻ 82-0678
体育協会
℡ 82-0606

市内在住・在勤者及び少林寺
拳法協会員
FAXでお申し込み下さい。
市内在住・在勤・在学者。必
ずスポーツ保険等に加入して
いること。指定の用紙で申し
込みください。

・参加資格は、必ずスポーツ保険等に加入しており、特別の規定がない場合茅野市在住、在勤、在学のいずれかの
者であること
・各競技種目は、平成29年度の競技規則にて行い、また、その他は要項・申し合わせ事項にて実施します。
申し込み・問
総合の問い合わせ 茅野市教育委員会スポーツ健康課（☎72−8399）・㈵ 茅野市体育協会（☎82−0606）
各競技種目の詳細につきましては、上記の申し込み・問合せ先までお願いします。

生涯スポーツ健康講座のご案内
トレーニング室器具使用説明会
トレーニングインストラクターの山本陽介先生をお招きして当体育館内のトレーニング室の器具の使用方法と初めて
トレーニングをおこなう方へアドバイスを入れながら健康増進のためのトレーニング方法を学びます。
また講習会後にトレーニング室利用者登録者説明会行います。お気軽にお申し込みください。
と き 9月13日
（水）午後2時〜3時
ところ 茅野市総合体育館トレーニング室
対象者 20才以上の市内在住・在勤者で健康に関心のある方
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
申込期限 9月1日
（金）
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 ℻71−1646

ヨガ教室
ヨガインストラクターの壇千早先生をお招きして、ヨガ初心者の方や身体の硬い方でも安心して受けられる、リラッ
クスとリフレッシュを目的とした「ヨガ」を学びます。全２回ですが、１回でのご参加も受付しますので、お気軽に
お申し込みください。なお10月11日
（水）
の講座は年間計画で教室名が間違っておりました。「ヨガ教室」ですので
ご了承ください。
と き ①9月27日
（水）午前10時〜11時30分 ②10月11日
（水）午前10時〜11時30分
ところ 茅野市総合体育館柔剣道場
持ち物 運動のできる服装、タオル、水分補給用の飲み物
対象者 20才以上の市内在住で、健康に関心のある方
定 員 20名（定員になり次第締め切ります）
申込期限 9月26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 ℻71−1646
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高齢者・保険課 医療保険・年金係

☎72-2101
（内線322）

高額な診療を受ける皆さんへ
『限度額適用認定証』
等を申請しましょう
医療機関に入院する時や高額な外来診療を受けた時に
『限度額適用認定証』
、
『限度額適用・標準負担額減額認定証』
（以下
「認定証」
）
を保険証と一緒に提
示すると、１か月の医療費（保険対象）の支払いが高額医療の自己負担限度
額までの支払いで済む制度があります。
窓口での支払金額が少なくなりますのでこの制度のご利用をお勧めします。
事前に市役所高齢者・保険課に認定証の交付を申請してください。なお、自己負担限度
額は所得区分により異なります。
（注）国保税を滞納していると、認定証の交付が受けられない場合があります。
高額な診療受診者

事前の手続

病院・薬局などで

●70歳未満の方
●70歳以上の非課税世帯等の方

市役所で「認定証」の申請
「認定証」を窓口に提示してください
をしてください

70歳以上75歳未満で、
非課税世帯等ではない方

申請の必要ありません

「高齢受給者証」を窓口に提示してください

※
「認定証」
を医療機関の窓口に提示しない場合は、自己負担額を一旦支払い、後日高額療養費の支給申請
手続きになります。
認定証の有効期限は毎年７月31日です。引き続き必要な場合は再度申請をする必要があります。
市民税非課税世帯の方の入院時の食事代の減額について
市民税非課税世帯の方は、事前に申請し交付された
「認定証」
を医療機関の窓口で提示することで、入院中
の食事代が減額されます。過去12か月の入院日数の合計が91日以上になった場合は申請をすることで食
事代が更に減額されます。
該当される場合は早めにご申請ください。

平成29年8月から高額療養費の限度額が変わります。

70歳以上の皆さまへ

ひと月に支払った医療費が高額になり、決められた限度額を超えてお支払いいただいた分を払い戻す制度です。
所得区分

現役並み
所 得 者

一

般

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

自己負担割合

３割

２割
（昭和19年４月
１日以前生まれ
の人は１割）

※１ 過去12か月以
内に外来＋入院
【世帯
外来＋入院【世帯単位】
単位】
の限度額を超え
80,100円
た高額療養費の支給
（医療費が267,000円を超えた
が４回以上あった場
場合はその超えた分の１％を加算） 合の４回目以降の限
度額です。
（44,400円）
※1
※２ 年間（８月〜翌
平成29年７月まで
年７月）の限度額は
44,400円
144，000円です。
平成29年８月から
●75歳到達月は、国
57,600円
（44,400円※1）
保と後期高齢者医療
制度の限度額がそれ
24,600円
ぞれ２分の１になり
15,000円
ます。

自己負担限度額
（月額）
外来（個人ごと）
平成29年７月まで
44,400円
平成29年８月から
57,600円
平成29年７月まで
12,000円
平成29年８月から
14,000円※2
8,000円
8,000円

福祉医療受給者の方へ
後期高齢者医療制度に加入している方は、給付金の振込月を変更します。
現在、診療月の２か月後の月末（金融機関営業日）に振込みをしていますが、平成29年８月診療分から診
療月の３か月後の月末（金融機関営業日）に変更します。ご理解のほどよろしくお願いします。なお、ご
不明な点・詳細につきましては高齢者・保険課
（内線322）までお問い合わせください。
広報ちの
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国民年金だより

№123

高 齢 者・保 険 課 ☎72-2101
医療保険・年金係 （内線 326）
岡谷年金事務所 ☎23-3661

年金受給に必要な資格期間が25年から10年に短縮されます。
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間（国民年金の保険料納付済期間や厚生年金
保険、共済組合等の加入期間を含む）と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として
25年以上必要でした。
平成29年８月１日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。

黄色の封筒
が届いた方は年金を受け取れます。
今すぐ予約のお電話を！
☎０５７０−０５−１１６５（ねんきんダイヤル）

ご存知ですか？国民年金の任意加入制度
★老齢基礎年金を満額に近づけたい！
老齢基礎年金は20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めなければ、満額の年金を受け取ること
はできません。
納め忘れなどで保険料の納付済期間が40年に満たない場合は、60歳から65歳になるまでの5年間任意加
入して保険料を納めることにより、満額または満額に近づけることができます。
加入日は遡ることはできませんので申出された日からの加入になります。
なお、平成20年４月１日から保険料の納付方法は口座振替が原則となっています。
★付加年金制度加入で増額！
第１号被保険者
（および任意加入被保険者）
で国民年金基金に加入していない方は、定額保険料に加えて付
加保険料を納めると老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
付加保険料額は１か月400円で、年金額は200円×付加保険料納付月数となり大変お得です。定額保険
料同様に、前納すると割引になります。
付加保険料を翌月末までに納付されなかった場合、当該月から付加保険料を納めることができなくなりま
すのでご注意ください。再度納付希望される場合は、改めて申込みが必要となります。
★海外に行くことになったら！
海外に転出する場合は、国民年金に加入する義務はなくなりますが、希望により任意加入することができ
ます。任意加入されると保険料免除制度・納付猶予・学生特例納付制度の申請はできません。

国民年金保険料の納付書をお持ちの方へ
国民年金保険料は、銀行などの金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納付
することができます。コンビニエンスストアでは休日や夜中でも納付ができます
ので大変便利です。
納付書に記載されている、納付期限
（翌月末）
までに保険料納付をお願いします。
なお、使用期限と記載されている場合は、使用期限を過ぎるとその納付書は使用
できません。
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平成29年度
緑の募金運動の報告
総額は2,382,793円でした。ご協力あ
りがとうございました。
皆さんからいただいた募金のうち、約７
割が茅野市へ事業交付金として配分さ
れ、市内各小中学校や公園、各区・自治
会などの公共施設の緑化、新入学児童へ
の記念樹の配布などの緑化推進事業に役
立てられます。
問 農林課 林務係（内線405）

９月の介護保険制度説明会
９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。９月２
日から10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）

第４回おむすびコンサート＆
募 フリーマーケット 出店者募集

情 報 ネットワーク

（茅野市みんなのまちづくり支援金活用事業）
今年の『おむすびコンサート』では、音
楽と交流で１日を楽しもう！ということ
でフリーマーケットを開催します。
市内の方も出店OK!（先着順）ご参加お待
ちしています。
※出店料は無料ですが、景品（300円〜
500円程度）の提供をお願いします。
とき 10月15日
（日）
午前10時〜午後１時30分
ところ 金沢地区コミュニティセンター
締切 ９月12日（水）午後５時まで
※ブースの数は13（2.4ｍ×2ｍ）です。
Facebook：茅野市金沢 おむすびコン
サート
http://www.facebook.com/omusubi.JAZZ
申込・問
おむすびコンサート実行委員会事務局
金沢地区コミュニティセンター
☎71−1607 担当：小川

お知らせ、募集案内、イベント情報など

平成29年度敬老の日お祝い品
贈呈のお知らせ
茅野市では、高齢者の方の長寿のお祝い
として、平成29年度中に満88歳になら
れる方と満100歳になられる方へ、敬老
の日の９月18日（月・祝）以降に、お祝
い品を贈呈します。
申し込みは不要ですが、敬老の日より前
に茅野市から転出された方や、お亡くな
りになられた方にはお贈りできませんの
で、ご了承ください。
対象となる市民
・満88歳（昭和４年４月１日〜昭和５年
３月31日生まれの方）
・満100歳（大正６年４月１日〜大正７
年３月31日生まれの方）
問 高齢者・保険課 高齢者福祉係（内線335）

茅野市役所 ☎0266−72−2101(代表)
〒391−8501 塚原二丁目６番１号

縄文の湯は次の日も営業します
９月18日
（月）臨時営業
問 縄文の湯 ☎71−6080

平成29年『茅野市の概要』
（ハンディ版）を発行しました
茅野市の主要な統計情報をハンディ版に
まとめた
『茅野市の概要』
を発行しました。
◆手帳にはさんで持ち運べる大きさです。
◆市役所２階地域戦略課広報戦略係、各
地区コミュニティセンター、
茅野駅前ベ
ルビア出張所の窓口、
図書館で、
無償配
布しています。
どうぞご利用ください。
問 地域戦略課 広報戦略係
（内線234・235）

茅野市総合防災訓練

認知症と介護を考える講演会
認知症の人のこころを正しく理解し、適
切なケアを考える講演会を開催します。
入場無料です。多くの皆さんのご参加を
お待ちしています。
とき 10月７日
（土）
午後１時30分〜３時30分
ところ 茅野市役所 ８階大ホール
演題 「認知症の人のこころとケア」
講師 日本認知症ケア学会理事長
今井 幸充 氏
問 高齢者・保険課 高齢者福祉係（内線334）

暮らしに役立つ情報をお届けします。

多留姫文学自然の里 収穫祭
実りの季節になりました。
多留姫文学自然の里では、稲刈り鎌を使
い、手作業で稲刈りを行い、はぜにかけ
て干す「収穫祭」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。これまで田植えや稲
虫まつりに参加されなかった方など、ど
なたでも参加可能です。
とき ９月30日（土）
午前９時30分〜正午（雨天中止）
ところ 多留姫文学自然の里「神田」
持ち物 稲刈り鎌
（ある人）
、長靴、軍手、
タオル・帽子
服装 稲刈りができる服装（長袖など）
問 生涯学習課 生涯学習係（内線634）

今年度の茅野市総合防災訓練は、震度7
の巨大地震が発生した場合を想定し、市
内10地区を対象とした通信訓練、各地区
の実情に合わせた初動訓練を実施します。
とき ９月３日
（日）
サイレン吹鳴 午前７時〜
通信訓練 午前８時〜
ところ 市内一円
問 防災課 防災係（内線182）

楽しく子育て力UP講座
親学習プログラム NPプログラム
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 ９月５日
（火）
、
９月12日
（火）
、
９月
19日
（火）
、
９月26日
（火）
、
10月３日
（火）
、10月10日
（火）
（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 ８月21日
（月）受付開始
申込・問 NPO法人 CLIP in すわ
中村☎72−2837
長田☎79−4555
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尖

尖石縄文考古館
開館に関するお知らせ

９月18日（月）、23日（土）は祝日開館し
ます。
９月19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８日（木）
「縄文のビーナス」誕生日
（出土日）
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

尖

縄文ゼミナール③「黒曜石鉱
山から考える縄文人の生活」

講師
とき

宮坂 清さん
（下諏訪町教育委員会）
９月16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

尖

博

八ヶ岳総合博物館
開館に関するお知らせ

９月18日
（月）は祝日開館します。
９月19日
（火）は振替休館します。
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300

博

古文書解読講座
（初級）
追加募集

古文書の解読をやさしく学ぶ講座です。
テキストは茅野市内における江戸時代の
文書などを使用します。
とき ９月14日（木）、10月19日（木）
午後７時〜９時
ところ 八ヶ嶽岳麓文芸館（総合博物館内）
参加費 500円
申込方法 当日、総合博物館の窓口で直
接お申込みください。
申込・問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300

広 告
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金婚式（結婚50周年）を迎え
られるご夫婦の皆さまへ

第４回 〜ブックカバーを折って作ろう!〜

茅野市では金婚式（結婚50周年）を迎え
られるご夫婦の方へ、ささやかなお祝い
品を贈呈いたします。
今年度、対象となる方は昭和42年
（1967
年）４月から昭和43年（1968年）３月に
ご結婚されたご夫婦です。
回覧板でもお知らせし、お申し込みいた
だいているところですが、再度お知らせ
します。
対象となる方は、お申し込みが必要とな
ります。９月８日（金）までにお申し込み
ください。
とき 11月22日（水）
午前10時から正午まで
ところ 茅野市役所 ８階大ホール
（金婚祝贈呈式にご出席できない場合
も、お祝い品をお贈りいたします。）
申込・問 高齢者・保険課
高齢者福祉係（内線335）

とき

９月21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 共通教育セン
ター教授 金井 範夫先生
内容 諏訪東京理科大学との連携シリー
ズ企画の第４回目です。本を大切に扱
いたい皆さまに、簡単にブックカバー
を作る方法を教えて頂きます。
定員 20名（定員になり次第締め切ります）
受講料 無料
持ち物 図書館利用カード（利用者登録
が必要になりますので、登録されてい
ない方はお早めにお越しください。）
申込開始 ８月31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５回10月19日、
第６回11月17日
（毎回、講師・授業内
容は変わります）。

縄文教室④
「竹ざるを作ってみよう 編んでみよう」

ササタケの竹ひごでザルまたはカゴを作
る講座です。
とき ９月23日
（土）・24日（日）
午前９時30分〜午後３時
ところ 尖石縄文考古館
定員 10名
受講料 800円
その他 要申込、受付期間は８月23日
（水）
〜９月16日
（土）
、先着順
申込・問 尖石縄文考古館 ☎76−2270

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

女性就業相談
女性就業支援員が就労に関する様々な相
談に応じたり、必要な情報提供を行いま
す。個別相談となります。
とき ９月26日（火）
午前10時〜正午
（相談時間：1人当たり30分）
ところ 茅野市図書館２階会議室
予約相談 諏訪地方事務所就業支援員
☎080−2385−5695
その他日程等のお問い合わせ先
茅野市図書館 ☎72−9085

茅野市図書館 おはなし＆ハンドメイド
〜バスボムをつくってみよう！〜
とき

９月30日（土）
午前10時15分〜正午
ところ 茅野市図書館２階 おはなしのへや
対象 小学生以上の方
定員 10名
材料費 １人300円
内容 お風呂に関する本の紹介や絵本の
読み聞かせをしたあと、バスボム（入
浴剤）を作ります。
※アレルギー等の心配がある方は図書
館までお問い合せください。
申込開始 ９月２日（土）午前10時〜
電話、窓口にて。
申込・問 茅野市図書館 ☎72−9085

図書館 開館に関するお知らせ
９月18日
（月）は祝日開館します。
９月19日
（火）は振替休館とします。
９月22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
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 ９月14日（木）午前10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

特別おはなし会
すわのむかしばなし
とき ９月16日（土）
午前10時30分〜11時
ところ 茅野市図書館２階 おはなしのへや
出演 飯田美智子さん
内容 茅野市や諏訪地方に伝わるむかし
ばなしを、語りやパネルシアターなど
で楽しむおはなし会です。３歳以上の
方でしたらどなたでも参加いただけま
すので、ご家族みなさんでご参加くだ
さい。
その他 特別おはなし会開催のため、
「０・
１・２おはなし会」
「おはなしわーるど」
「おなかの赤ちゃんおはなし会」はあり
ません。
問 茅野市図書館 ☎72−9085

博

プラネタリウム９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

守

神長官守矢史料館
開館に関するお知らせ

９月18日
（月）は祝日開館します。
９月19日
（火）は振替休館します。
問 神長官守矢史料館 ☎73−7567

守

企画展「茅野市の中世遺跡」
関連イベント

＜ギャラリートーク＞
とき ８月19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）
問 神長官守矢史料館 ☎73−7567

C

縄文アートプロジェクト2017
JOMONファッション「縄文の衣」
〜喜びを伝える風と時間の祝祭〜

縄文から現在、未来を繋ぐ、茅野の風土
と人々に想いを馳せ、衣装デザイナー・
時広真吾氏と市民が「縄文の衣」をテーマ
に表現するパフォーマンスを開催します。
とき ９月16日
（土）午後４時30分開演
ところ 茅野市立永明小学校体育館
監修 時広 真吾（衣装デザイナー）
振付 小笠原 大輔（ダンサー・振付家）
出演 市民参加者
料金 無料
定員 100名
問 茅野市民館
☎82−8222 FAX82−8223

博

キノコ展「キノコの宝庫、諏訪
−森をはぐくむミクロの世界−」

市民研究員キノコグループによる展示を
行います。写真や実物展示のほか、顕微
鏡観察のコーナーもあります。
とき ９月17日（日）
〜18日（月・祝）
ところ ベルビア イベントスペース
参加費 無料（申し込み不要）
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 ９月23日（土・祝）
午後７時30分〜９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 ８月20日（日）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 ９月24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 ８月20日（日）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

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。
９月は「いろいろなロケット作り」
。
とき ９月24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 ８月20日（日）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。
（土）午後１時30分〜３時
とき ９月16日
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

企画展「茅野市の中世遺跡」
関連イベント

①講演会「考古学からみた諏訪大社の祭祀と景観」
とき ８月26日
（土）午後１時30分〜３時
ところ 総合博物館
講師 笹生 衛さん（國學院大学教授）
参加費 無料（申し込み不要）
②上原城を探検する
とき ９月９日（土）
午前８時30分〜正午
集合場所 頼岳寺駐車場
講師 博物館職員
参加費 無料
申込開始 ８月20日（日）
から受付
その他 遊歩道ではない山道を歩きます。
歩きやすい服装でご参加ください。
③講演会「信濃における中世陶器の受容」
（土）午後１時30分〜３時
とき ９月30日
ところ 総合博物館
講師 藤沢 良祐さん
（愛知学院大学教授）
参加費 無料（申し込み不要）
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 ９月９日
（土）
、
10日
（日）
、
29日
（金）
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 ８月20日（日）から受付
申込・問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300
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クリーンレイク諏訪
ふれあいまつり2017
クリーンレイク諏訪の施設見学や地域マ
スコットとのふれあい、プランクトン観
察、スタンプラリーなど楽しいイベント
がいっぱい！
また来場者にはマンホールカードをプレ
ゼントします。
とき ９月９日
（土）午前10時〜午後３時
ところ 豊田終末処理場
（クリーンレイク諏訪）
問 長野県諏訪湖流域下水道事務所
☎58−2955

美

縄文アートプロジェクト2017
縄文のうつわ展

縄文スピリット〈食×うつわ〉のコラボレ
ーション。縄文の湧き上がる創造力に思
いを馳せた「うつわ」の公募展。公募作品
は茅野市美術館に展示し、入賞作品を 縄
文のうつわ として「JOMONフードスケ
ープ」をつくりあげます。
とき ９月22日（金）〜10月２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

平成30年度から、原則全ての事業者が
個人住民税の特別徴収義務者に指定されます！

C ピノッキオ
100年以上にわたり読み継がれている
イタリアの児童文学作品、ピノッキオ。
演出・脚本テレーサ・ルドヴィコそし
て美術ルカ・ルッツァ、ピノッキオの
生まれた国の２人が手がけた舞台をお
とどけします。
と き 10月５日（木）午後７時
ところ 茅野市民館マルチホール
料 金 一般2,000円、茅野市民館友
の会会員1,600円、小・中・高校生無料
※こどもたちに劇場体験を。この公演
は小・中・高校生無料です。無料チ
ケットのお求めは茅野市民館まで。
チケット発売日 9月2日
（土）
※10月６日
（金）
は茅野市内小学４年生
招待公演
申込・問 茅野市民館
☎82−8222 FAX82−8223

地方税法において、従業員の個人住民税は、所得税の源泉徴収義務のある事業者が、
個人住民税の特別徴収義務者として毎月従業員（※１）に支払う給与から差し引き、
従業員に代わって納税いただくことが原則となっています。
（個人住民税の特別徴収）
※１ 原則として、アルバイト、パート等を含む全ての従業員です。
長野県と県内全77市町村は、平成30年度から全県一斉に、原則として所得税の
源泉徴収義務のある全ての事業者を個人住民税の特別徴収義務者に指定すること
により、個人住民税の特別徴収を徹底します。

業
員

（5月31日まで）

⑤給与から差し引き
（6月〜翌年5月の毎月の給与支払日）

②税額計算
①給与支払報告書の提出
（１月31日まで）

③特別徴収税額の通知
（5月31日まで）

⑥差し引いた住民税の納入

従業員の住所地の
市町村

従
④特別徴収税額の通知

事業者
︵特別徴収義務者︶

特別徴収の仕組

（給与支払日の翌月10日まで）

【事業者の方へ】
現在、特別徴収を行っていない事業者の皆さまは、特別徴収の実施準備をお願いし
ます。
なお、次の理由（普Ａ〜普Ｆ）に該当する場合は、当面、例外として特別徴収を行わ
ないことができます。この場合、平成30年１月末に給与支払報告書を提出いただく
際に「普通徴収切替理由書」を提出していただくとともに、給与支払報告書個人明
細書の「摘要欄」に該当理由の符号（普Ａ〜普Ｆ）を記載することにより、該当者を
お知らせいただく必要があります。
普Ａ 総従業員数（※２）が２人以下の事業所
※２ 事業所全体の従業員の数から、下記「普Ｂ」〜「普通Ｆ」の理由に該当して普
通徴収とする対象者（他市町村分含む）を除いた従業員数です。
普Ｂ 他の事業所で特別徴収されている方
普Ｃ 給与が少なく税額が引けない方
普Ｄ 給与の支払が不定期な方
普Ｅ 事業専従者（個人事業主のみ対象）
普Ｆ 退職者又は退職予定者（５月末日まで）

美
とき

８月６日（日）〜９月４日（月）
午前10時〜午後６時
ところ 茅野市美術館
観覧料 一般500円、高校生以下無料
＜関連企画＞
■学芸員によるギャラリートーク
とき ９月３日
（日）午後２時開始
ところ 茅野市美術館
参加費 無料（要展覧会チケット）
問 茅野市美術館
（茅野市民館内）
☎82−8222 FAX82−8223

美
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寿齢讃歌−人生のマエストロ−
写真展12

写真を通して人生の達人であるお年寄
りを称え、またそこに写り込む地域文
化を世界に届け、未来へ伝えていく公
募写真展。
とき ９月22日
（金）
〜10月９日
（月・祝）
午前10時〜午後６時
ところ 茅野市美術館 企画展示室
観覧料 無料
問 茅野市美術館
（茅野市民館内）
☎82−8222 FAX82−8223

美
【従業員の皆様へ】
今まで、お勤め先の給与から個人住民税が特別徴収（給与からの差引納付）されてお
らず、ご自身で納税されていた方は、事業者が特別徴収義務者となった場合には、
平成30年度の個人住民税の納税方法が、原則として特別徴収に変わります。
普通徴収では、年税額を年４回に分けて納付いただきますが、特別徴収では12回に
分けて給与から差し引かれますので、年税額は変わりませんが、１回当たりの納税
額が少なくてすみます。
また、毎月の給与から差し引かれますので、金融機関や市町村の窓口へ納税に出向
く手間が省けます。納め忘れの心配もありません。
問 市役所税務課市民税係（内線172・173・174）
県庁市町村課 ☎026−235−7068

藤森民雄展 生きること、
その揺らめき

第２期収蔵作品展
「人・物・自然 のあいだに」

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 ９月22日（金）
〜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
※縄文アートプロジェクト2017関連
事業
問 茅野市美術館
（茅野市民館内）
☎82−8222 FAX82−8223

育児中のママを対象としたサークル
「ひよこっこクラブ」

＋

「子供の皮膚トラブル」
について当院皮膚
科の光樂医師が解説します。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 ９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235回 ほろ酔い勉強会
特別講演「子宮がんについて」
『子宮がん』
について、山梨大学医学部産
婦人科平田修司教授をお招きしての講演
となります。ぜひ足をお運びください。
とき ９月20日
（水）午後２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）

シルバー人材センター
入会説明会・審査日程
説明会
審査会

９月13日
（水）午後２時〜
９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
☎73−0224 業務係 矢島

ゆ ずりあおう

〜不用品を活用し
あいましょう〜

ゆずります
レコードプレーヤー／姿見／台所用流し
台／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／
チャイルドシート／アナログテレビ
ゆずってください
芝桜の苗
（濃いピンク）
／ミンサー／チャ
イルドシート／電子ピアノをのせるスタ
ンド／電動ミシン／アイロン／ダブル
ホットプレート／お内裏様（ガラスケー
ス付）／三つ折りマットレス／キッズバ
イク
※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。

９ 月の納税等
◆固定資産税・都市計画税
（３期）
◆上下水道料金
◆後期高齢者医療保険料
◆国民健康保険税
（４期）
◆市営住宅使用料 ◆保育料
【納期限・振替日 10月２日（月）
】

＋ 糖尿病教室

募

長野県計量モニターを
募集しています

当院では、糖尿病に関する知識を提供し、 皆さんが日常購入している食料品等につ
いて、内容量が正しく表記されているか
皆様の日常生活に活かしてもらうため、
調査を行い、感想やご意見を頂く、「長
定期的に糖尿病教室を開催しています。
野県計量モニター」を募集しています。
今回は「糖尿病とうつ」について専門ス
採用された方には、計量に使用するデジ
タッフがわかりやすくお話しいたします。
タルキッチンスケールを支給します。ま
希望される方には血糖測定体験を行って
た、２月に松本市内で開催予定の懇談会
います。講義終了後には情報交換会で交
に出席していただきます。
流の場を設けておりますので、是非ご参 （懇談会にご出席いただいた方には、県
加ください。
の規定に基づき、旅費を支給します。
）
とき ８月25日
（金）午後３時〜４時
詳細はお問い合わせください。
募集人員 30名まで
（募集期間内であっ
ところ 諏訪赤十字病院２階研修センター
ても募集人数に達した場合には、その
講師 丸山医師
（諏訪赤十字病院、
精神科）
時点で申込を締め切らせていただきま
参加費 200円、予約不要
すので、事前にご確認ください。
）
問 諏訪赤十字病院 内科外来
調査期間 11月１日
（水）
〜11月30日
（木）
☎57−6033
応募期限 ９月29日
（金）
申込・問 長野県計量検定所
（松本市島立1020松本合同庁舎内）
☎0263−47−4006
当院は地域がん診療連携拠点病院として、
FAX0263−47−9895
がんに関する一般的な情報を地域の皆様
mailアドレス keiryo@pref.nagano.lg.jp
にわかりやすく提供するために、みんな
HPアドレス http://www.pref.nagano.
のがん教室を定期的に開催しております。
lg.jp/keiryo/index.html
39回目となる今回は、
「がん患者さんの
平成29年度県営住宅
栄養と就労」について、管理栄養士と社
募
８月統一募集について
会保険労務士がわかりやすくお話いたし
募集期間
８月22日
（火）
〜８月31日
（木）
ます。
（参加費無料、申込不要）
までの10日間
とき ９月７日
（水）
（26日、27日の土日も受付致します）
午後３時〜４時30分
受付場所 長野県住宅供給公社
ところ 諏訪赤十字病院
諏訪管理センター
（諏訪合同庁舎5F）
２階研修センター
募集団地 諏訪建設事務所管内の県営住宅
講師 足助聡太 管理栄養士
募集内容 10月１日付入居可能住宅
（諏訪赤十字病院）
問 長野県住宅供給公社 諏訪管理セン
新井英孝 社会保険労務士
ター ☎0266−54−2010
（社会保険労務士・行政書士
新井事務所）
募
問 諏訪赤十字病院 がん診療推進室
とき ９月23日
（土）
〜11月11日
（土）全６回
☎57−6062
午前９時〜午後４時
第11回 諏訪赤十字病院
ところ 茅野商工会議所
対象者 創業予定者
市民公開がん講演会
締切 ９月15日
（金）
当院は、地域がん診療連携拠点病院とし
受講料 6,000円
て、がんに関する一般的な情報を地域の
申込・問 茅野商工会議所 ☎72−2800
皆様にわかりやすく提供するために、市
民公開がん講演会を毎年開催しておりま
す。第11回を迎える今回は、がん患者
支援活動NPO法人5years理事長であり、 とき ９月13日
（水）
100kmマラソンランナーの大久保淳一さ
午後１時30分〜２時30分
んを講師にお迎えします。
ところ ひまわり作業所会議室
（茅野市宮川4297）
とき ８月26日
（土）
対象 精神障害者のご家族
午後１時〜３時
（開場正午）
参加費 300円
（茶菓子代）
ところ 茅野市民館 マルチホール
※申込は不要です。
一般講演
問 NPO法人やまびこ会 ☎73−2334
『期待されるがん薬物療法〜肺がんを中
社会保険労務士による
心に〜』諏訪赤十字病院
呼吸器科部長 蜂谷 勤 医師
がん患者さんのお仕事相談
特別講演
休職や復職のこと、雇用保険のこと、年
『人生には、いつでも、何度でも、チャ
金制度ことなど、就労に関するご相談に、
ンスがあります！』大久保 淳一 氏
社会保険労務士とがん相談支援センター
参加費 無料
（申込み不要）
相談員がお応えします。
（費用無料）
問 諏訪赤十字病院 がん診療推進室
とき ９月19日
（火）
☎57−6062
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
総人口 55,870人 （− 8）
員も同席します。
男
27,865人 （−19）
対象 がん患者さん、そのご家族
女
28,005人 （＋11）
※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。
世帯数 22,881世帯（＋32）
まずはお電話でお申込みください。
（ ）内は前月比
申込・問 諏訪赤十字病院 がん相談支援
平成29年８月１現在（茅野市独自推計）
センター ☎57−7502
（直通）

＋ 第39回 みんなのがん教室

諏訪地域創業スクール

＋

家族ほのぼのサロン

＋

茅 野市の人口
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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
9/19（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 9/21（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 9/6（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10/5です。

茅野市ひと・まち

茅野市社会福祉
協議会
☎73−4431

法律相談【要予約】
相談員：
佐藤 義彦弁護士

日

時

9/5（火）
13：00〜17：00
※電話予約は8/29
午前8時30分から

司法書士法律相談
【要予約】

9/13（水）
プラザ2階 社会
15：00〜17：00 福祉協議会相談室

心配ごと相談

9/1・8・15・22・29（金）
プラザ2階 社会
9：00〜12：00

備

考

茅野市ひと・まち

結婚相談

①9/2・16（土）
13：00〜16：00
②9/8・22（金）
18：30〜20：30

茅野市ひと・まち
プラザ2階 社会
福祉協議会相談室

子育て・教育相談

毎週月〜金曜日
（祝日除く）
8：30〜17：15

市役所6階
こども課

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）
中央保育園併設） ☎82−2277
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】

地域職業相談室

税務相談所
保護司による
非行・犯罪相談
【要予約】

中大塩地区
健康相談会

27

茅野市社会福祉
協議会
福祉協議会相談室
☎73−4431

毎週月〜金曜日
（祝日除く）
9：00〜17：00

茅野市社会福祉
協議会
☎73−4431
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

家庭教育セン
ター相談室

子育て、家庭教育相談から、いじめ、不
家庭教育センター
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)

9/9（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〜
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

下諏訪町商工会
毎月第２水曜日
議所会館２階
（３月を除く）
10：00〜12：00 （下諏訪町4611）

☎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。

ふるさとハロー
ワーク ☎72-2029
FAX73-7933

☎28−6666
諏訪地区更生保護
サポートセンター
☎55-2786

主催：関東信越税理士会諏訪支部
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。

９月29日（金）
10：00〜12：00

諏訪市公民館
302会議室

９月19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
サービスセンター） 乳幼児の育児相談、
センター

巡回労働相談
【要予約】

9/20（水）
12：30〜15：30

市役所8階
相談室

長野県南信労政事務所
☎0265-76-6833
商工課商業労政係
（内線434）

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。

住まいのプロへ空き
家相談【要予約】

毎月15日前後

諏訪合同庁舎

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
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休日当番医・当番歯科・当番薬局
日

9月
3日
（日）
10日
（日）

17日
（日）

18日
（月･祝）

23日
（土･祝）

24日
（日）

名

称

ヨコイ眼科
フジモリ薬局
清水歯科医院
尖石診療所
こぶし薬局
あおば歯科 クリニック
桜井内科医院
オギノSCフジモリ薬局
どんぐり歯科医院
原村診療所
フジモリ薬局
けやき薬局
宮坂歯科医院
往診 クリニックちの
けやき薬局
はるも薬局
やじま歯科医院
みうら内科クリニック
てらさわ薬局
根橋歯科医院
…休日当番医

所 在 地

電 話

宮川4470
宮川4532
富士見町落合10028-38
豊平4485-1
豊平南堀4538-1
諏訪市高島1-21-14
塚原1-14-45
塚原1-17-1
玉川3779-1
原村払沢6649-3
宮川4532
ちの3243
諏訪市大手1-18-10
ちの2664-1
ちの3243
富士見町落合10399-86
本町西3-22
塚原2-7-9
塚原2-7-28
諏訪市小和田6-19

72-2316
72-2200
62-5207
71-6211
71-6202
54-4300
72-6010
71-2578
72-6300
79-2716
72-2200
82-2864
58-1805
82-4104
82-2864
78-7762
75-5125
78-7710
78-7851
52-1562

…休日当番薬局

※休日当番医の診療時間は午前９時から午後５時まで、
当番歯科の診療時間は午前９時から正午までです。
※休日当番医・当番歯科・当番薬局は都合により変更
することがあります。
※休日の急病患者のために、市内の病院・医院が交代
で診療しています。
※希望の診療科目に対応できない場合もありますので
ご了承ください。
※受診される場合は、保険証および福祉医療費受給証
（該当者のみ）
、服用している薬または説明書を持参
してください。
※当日休日当番医が変更になっている場合があります。
最新情報は茅野消防署
（☎72-0119）
にご確認ください。

【諏訪地区小児夜間急病センター】

…休日当番歯科

おおむね15歳以下のお子さんの急病に年中無休で対
応しています。
至
診療時間
至 茅野市
諏訪湖
飯島
午後７時〜９時
入口
（受け付け6時30分〜9時）
かっぱ寿司
平安堂
住 所
諏訪インター店
諏訪店
諏訪市四賀2299-1
☎54-4699

図書館の森 〜ニューフェイス〜

職場で出会う ユニーク・パーソン

知っておいしい チーズ事典

はかりきれない世界の単位

原 雄二郎・鄭 理香 著 誠信書房
個性や特性が、それぞれの人に
はあります。
より良く過ごすため
のヒントになるかもしれません。

本間るみ子 監修 実業之日本社
何千年も前から人々に愛さ
れているチーズ。様々な種類
があることがわかります。

米澤 敬 著
創元社
単位の１つ「カラット」の大きさ
はどのくらいでしょうか。宝石の
単位として使われていますね。

ゼロからわかる！やきもの入門
河野惠美子 著 世界文化社

ここが肝心！ 語彙力のヘソ
山口謠司 著
徳間書店
間違って使っている言葉が多
いことに気づかされます。話が
通じないこともあるようです。

器の形にも、
それぞれ呼び方が
あります。
やきもの鑑賞の際に、
参考にしてみては。

＊新 着 本＊

リサとガスパール とうきょうへいく

どうぶつのからだこれ、なあに？

①なんのく
ちばし？ 今泉忠明 監修 ポプラ社

コツがまるわかり！生き物の飼いかた７

ゲオルグ・ハンスレーベン え ブロンズ新社
渋谷を歩いていたら、
一緒に
いたガスパールがいない。
ど
こへ行っちゃったの？

大きい鳥も小さい鳥も水の中
にいる鳥もいます。クイズに挑
戦しながら鳥に詳しくなろう。

足立区生物園 監修 ポプラ社
虫を飼ってみたいけれど、どうしたら良
いの？そんな時に役に立つ一冊です。

※各出版社に表紙写真使用許可をいただいています。

問い合わせ

美サイクル茅野

虫を飼おう①

分別クイズ
通販の箱やバックなど
の詰め物の紙は、リサ
イクルできますか？

答 これらの紙のほとんどは、この紙に印刷された模様を、布
地などに熱と圧力をかけ転写し印刷する捺染紙（なっせんし）、
昇華（しょうか）転写紙です。この紙をリサイクルしようとす
ると、紙の製造工程の熱により、残った染料のしみが発生し、
リサイクルはできません。したがって、可燃ごみとします。ア
イロンプリント紙も同様です。

一 般 書
340 冊
そ の 他
134 冊
児 童 書
175 冊
絵
本
88 冊
購入しました。ぜひ、ご利用下さい。
7月貸出冊数
7月利用者数

24,188 冊
6,208 人

茅野市図書館 ☎72−9085

www.libnet-suwa.gr.jp

出題：美サイクル茅野・ごみ減量部会
石けんや線香の
入っていた紙箱
は、リサイクル
できますか？

答 石けんや線香には、香料（匂いの元）が入っています。この
匂いが紙の箱に移り、紙のリサイクルの工程では取り除くことが
できません。したがって、可燃ごみとします。紙であっても、リ
サイクルに向かない物を、禁忌品
（きんきひん）
といいます。これ
らのなかまには、圧着ハガキ、合成紙、カーボン紙、感熱紙など
があります。
広報ちの
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元気もりもり食育コーナー
〜毎月19日は元気もりもり食育の日〜

食育推進委員会

「元気もりもり食育プラン」に基づいて、茅野市の郷土料理の紹介をするコ−ナ−です。
茅野市内の小中学校では給食を通し、地元で昔から食べられて来た郷土料理や行事を子ども達に伝えています。

お葉
（野沢菜）
漬け

きゅうりの粕もみ

塩いかときゃべつの酢の物

きゃらぶき

ふきとほたるイカの煮物

わかさぎの甘露煮

鯉こく

鯉のうま煮

白和え

コ−レと凍み豆腐の卵とじ

山浦のいとこ煮

いもつぶし

天寄せ

糸寒天の酢の物

のたもち

郷土料理『豆腐汁』の給食
地域の方に教えて頂いたもので、まず豚肉を炒
め甘辛く煮ます。そこにお湯を加え、次にお豆
腐を入れます。最後にねぎを散らせば出来上が
り。ほんのり甘い すき焼き風 のお汁でした。
初めて食べた生徒がほとんどでしたが、みんな
「おいし〜い」と完食でした♪
↑ごはん・地鶏とふきの煮物・虹鱒の円揚げ・野沢菜和え・牛乳

永明中の 食育の日 豆腐汁おいしい〜！

レシピ紹介『夕顔のサバ缶汁』 *諏訪地方のお盆の味です！*
材料（４人分）

作り方

・さば水煮缶…………1缶
・夕顔…………………10㌢
・水……………………600CC
・酒…………………大匙１･1／2
・しょうゆ…………大匙１･1／2
・みょうが………２ヶ
（又はねぎ）
・コショー………少々
（お好みで）

① 夕顔は皮をむき一口大に切る
② みょうがは刻む
③ 水で夕顔を４〜５分煮る
④ さば缶を軽くほぐし、汁ごと
入れ、お酒を振る
⑤ 軽く煮て味付けしコショ−を
振る
⑥ 仕上げにみょうがを散らす

毎月19日は『元気もりもり食育の日』
私たちの住んでいる地域に伝わる料理を大切にしていきましょう♪
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フォトニュース
ようこそ茅野市へ
ロングモント市・茅野市ホームステイ交流事業

ロングモント市訪問団

↑茅野駅でロングモント市訪問団を出迎えるホストファミリー

来日

７月17日、ロングモント市と茅野市の
ホームステイ事業で、アメリカコロラ
ド州ロングモント市からの訪問団が茅
野市を訪れました。平成２年に姉妹都
市提携を結んで以来、相互にホームス
テイ希望者を派遣し、交流を深めてき
ました。７月27日まで滞在した訪問団
は、市内見学や保育園や小中学校を訪
問するなど、茅野市の風土や人に触れ
ました。

山岳気象予報士 猪熊さんを大使に
茅野市縄文ふるさと大使 委嘱式
７月４日、茅野市出身または茅野市にゆか
りのある著名な方に、茅野市の魅力などを
広くPRしていただく「茅野市縄文ふるさ
と大使」を株式会社ヤマテンの代表取締役
の猪熊隆之さんに委嘱しました。大使の
知名度による発信力を生かしていただき、
茅野市の歴史や文化、芸術、自然、特産品
等についての普及広報活動をしていただき
ます。
全国18山域59山の山頂の天気予報を運営する国内唯一の山岳気象専門会社ヤ
マテン（http://yamatenki.co.jp/）の代表取締役である猪熊さん。中央大学山岳
部監督。国立登山研修所専門調査委員及び講師。カシオ「プロトレック」開発ア
ドバイザー。チョムカンリ（チベット）、エベレスト西稜、剣岳北方稜線冬季全
山縦走などの登攀歴がある。
著書に山の天気にだまされるな（山と渓谷社）、山岳気象予報士で恩返し（三五
館）、山岳気象大全（山と溪谷社）。共著に山の天気リスクマネジメント（山と渓
谷社）
、安全登山の基礎知識（スキージャーナル）
、登山の科学
（洋泉社）がある。
日本テレビ
「世界の果てまでイッテQ」
の登山隊やNHK
「グレートサミッツ」
、東宝
「春を背負って」、東映「草原の椅子」など国内外の撮影をサポートしているほ
か、山岳交通機関、スキー場、旅行会社、山小屋などに気象情報を配信してい
る。2011年秋に、国内初の山岳気象専門会社「ヤマテン」を茅野市に設立。「岳
人」
「山と渓谷」
「PEAKS」
など山岳雑誌での気象講座の執筆や、
「マツコの知らない
世界」
「ガイアの夜明け」
「視点・論点」
などのテレビ出演もあり、講演依頼も多い。
広報ちの
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大学生から見た茅野市の魅力・未来
第5次茅野市総合計画策定に向けた
諏訪東京理科大学学生ヒアリング
７月５日、平成30年度から10年間の計
画となる「第５次茅野市総合計画」の策定
に向けて、諏訪東京理科大学の学生15
人からヒアリングを行いました。
「茅野市
の魅力・課題と提案」のテーマの中で学
生からは、「水がおいしい」
「夜が静か」
「工業の企業・イベントが多い」「車がな
いとどこにも行けない」といった意見が
出され、「茅野市の理想の10年後の姿」
では、「交通に困らない街」「変わらず緑
豊かな所」「山岳鉄道がほしい」などの声
が聞かれました。学生の意見は、総合計
画の審議会に報告し、計画策定に活かし
ていきます。

31

↓災害時備蓄水の目録を受け取りました。

↓一斉にオオムラサキを放つ参加者たち。

有事に備えて
災害時備蓄水 寄贈式

オオムラサキが舞う山に
小泉山 オオムラサキ放蝶会

６月29日、北陸コカ・コーラボトリング株式会社諏訪支店
より災害時における備蓄水の寄贈がありました。寄贈され
たのは「森の水だより」
（２リットル×６本入り）を50ケース
です。北陸コカ・コーラボトリング株式会社と茅野市は、
平成28年３月に災害時における優先的に飲料水の提供や災
害対応型自動販売機の設置などを行う災害協定を締結して
います。寄贈式の中で北陸コカ・コーラボトリング株式会
社諏訪支店支店長浅川和様は、
「 備蓄水は使わないのが一番
ですが、市民のために有効活用してほしい」
と語りました。

７月16日、小泉山体験の森創造委員会ではオオムラサキの
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放蝶会を開催しました。オオムラサキの飼育は2012年から
始め、現在は６メートル四方の保護施設の中で卵から成虫
となるまで育て、小泉山に放します。この活動は小泉山に
はいなくなってしまったと思われていたオオムラサキが発
見されたことをきっかけに始まりました。再びその姿を取
り戻すために、これからも活動を続けていきます。

コンサート、読み聞かせ、縁日も

０１２３ 広場「夏まつり」
７月25日、茅野市こども館0123広場では、利用者運営委員会「おひ
さまの会」主催で夏まつりが行われました。「うたおう！おどろう！
なつまつり」をテーマに、ぐるんぱさんによる読み聞かせや、みんな
でアンパンマン体操を踊ったり、楽しいコンサートや、縁日まであり、
子どもたちは目を輝かせて楽しんでいました。

こども通信
યऒनुைदষॎ
ोथःॊষহृ৬ୡभ
ੲਾमَन॒एॉৢਦُ
भشঌش४दງஂ
खथःऽघ؛

０１２３広場
イベント名

日

開館時間 10：00〜18：00
☎71-1661

時

休館日
内

न॒एॉৢਦ+3

木曜日

容

食育講座
9月1日
（金）
− 親子で楽しむ食育−
11：15〜
（食育推進ボランティア）

親子を中心に、多世代がふれ合い昔ながらの味を伝える地産地消の食育イベント
です。今回は「のたもち」です。

おはなし０１２３
9月12日（火）
「ブックメイトぐりとぐら」 11：15〜

子どもに一度は出会わせたい絵本が登場します。やさしくあたたかな語りや手あ
そびが、きっと心温まるひと時を作ってくれるでしょう。

子育て講座
「お医者さんの話」

9月20日（水）
11：15〜

皆さんがもっている悩みをお医者さんに聞いてみませんか？お医者さんと話せる
良い機会です。
（諏訪中央病院 武井義親先生にお越しいただきます）

おはなし０１２３
「ぐるんぱ」

9月26日（火）
11：15〜

ボランティアさんによる絵本の読み聞かせです。
絵本や手遊びを一緒に楽しみましょう。

9月29日（金）
10：30〜

２ヵ月〜７ヵ月の赤ちゃんとお母さんが対象です。
保健師による育児相談や親子のふれあい遊び、お母さん同志の交流を楽しみませ
んか？ 持ち物 バスタオル

赤ちゃん講座 PartⅡ

開館時間 10：00〜18：00
休館日 月曜日（祝日の場合は翌火曜日）
、第４金曜日

図書館
イベント名

日

時

対

象

内

☎72-9085

容

０・１・２おはなし会

9月2日、
23日（土） 0、1、2才のお子さん
と保護者の方
10：30〜

わらべうた・親子あそび・絵本の読み聞かせなど、
親子で楽しいひとときを！

おはなしわーるど

9月2日、
23日（土） 3才以上の方なら
どなたでも
11：00〜

語りと絵本の読み聞かせを中心に、わらべうた・手遊び
などを行います。おはなしの世界が広がります。

紙芝居だいすき！

9月9日（土）
10：30〜

どなたでも

おはなしとはひと味ちがう、楽しく愉快な紙芝居の世界
をお楽しみください。

どんぐりちいさな
おはなし会

9月13日（水）
10：45〜

どなたでも

親子あそびやわらべうた、絵本の読み聞かせなどがある
おはなし会です。

パネルシアターで
あそぼう

9月18日（月）
10：45〜

どなたでも

パネルシアターを見たり、さわったり、みんなで一緒に
遊ぼう！

家庭教育センター
イベント名

日

時

開館時間 9：00〜17：00 休館日
☎73-0888
対

日曜日、祝日

象

おはなし会
「えほんとなかよし」

９月５日
（火）
10：30〜

就園前の子どもと
保護者（申込不要）

遊びの広場
「体を動かそう」

９月14日
（木）
10：00〜11：00
受付９：30〜

就園前の子どもと
保護者（申込不要）

「ブックメイトぐりとぐら」による遊びや歌を交えなが
らの絵本の紹介や読み聞かせです。
内 容
親子で楽しく遊び、のびのびとした子育てや親子づくり
ができる講座です。会場：家庭教育センター
持ち物：上履き靴（親子）、水分、着替え
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健康管理センターの相談・教室
相談・教室

日

時

内

☎82−0105

容

持ち物

赤 ち ゃ ん 相 談

9月1日、
15日
（金）
9：00〜11：00

母子健康手帳
育児相談、栄養相談、身体計測、乳房マッサージ
乳房マッサージの方は
※乳房マッサージは要予約（生後４か月くらいまで） タオル３枚

マタニティ相談

9月15日
（金）
10：00〜11：30

助産師による相談、マタニティヨガ
※要予約

もぐもぐ離乳食教室

9月7日
（木）
10：00〜11：30

生後6〜8か月児向けの離乳食の作り方
※要予約

ぱくぱく離乳食教室

9月8日
（金）
10：00〜11：30

生後11か月〜1歳2か月児向けの離乳食の作り方
※要予約

〔会場〕茅野市健康管理センター
☎82−0105

乳幼児健康診査
日

健診名

程

母子健康手帳
※運動のできる支度で
お越しください。
赤ちゃん用のスプーン、飲
み物、おんぶ紐、お母さん
のエプロン、三角巾
赤ちゃん用のスプーン、飲
み物、敷物（レジャーシー
ト等）

対

受付時間

象

持ち物

9月13日
（水） 午後０時40分 Ｈ29年4月後半生まれ（16日以後生まれ） 問診票、母子健康手帳、どんぐり手帳、
9月27日
（水）
〜１時 Ｈ29年5月前半生まれ（15日以前生まれ） バスタオル

4か月児

※ファーストブックプレゼントがあります。
9月14日
（木） 午後０時40分 Ｈ28年11月前半生まれ（15日以前生まれ） 問診票、母子健康手帳、どんぐり手帳、
〜１時 Ｈ28年11月後半生まれ（16日以後生まれ） バスタオル
9月29日
（金）

10か月児

9月12日
（火） 午後０時40分 Ｈ28年3月前半生まれ（15日以前生まれ）
問診票、母子健康手帳、どんぐり手帳
〜１時 Ｈ28年3月後半生まれ（16日以後生まれ）
9月25日
（月）

１歳
6か月児

9月11日
（月） 午後０時40分 Ｈ27年9月前半生まれ（15日以前生まれ） 問診票、母子健康手帳、
〜１時 Ｈ27年9月後半生まれ（16日以後生まれ） どんぐり手帳、歯ブラシ、コップ、タオル
9月28日
（木）

２歳児

※染め出し液が服等に付着する場合があります。
3歳児

9月 8日
（金） 午後０時40分 Ｈ26年9月前半生まれ（15日以前生まれ） 問診票、母子健康手帳、どんぐり手帳、目と耳の
尿（郵送した用紙・容器をお使いください)
〜１時 Ｈ26年9月後半生まれ（16日以後生まれ） アンケート、
9月26日
（火）

予防接種

〔会場〕茅野市健康管理センター〔持ち物〕母子健康手帳、予診票、どんぐり手帳、体温計
（体温は当日、会場で測定してください。
）◎受け付けはホールに並んだ順に行います。

予防接種名

日

BCG

9月 6日
（水） 受付時間

四種混合
ジフテリア
破傷風
百日ぜき
不活化ポリオ

時

対

午後１時30分
9月 4日
（月） 〜２時15分
9月22日
（金） 診察時間
午後１時45分〜
9月 5日
（火） ※受付時間を

日本脳炎
9月20日
（水）

過ぎると接
種はできま
せん。

象

備

考

生後５か月〜
12か月未満の方

生後５か月〜12か月未満の間に１回接種し
ます
（標準接種5〜8か月）
。

生後３か月〜
７歳６か月未満

１期初回は３〜８週間隔で３回接種します。
１期追加は１期初回３回目終了後、１年から
１年半の間に１回接種します。

生後３歳〜
７歳６か月未満

1期は1〜4週間隔で2回接種します。
１期追加は2回目終了後11か月以上の間隔で
１回接種します。

（注１）四種混合、日本脳炎、ヒブ、小児の肺炎球菌、Ｂ型肝炎などの予防接種をした場合は６日以上、BCG、麻しん・風しん
（MR）
、
水痘などの予防接種をした場合は27日以上の間隔で他の予防接種を行ってください。
（注２）乳幼児、小・中学生までの予防接種履歴を管理しています。転入された方は、今までの接種状況をお届けください。

〔内容〕乳幼児の育児相談、栄養相談、身体計測等
※中大塩地区は成人の血圧測定、尿検査、健康相談も行います。
日 時
会 場
中大塩地区コミュニティセンター
9月19日（火）午前9時30分〜11時
玉川地区コミュニティセンター 2階
9月12日（火）午前10時〜11時15分
豊平地区コミュニティセンター
9月13日（水）午前10時〜11時15分
9月28日（木）午前10時40分〜11時15分 泉野地区コミュニティセンター 2階
宮川地区コミュニティセンター
9月20日（水）午前9時〜11時
夢のこども館（湖東地区コミュニティセンター）
9月21日（木）午前9時30分〜11時

各地区育児相談会
相談会名
中大塩地区健康相談会
玉川地区育児相談交流会
豊平地区育児相談交流会
泉野地区育児相談会
宮川地区育児相談会
北部育児相談会
よねざわこども館未就園児の集い
＆米沢育児相談会
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9月22日（金）午前10時〜11時30分

米沢地区コミュニティセンター

ビーナチャンネル

茅野市行政チャンネル「ビーナチャンネル」は
LCV11chで放送しています。
放送内容・時間等は予告なく変更する場合が
あります。

９月１日
〜９月７日

基本放送スケジュール

番組表

00分〜

LCV11ch

※午前６時〜翌日午前１時まで
１時間プログラムを繰り返し放送

14分〜
20分〜
30分〜

９月８日

行政インフォメーション
トピックス
シリーズ番組
投稿ビデオコーナー
文字放送

しています。

問い合わせ

放送期間

〜９月14日
９月15日
〜９月21日

てれびーな

地域戦略課広報戦略係

☎0266−72−2101
（内線235）

９月22日
〜９月30日

こんにちは茅野市です 放送内容
●茅野市産後ケア事業のご案内
●胃・大腸ガン集団検診のお知らせ
●広島平和の旅 ほか
●小津安二郎記念・蓼科高原映画祭のお知らせ
●北山小学校全校習字
●統計グラフコンクール表彰式 ほか
●平成30年度保育園等入所受け付けのご案内
●茅野市農業祭のお知らせ
●八ヶ岳縄文の里マラソン大会 ほか
●ゆいわーく茅野１周年記念月間のご案内
●もぐもぐ離乳食教室
●金沢小学校

読書教育公開研究会 ほか

おたんじょうび
おめでとう
茅野市内の11月生まれの3歳以下の
お子さんの写真を募集します。①写
真 ②氏名
（子
〈ふりがな〉
・保護者・
子の性別）
③お子さんの生年月日 ④電
話番号 ⑤コメント（50文字以内）を
メールまたは封書で送ってください。
メールの件名は
「おたんじょうびおめ
でとう応募」
としてください。応募の
締め切りは9月7日（木）。メールア
ドレス：c.senryaku@city.chino.lg.jp

さいとう

ひろ と

うえ の

ゆうせい

えんどう

はや と

斉藤

広翔 くん

上野

結聖 くん

遠藤

隼斗 くん

H28.9.24生まれ

1歳

おたんじょうびおめでと
う！
いっしょにいろんな所に
いって、
大きくなろうね！

茅野市 小・中学校・保育園

H27.9.24生まれ 2歳
おたんじょうびおめでと
う！
いっぱい食べて、やさし
く元気に、大きくなって
ね！

H26.9.5生まれ 3歳
隼斗お誕生日おめでとう！
いつも元気で人懐っこい
隼斗。
これからも元気な隼斗で!
そして周りのひと達に笑
顔を与えてね♡

業務内容○給食調理
募集人員○①常勤②パート
資
格○資格は不要です。
給
与○①日給6,200円
②時給900円
待
遇○交通費支給・有給休暇有り

勤務時間○①常勤 8：15〜16：45
②パート 学 校 8：15〜13：30
保育園 8：30〜13：30
勤 務 地○茅野市内の小・中学校・保育園
休日休暇○土・日・祝日
茅野市総合サービス㈱
そ の 他○当社規定による
☎(0266)82−3382

広 告

給食 調 理スタッフ募集

〒391−0215
茅野市中大塩1−9

広 告

＜広告欄＞広告の内容については、広告主へお問い合わせください。

９月号

発行／長野県茅野市 編集／企画部地域戦略課
〒391-8501 長野県茅野市塚原二丁目6番1号 ☎0266-72-2101
ホームページアドレス http://www.city.chino.lg.jp
印刷／
（株）オノウエ印刷

次号は10月号

９月20日
（水）
発行です

◎広報紙に掲載されたあなたの写真を差し上げます。ご希望の方は地域戦略課広報戦略係まで。
◎広報紙は茅野市内のお近くのコンビニエンスストア、金融機関、郵便局でも入手できます。

広報ちのは資源保護と環境保全
のため、古紙配合率100％再生
紙とベジタブルインキを使用し
ています。
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