第20回長野県障がい者文化芸術祭
〜夢・アートフェスタあづみの〜
出展作品募集
長野県では、障がいのある方の文化芸術
活動の振興と社会参加を図るために「長
野県障がい者文化芸術祭」を開催しま
す。応募作品は平成28年８月以降に制
作をしたもので、規格や詳細につきまし
ては下記までお問い合わせください。
とき ９月16日
（土）
〜17日（日）
ところ 安曇野市穂高会館
対象者 長野県に住所を有する障がいの
ある方
部門 絵画、手工芸、書道、写真、文芸
申込締切 ８月４日（金）
申込・問 地域福祉課 障害福祉係
（内線316）

募

地域福祉審議会は、保健・医療・福祉に関
する計画の策定、地域福祉の推進に関す
る重要事項を調査審議する審議会です。
保健、医療、福祉及び子育てに関すること
や地域福祉の推進に興味があり、積極的
に取り組んでいただける方を募集します。
応募資格 茅野市内在住で会議に参加で
きる満20歳以上の方
募集人員 若干名
応募方法 応募理由を400字程度にまと
め、氏名、住所、電話番号を明記し、
メール、FAX、郵送などで下記の係に
ご提出ください。
募集期限 ８月24日（木）
必着
報酬 市の規定による報酬及び交通費を
お支払いします。
選考結果 応募理由を参考に選考し、ご
本人に連絡します。
申込・問 地域福祉課 福祉総務係
（内線302）FAX73−0391
Eメール：chiikifukushi@city.chino.lg.jp

募

８月の介護保険制度説明会
８月17日
（木）
午前９時30分〜11時まで
市役所８階大ホールにて開催します。８月
２日から９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ま
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）

茅野市戦没者等合同追悼式
戦争による犠牲者を追悼し、恒久平和の
実現を祈る「茅野市戦没者等合同追悼
式」を開催します。
一般参加もできますのでご来場くださ
い。
とき ８月19日（土）午後2時〜
ところ 茅野市民館 マルチホール
問 地域福祉課 福祉総務係
（内線302）

茅野市地域福祉審議会の
委員を募集します

2017信州ねんりんピック
長野県高齢者作品展 作品募集

平成29年12月１日から12月３日までの
３日間、駒ケ根市で開催する「2017信
州ねんりんぴっく長野県高齢者作品展」
への出品作品を募集します。奮ってご応
募ください。
出品者資格 長野県内在住の60歳以上
のアマチュア部門 日本画、洋画、彫
刻、手工芸、書、写真
申込締切 10月27日（金）
申込方法 長野県高齢者作品展出品票
（所
定用紙）
に必要事項を記入し、茅野市役
所高齢者・保険課
（市役所１階９番窓口）
までお申込みください。
作品搬入 11月21日（火）までに、茅野
市役所高齢者・保険課
（市役所１階９番
窓口）に搬入していただきます。
作品の規格 出品規格等の詳細について
は「募集案内」をご覧ください。
問 公益財団法人長野県長寿社会開発セ
ンター ☎026−226−3741
高齢者・保険課 高齢者福祉係
（内線335）

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

市営温泉施設は
次の日も営業します
縄文の湯は月曜日、アクアランド茅野は
火曜日、金鶏の湯、塩壺の湯は水曜日、
望岳の湯は金曜日が定休日ですが、８月
11日（金）山の日、８月14日（月）、８月
15日（火）、８月16日（水）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
金鶏の湯 ☎82−1503
塩壺の湯 ☎71−1655
望岳の湯 ☎82−8833
アクアランド茅野 ☎73−1890

茅野市温泉施設農産物直売所
営業開始
茅野市温泉施設にて、例年ご好評を頂い
ている農産物直売所がオープンしますの
でご利用ください。
望岳の湯
とき ７月１日から毎週水・土曜日
午前９時〜11時30分
縄文の湯
とき ７月２日から毎週金・日曜日
午後１時30分〜４時30分
その他 終了日については、11月中旬頃
を予定しています。毎月最終営業日は、
感謝デーを予定しています。
問 農業支援センター
（内線404）

そばの刈取り 申込受付
茅野市そば生産者協議会は、そばの刈取
り等の申込みを受付けます。
申込期限 ８月14日
（月）
〜９月１日
（金）
申込先 ＪＡ信州諏訪茅野市営農センタ
ー、南部センター窓口。
申込方法 営農センター窓口に用意され
ている「申込書」と「栽培日誌」に記
入して提出してください。
問 農業支援センター（内線404）
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児童扶養手当・特別児童扶養手当
受給資格者の皆さんへ
平成29年度の受給資格審査を行います。
現況届等の提出をお願いします。
現況届等受付についての詳細は、受付期
間前
（７月中旬）
に該当者に通知します。
受付日 ８月１日
（火）
、
３日
（木）
、
４日
（金）
受付場所 茅野市役所７階ロビー
受付時間 午前８時30分〜午後７時
児童扶養手当
受給資格 父母の離婚、父または母の死
亡等により18歳未満の児童を養育し
ている父母等。
提出書類
①現況届 ②児童扶養手当証書
③所得・課税・扶養証明書
（平成29年１
月１日現在茅野市に住所のなかった方
のみ）
④養育費申立書
⑤印鑑
（ネーム印は不可）
⑥その他必要書類
（該当する方のみ）
⑦公共料金
（電気・ガス・水道代）
の領収
書等
※所得超過による未申請の方で、所得の
減少があった方は７月中にお問い合わ
せください。
特別児童扶養手当
受給資格 身体または精神等に障害のあ
る満20歳未満の児童を監護する父ま
たは母等。
提出書類
①所得状況届
②特別児童扶養手当証書
③所得・課税・扶養証明書
（平成29年１
月１日現在茅野市に住所のなかった方
のみ）
④課税資料等の閲覧同意書
⑤身体障害者手帳、療育手帳
⑥印鑑
（ネーム印は不可）
⑦その他必要書類（該当する方のみ）
※提出期限までに提出されない場合、11
月の手当は支給されません。
問 こども課 こども・家庭支援係
（内線614）

みんなのまちづくり支援事業
第２次募集と公開発表会の開催
「まちを元気にしたい！」
「地域の課題
を何とかしたい！」そんな想いや夢をカ
タチに変えるため、皆さんが主体となっ
て行う事業を、補助金の交付と活動の
コーディネートで応援します。
募集締切 ８月31日
（木）
公開発表会
９月10日
（日）午後1時30分〜
申込・問 ゆいわーく茅野（市民活動セ
ンター）☎75−0633
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自立支援教育訓練給付金事業
支給対象者
（ひとり親家庭）
・市内に住所を有している方
・20歳未満のお子さんを養育している方
・児童扶養手当の支給を受けているか、
または同等の所得水準にあること
・過去に自立支援教育給付金を受給して
いない方
対象講座
・雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
・就業に結びつく可能性の高い１か月以
上１年未満の講座
（例：介護ヘルパー・
経理事務・医療事務等専門性の高い講
座）
で特に市長が認める講座
支給額
⒜雇用保険制度から一般教育訓練給付金
の支給を受けることができる方
・支払った対象講座受講料の６割
（12,001円以上20万円を上限）
・支払った受講料が20,002円未満の
場合は対象になりません。
⒝雇用保険制度から一般教育訓練給付金
の支給を受けることができない方
・⒜に定める額から雇用保険制度より
支給される一般教育訓練給付金の額
を差し引いた額
（平成29年４月１日
から適用）
支給時期 受講終了後
申請方法 講座等の受講前に申請が必要です
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験
合格支援事業
支給対象者
（ひとり親家庭）
・市内に住所を有している方
・20歳未満の子を養育している方及び
その子
（20歳未満）
・児童扶養手当の支給を受けているか、
または同等の所得水準にあること
・高等学校を卒業していない方及び大学
入試資格検定、高等学校卒業程度認定
試験に合格していない方
・高等学校に在籍して単位を修得する講
座を受け、高等学校等修学支援金制度
の支給対象者でない方
・過去に高等学校卒業程度認定試験合格
支援事業の給付金を受給していない方
対象講座 高等学校卒業程度認定試験の
合格を目指す講座
（通信制講座を含む）
支給額
・受講修了時給付金
対象講座の受講終了後、支払った受講
料の２割
（4,001円以上10万円を上限）
※支払った受講料が20,005円未満の
場合は対象になりません。
・合格時給付金
受講修了後２年以内に高等学校卒業程
度認定試験合格後、支払った受講料の
４割
（受講修了時給付金と合格時給付
金の合計額15万円を上限）
支給時期 対象講座の受講終了後及び高
等学校卒業程度認定試験合格後
申請方法 対象講座の受講前に申請が必
要です
問 こども課 こども・家庭支援係
（内線613）

平和祈念式
平和祈念式実行委員会では、今年も核兵
器の廃絶と世界の恒久平和の実現を祈念
して、
「平和祈念式」
を行います。
72年前、広島に原爆が投下された時刻
に、参加者全員で黙とうを行い、献花を
します。当日は、二度とあの恐ろしい体
験を繰り返さないよう、平和への願いを
込めた折鶴などをお持ちください。
とき ８月６日
（日）
午前７時50分〜８時30分
ところ 茅野市運動公園 平和の塔前
主催 平和祈念式実行委員会
後援 茅野市
問 総務課 行政係
（内線133）

母子家庭・父子家庭を応援！！
自立支援教育訓練給付金支給要件
が拡充されました
高等職業訓練促進給付金事業
支給対象者
（ひとり親家庭）
・市内に住所を有している方
・20歳未満のお子さんを養育している方
・児童扶養手当の支給を受けているか、
または同等の所得水準にあること
・資格取得のための修業と仕事または育
児の両立が困難である方
・過去に高等職業訓練促進給付金を受給
していない方（または、過去に高等技
能訓練促進給付金を受給していない方）
対象資格 就職の際に有利となるもので
あって、養成機関において１年以上の
カリキュラムを修業するもの（介護福
祉士・看護師・准看護師・保育士・理
学療法士・作業療法士・歯科衛生士・
美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調
理師・その他市長が適当と認める資格）
支給期間
・高等職業訓練促進給付金
…修業する期間の全期間
（上限３年）
・修了支援給付金
…修了日を経過した日以後に支給する
支給額
・高等職業訓練促進給付金
…月額100,000円
（住民税課税世帯は月額70,500円）
・修了支援給付金
…修了後50,000円
（住民税課税世帯は25,000円）
支給時期 申請のあった月以降毎月支給
申請方法 修業前に事前申請をする

博

企画展「茅野市の中世遺跡」

市内に鎌倉〜戦国時代（中世）の重要な遺
跡が数多くあることはあまり知られてい
ません。近年の発掘調査により、少しず
つわかってきた内容、発掘の成果を展示
します。
会期 ８月５日（土）
〜10月９日（月・祝）
ところ 総合博物館 料金 通常入館料
＜関連イベント①＞ギャラリートーク
とき ８月12日（土）午後２時30分〜
ところ 総合博物館 講師 博物館職員
料金 通常入館料（申込不要）
＜関連イベント②＞講演会
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
（申込不要）
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（たかばた）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 ８月12日（土）・13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 ７月20日（木）
から
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 ８月19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
（申込不要）
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 ８月26日（土）
午後７時30分〜９時
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 ７月20日（木）
〜
※雨天曇天の場合は中止します
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎73−0300

尖

尖石縄文考古館
開館に関するお知らせ

８月７日
（月）
、
14日
（月）
は臨時開館します。
８月11日（金）は祝日開館します。
なお次の日は入館料が無料です。
皆さまのご来館、お待ちしております。
８月23日（火）
「仮面の女神」誕生日
（出土日）
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

信州デスティネーションキャンペーン

７月１日
（土）
〜９月７日
（木）
は
「信州DC」
期間につき個人のお客様の尖石縄文考古
館観覧料を割引します。
問 尖石縄文考古館 ☎76−2270

尖

縄文ゼミナール②
「縄文人祈りの地 阿久遺跡」

講師 佐々木 潤 さん
（原村教育委員会）
とき ８月12日（土）
午後１時30分〜午後３時
ところ 尖石縄文考古館
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

ナイトミュージアム

普段は入館できない夜の考古館を探検し
ます。
①子ども向け
とき ８月19日（土）午後７時〜
ところ 尖石縄文考古館
定員 25名 料金 観覧料が必要です。
その他 要申込、受付期間７月19日
（水）
〜８月12日（土）
、先着順
②大人向け
とき ９月９日
（土）午後7時〜
ところ 尖石縄文考古館
定員 25名
料金 無料
その他 要申込、受付期間８月９日（水）
〜９月２日
（土）
、先着順
申込・問 尖石縄文考古館
☎76−2270

尖

縄文を楽しむ（ミニ縄文教室）

ところ 尖石縄文考古館
料金 各回共800円
①「『縄文のビーナス』
『仮面の女神』の土
鈴と土笛を作ろう」
粘土で「縄文のビーナス」と「仮面の女神」
の頭部をかたどった土鈴と土笛を作ります。
とき ９月９日
（土）午前９時30分〜正午
定員 10名
その他 要申込、受付期間８月９日（水）
〜９月２日（土）、先着順
②「小さい『縄文のビーナス』
を作ろう」
１㎏の粘土を使って、「縄文のビーナス」
を１日かけて作ります。
とき ９月17日
（日）午前10時〜午後３時
ところ 尖石縄文考古館
定員 10名
料金 800円
その他 要申込、受付期間８月17日
（木）
〜９月10日（日）、先着順
申込・問 尖石縄文考古館
☎76−2270

第５回 ひと・まちカレッジ
「市民活動の生まれ変わり」
活動者の実践報告から市民活動の今を知
り、共通課題をテーマにフリーディスカ
ッションをします。
とき ８月29日（火）
午後６時30分〜９時
ところ ゆいわーく茅野
発題者 NPO法人 茅野国際クラブ
参加費 無料
問 ゆいわーく茅野（市民活動センター）
☎75−0633

夏期茅野市図書館開館時間
延長試行のお知らせ
今年１月から２月にかけて開館時間延長
の試行を実施しました。その際、多くの
方にご利用いただきました。開館時間延
長を検討する中で、学校の夏休み期間の
７月から８月に時間延長の試行を行いま
す。ご利用ください。
期間 ７月25日（火）
〜８月18日（金）
開館時間 午前９時30分〜午後７時
＊土日・祝日は通常の午前10時〜午後６時
の開館となりますのでご注意ください。
問 茅野市図書館 ☎72−9085

図書館 休館日のお知らせ
８月25日
（金）は月末休館となります。
問 茅野市図書館 ☎72−9085

夏休みクラフト講座
木の枝や木の実などを使って、昆虫など
を作ります。
※事前申込み、材料費などが必要です。
とき ８月４日（金）
①午前10時15分〜
②午後１時15分〜
ところ 茅野市図書館
２階おはなしの部屋
問 茅野市図書館 ☎72−9085

図書館の怪談
夏のおわりに背筋がひんやりするような、
ちょっぴり怖いおはなしはいかがでしょ
う。いつもとは違った雰囲気漂う夜の図
書館に、ご家族みなさんで涼みにきてく
ださい。
とき ８月24日（木）
午後７時〜午後８時
ところ 茅野市図書館フロア
問 茅野市図書館 ☎72−9085

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 ８月29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
その他日程等の問い合わせ先
茅野市図書館 ☎72−9085
広報ちの
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フジモリ建築見学会

ワークショップ形式で制作した、藤森照
信さんの新作茶室「低過庵」
（ 茅野市宮川
高部）と神長官守矢史料館、高過庵、空
飛ぶ泥舟の見学会を行います。
とき ９月17日
（日）
午後１時〜午後３時
30分、10月７日（土）午前の部（午前
９時30分〜午後0時30分）、午後の部
（午後１時30分〜午後４時30分）、10
月21日（土）午前の部（午前９時30分
〜午後0時30分）
、午後の部
（午後１時
30分〜午後４時30分）
ところ 低過庵、神長官守矢史料館、高
過庵、空飛ぶ泥舟
案内 藤森照信
定員 各24名
（対象：小学５年生以上）
受付開始 ７月24日（月）
※各回先着順、お電話にてお申込みくだ
さい。
※複数回の申込みはできません。
参加費 無料
（要事前申込み）
集合・解散 茅野市民館
申込・問 茅野市美術館
（茅野市民館内）
☎82−8222
FAX82−8223

第42回全国高等学校総合文化祭
「産業（工業）部門」プレ大会
マイコンカーラリーと自作コマによるコ
マ対決。高校生たちが熱い闘いを繰り広
げます。
とき ８月10日（木）午前9時〜
ところ 諏訪東京理科大学
問 県教育委員会全国高等学校総合文化
祭推進室 ☎026−235−7440

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、工芸品などが
販売されます。
とき ７月23日、８月27日、９月24日、
10月22日の各日曜日午前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

戦没者遺児による慰霊友好親善
事業の参加者募集について
この事業は、厚生労働省から補助を受け
実施しているもので、先の大戦で父等を
亡くした戦没者の遺児の方を対象として、
父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼
を行うとともに、同地域の住民と友好親
善を図ることを目的としています。
参加費 10万円
※実施地域等詳細はお問い合わせください。
申込・問 茅野市遺族会
☎72−5385
（両角）

松本訓練センター 訓練受講生募集
CAD／NC技術科・金属加工科・電気設備技術科
募集期間 ８月24日（木）
まで
受講料 無料（教科書・作業服等は除く）
問 松本訓練センター
☎0263−58−3392

25

広報ちの

2017.8

C

縄文アートプロジェクト2017
市民合唱団のお知らせ

八ヶ岳JOMONライフフェスティバルを
締めくくる「平原綾香ライブ with 平原ま
こと」
（ 10月22日）では、市民合唱団を
結成し、平原綾香さんと一緒に「縄文の
うた」をお届けします。
参加希望の受付 ８月５日（土）
※詳細はお問合せください
問 茅野市民館
☎82−8222 FAX82−8223

美
とき

藤森民雄展
生きること、その揺らめき

８月６日（日）〜９月４日（月）
午前10時〜午後６時
※初日は開展式（午前10時30分〜）
終了後に開場
ところ 茅野市美術館
観覧料 一般500円 高校生以下は無料
関連企画
■作家によるギャラリートーク
話し手 藤森民雄（彫刻家）
とき ８月11日（金・祝）午後2時開始、
８月26日（土）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）
■子どものための美術教室「ねんどで思
いのままにつくる」
講師 藤森民雄（彫刻家）
とき ８月12日（土）午前10時〜正午、
８月27日（日）午前10時〜11時
※27日（日）は、焼きあがった作
品の仕上げと贈呈を行います。
ところ 茅野市民館イベントスペース
参加費 100円
（先着20名、要事前申込）
対象 小中学生
（保護者の参加も可、小学
４年生以下は要保護者同伴）
■美術教室
「もう一度みつめる家族、
友人」
講師 藤森民雄（彫刻家）
とき ８月13日（日）
午前９時30分〜午後１時
ところ 茅野市民館ロビー
参加費 100円（先着10名、要事前申込）
対象 家族、友人（小学５年生以上）
■きてみて！ギャラリーツアー
とき ８月19日（土）午前11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）
■きてみて！親子ギャラリーツアー
とき ８月20日（日）午前11時開始
ところ 茅野市美術館
参加費 無料
（対象は小中学生とその保護
者。保護者の方は１名無料。会場入口
に５分前に集合。）
■特別講座「おでかけ美術館」
講師 藤森民雄
（彫刻家）
、三澤一実
（武蔵
野美術大学教授）
とき ８月28日（月）
午前９時15分〜午後０時30分
ところ 茅野市立金沢小学校
参加費 無料（先着10名、要事前申込）
申込・問 茅野市美術館（茅野市民館内）
☎82−8222 FAX82−8223

博

キノコ観察会

市民の森
（吉田山）
でカラマツやアカマ
ツ、ミズナラなどと共生するキノコを
観察します。
とき ８月27日
（日）
午前９時〜11時30分
講師 小山明人さん
参加費 無料
持ち物 きのこ図鑑・ルーペ（お持ち
の方）
申込開始 ７月20日
（木）
から
申込・問 八ヶ岳総合博物館
☎73−0300

博

プラネタリウム８月のテーマ
「環のある惑星」

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

夏休み限定投影「プラネタリウム
でどうぶつ園たいけん！」

みんなが大好きな動物たち。エアドー
ムに映し出される迫力満点の映像をお
楽しみください。星空の中の動物たち
も探してみよう。
とき ８月１日
（火）
〜４日
（金）午前11
時30分〜と午後１時30分〜、８月５
日
（土）
、６日
（日）午前11時30分〜
（各回約35分間）
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

八ヶ岳総合博物館
祝日開館のお知らせ

８月11日
（金）
は祝日開館します。
問 八ヶ岳総合博物館 ☎73−0300

守

企画展「茅野市の中世遺跡」

茅野市の中世遺跡についてと古文書を
展示します。
会期 ８月５日
（土）
〜10月９日
（月・祝）
ところ 守矢史料館
料金 要入館料
（申し込み不要）
問 神長官守矢史料館 ☎73−7567

守

神長官守矢史料館
臨時開館のお知らせ

８月11日
（金）
は祝日開館、14日
（月）
は
臨時開館します。
問 神長官守矢史料館 ☎73−7567

地域戦略プロフェッショナル・
ゼミ」第4期受講生募集

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 ８月27日（日）雨天決行
受付時間 午前９時〜正午
ところ 健康管理センター前
料金 300円から
（研ぐものにより金額は異なります）
対象物 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 ８月９日（水）午後２時〜
審査会 ８月18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〜

本講座は「信州の未来学」と題し、地域の
リーダー（ローカル・イノベーター）の育
成を目的として、
「中山間地域」、
「芸術文
化」
、
「環境共生」
、などの信州の中長期的
な地域課題をテーマに、実践力の育成を
図ります。
期間 ９月16日〜２月10日の間で
全18回の講座
場所 県内各地
定員 最大30名
受講料 ２万円
（教材費・施設使用料等を
含む、その他交通費・宿泊等の実費は
参加者負担)
申込締切 ８月18日（金）
詳細はホームページをご覧ください。
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/areas/
問 信州大学 産学官・地域総合戦略推
進本部 ☎0263−37−2075

募
職

◆市県民税（２期）◆上下水道料金
◆下水道受益者負担金（２期）
◆国民健康保険税（３期）
◆市営住宅使用料 ◆保育料
◆後期高齢者医療保険料（２期）
【納期限・振替日 ８月31日（木）
】

中小企業退職金共済制度（「中退共制度」
）
は、中小企業退職金共済法に基づき設け
られた中小企業のための国の退職金制度
です。
中退共制度をご利用になれば、安全・確
実・有利で、しかも管理が簡単な退職金
制度が手軽に作れます。
中退共制度なら……
○掛金の一部を国が助成します。
○掛金は全額非課税。手数料も不要です。
○社外積立型なので、管理が簡単です。
○パートタイマーさんも加入できます。
問 （独）勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
☎03−6907−1234
FAX03−5955−8211

諏訪広域連合職員募集
種

区分

勤務場所

介護福祉士 中級

救護施設
八ヶ岳寮

採 用
予定者

ゆずります
座卓／こたつ／電動折りたたみベッド／
上級 消防本部また 若干名
消防士
マットレス／おおでまりの株分け／パン （救急救命士）
は諏訪圏域内
中級
の消防署
焼き器／保存びん／ハイ＆ローチェア／
初級
消防士
テーブル付きローチェア／ダブルベッド
受付期間 ８月１日
（火）
〜８月21日
（月）
／レコードプレーヤー／姿見／台所用流
第一次試験
９月17日
（日）
し台／人形のガラスケース／ひょうたん
受験資格など詳しくは、諏訪広域連合
型の池
ホームページをご覧いただくか、諏訪
ゆずってください
広域連合企画総務課（諏訪市役所内）へ
子ども用自転車／メトロノーム／２人掛
お問い合わせください。
けソファ／室内用ブランコ・滑り台／テ
URL http://www.union.suwa.lg.jp/
レビ／二槽式洗濯機／ベビーベッド／芝
問
諏訪広域連合企画総務課
桜の苗（濃いピンク）／ミンサー／チャイ
☎52−4141（内線373・374）
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
放送大学 第２学期
募
トプレート
（10月入学生）募集
※金額は、無料〜5,000円の範囲です。
放送大学は、テレビ、ラジオ、インター
※チャイルドシートは無料で取り扱って
ネットなどを利用して授業を行う通信制
います。
の大学です。働きながら学んで大学を卒
※最新情報は、
「NPO法人エコタウンち
業したい、教養を深めたい、仕事のスキ
の」のホームページをご覧ください。
ルアップをしたいなど、さまざまな目的
※交渉後の結果は必ず環境館までご連絡
で幅広い世代、職業の人が学んでいます。
ください。
出願期間 ６月15日
（水）
〜９月20日
（火）
問 茅野環境館 ☎82−0040
ホームページでも受け付けています。
（午前９時〜午後５時：日・月曜日定休）
URL http://www.ouj.ac.jp
なお、広報紙が届くまでに一部交渉が成
問 放送大学長野学習センター
立する場合がありますのでご了承くださ
☎58−2332（月曜日・祝日除く）
い。登録期間は３か月あります。

８ 月の納税等

ご存じですか？
「中退共」
の退職金制度

茅 野市の人口
総人口
男
女
世帯数

ちの『市民登山』参加者募集
群馬県を代表する、日本三大奇景の一つ
である妙義山
（中間道）
へ登ろう‼
妙義山の標高は白雲山相馬岳の1,104m
が最高峰であまり高くない山ですが、関
東平野を見下ろす景色は爽快です。
赤城山、榛名山とともに上毛三山に数え
られ、群馬県を代表する山の一つ。また
日本三大奇景の山で荒々しい岩肌が創り
出す自然景観の美しさが特徴の山です。
とき ８月27日（日）（日帰り）
※集合時間及び登山計画等の詳細につい
ては、
参加者による登山説明会にて行う。
※登山説明会会場及び日時は、追って参
加者に連絡する。
定員 35名位（定員になり次第締切）
申込締切 ８月16日（水）
申込方法 氏名・年令・住所・電話番号・
血液型を記入してFAXかハガキで必ず
申し込みください。
※グループで参加する場合は、代表者へ
印を付けて下さい。
参加費 一人 5,000円（交通費・保険・
事務通信費・写真・他）
申込 柿木観光バス（株）長野県知事登録
第2-170号
TEL58−4455 FAX58−1516
問 茅野市山岳協会 代田秀夫
TEL73−5847
携帯090−2431ー5544

55,878人 （＋ 7）
27,884人 （− 4）
27,994人 （＋11）
22,849世帯（＋ 5）

（ ）内は前月比
平成29年７月１現在（茅野市独自推計）
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無料相談
相談の種類

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
8/22（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 8/17（木）
相談
10：00〜16：00

市役所7階
会議室

生涯学習課
（内線634）

相談語は、タガログ語、中国語、英語、
ポルトガル語です。

若者向けキャリア・
コンサルティング
8/2（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9/6です。

8/9（水）
プラザ2階 社会
15：00〜17：00 福祉協議会相談室

茅野市ひと・まち

茅野市社会福祉
協議会
☎73−4431

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

法律相談【要予約】
相談員：
宮坂大吾弁護士

司法書士法律相談
【要予約】
心配ごと相談

結婚相談

日

時

8/1（火）
13：00〜17：00
※電話予約は7/25
午前8時30分から

8/4・18・25（金）
9：00〜12：00

備

考

①8/19（土）
茅野市ひと・まち 茅野市社会福祉
13：00〜16：00
プラザ2階 社会
協議会
②8/11・25（金）
福祉協議会相談室
☎73−4431
18：30〜20：30
こども課
子育て、家庭教育相談から、いじめ、不
（内線615・616）
登校などの教育相談までお気軽にご相談
■24時間相談
ください。
☎090-7721-6043

子育て・教育相談

毎週月〜金曜日
（祝日除く）
8：30〜17：15

発達に関する相談

お子さんの発達に関する相談や検査を行
発達支援センター
毎週月〜金曜日
発達支援センター
（本町東15-14
っています。
（祝日除く）
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

毎週月〜金曜日
（祝日除く）
9：00〜17：00

市役所6階
こども課

家庭教育セン
ター相談室

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)

女性のための相談
【要予約】

8/19（土）10：30〜、 電話予約時に
11：30〜、
13：30〜、 会場等をお知
らせします。
14：30〜

☎73−4151

地域職業相談室

木曜日を除く毎週月
茅野駅前
〜土曜日
（祝日除く）
ベルビア2階
10：00〜17：30

ふるさとハロー
ワーク ☎72-2029
FAX73-7933

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。

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）

☎28−6666
諏訪地区更生保護
サポートセンター
☎55-2786

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。

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。

８月25日（金）
10：00〜12：00

諏訪市公民館
302会議室

８月22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】

8/2（水）
12：30〜15：30

市役所7階
704会議室

長野県南信労政事務所
☎0265-76-6833
商工課商業労政係
（内線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

広報ちの

2017.8

