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
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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

広 告
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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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