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６月２日から７月１日までに65歳になる

方を対象にしています。なお、介護保険

制度に関心のある方もご参加いただけま

す。（申し込み不要）

とき　６月12日（水）

　　　午前９時30分～11時

ところ　茅野市役所　議会棟大会議室

問　高齢者・保険課　介護保険係

　　（内線336・337）

初めての方でも安心して取り組める太極

拳講座を開講します。

これまでの本講座の受講生において、太

極拳に取組んだことで腰痛や膝痛が改善

した、という喜びの声が寄せられていま

す。柔らかく、穏やかな太極拳の動作で

姿勢や呼吸を整え、健幸な心と身体を養

いましょう。

とき　７月４日から毎週木曜日

　　　９ヶ月間（2020年３月まで）　

　　　午前11時15分～午後０時45分

ところ　茅野市高齢者福祉センター塩壷

　　　　の湯ゆうゆう館内「いきいき健

　　　　幸ルーム」

参加費　無料

対象　市内在住の65歳以上の方で、過

　　　去に「いきいき健幸ルーム」にお

　　　ける太極拳講座未受講の方

定員　15名（先着順）

申込期間 ６月17日（月）午前８時30分～

申込・問　高齢者・保険課 高齢者福祉係

　　　　　（内線334・335）

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

広

　
告
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行政相談委員として永田賢二さんが新た
に、笹岡幸穗さんが引き続き平成31年
４月１日付けで総務大臣から委嘱されま
した。

「行政相談」とは、市民の皆さまから、国の
機関や独立行政法人や特殊法人の役所や
独立行政法人および特殊法人が行ってい
る仕事に関する苦情や意見・要望をお聴
きして、その解決や実現を図るものです。
この身近な相談窓口が行政相談委員です。
行政相談委員は、毎月第二火曜日に茅野
市役所で開催される定例相談日にお受け
しています。なお、相談は無料で秘密は
守られます。
問　市民課市民係（内線256）

人権擁護活動の一環として相談所を開設
します。相談は無料で秘密は堅く守られ
ます。予約は必要ありませんし、難しい
手続きもありませんのでお気軽にお出か
けください。
日程、相談内容等の詳細は、P25無料相
談の表をご覧ください。
問　市民課市民係（内線256）

運動機能の低下を予防し、楽しみながら
できる脚腰おたっしゃ教室を開講します。
講師は、諏訪湖畔病院内にありますメデ
ィカルフィットネス「あさがお」の健康運
動指導士です。持ち物として上履き（踵
のある靴タイプ）、ヨガマット又はバス
タオルをご持参いただき、お気軽にご参
加ください。
とき　６月５日（水）、12日（水）、19日
　　 （水）、26日（水）
　　　いずれも午前10時30分～11時30分
ところ　ちの地区コミュニティセンター
　　　　第一・二会議室
参加費　無料
対象　市内在住の65歳以上の方
問　高齢者・保険課高齢者福祉係
　　（内線334）

障がいに配慮した競技内容となっており、
多くの選手が日ごろの練習の成果を発揮
し、白熱した競技を繰り広げます。参加
をご希望の方は、興味のある方はお問い
合わせください。
とき　９月８日（日）
　　 ※雨天の場合、競技内容に変更あり
ところ　松本市　松本平広域公園
　　　　陸上競技場ほか
参加費　無料
対象　身体障がい者、知的障がい者、精
　　　神障がい者
申込期間　～６月10日
申込・問　地域福祉課障害福祉係
　　　　　（内線316）
　　　　　FAX73－0391

放送期間 こんにちは茅野市です　放送内容

６月１日

～６月７日

６月８日

～６月14日

６月15日

～６月21日

６月22日

～６月31日

●泉野小学校　マラソン大会

●小泉山体験の森 第16回森開き

●北山小学校５年生キャンプ

●多留姫文学自然の里 春のイベント

●金沢小学校運動会

●こどもまつり

●地球温暖化を考える日

●茅野市消防団ポンプ操法・ラッパ吹奏大会

ビーナチャンネル

番組表
LCV11ch

問　地域戦略課広報戦略係   ☎72－2101（内線235）

00分～　行政インフォメーション
　　　 トピックス
20分～　投稿ビデオコーナー
30分～　文字放送

※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
　しています。

基本放送スケジュール

永田賢二さん笹岡幸穗さん

６月の介護保険制度説明会

「行政相談委員」の紹介

「特設人権相談所」の開設

いきいき健幸ルーム
太極拳講座

脚腰おたっしゃ教室を
開講します

第19回
長野県障がい者スポーツ大会



図書館 休館に関するお知らせ

今年の10月１日に予定されている消費
税率引上げの際には、軽減税率制度が実
施され、税率８％と10％、双方の商品
を取り扱う事業者は様々な対応が必要に
なります。こうした事業者を支援するた
め、国において軽減税率に対応するため
のレジや受発注システム、請求書の発行
を行うシステムの改修・導入に対する補
助金が用意されています。早めに対応し
ていただきますようよろしくお願い申し
上げます。
問　軽減税率対策補助金事務局
　　http://kzt-hojo.jp/
　　☎0120－398－111
　　※独立行政法人中小企業基盤整備機
　　　構が設置する回線です。

休館日　６月３日（月）、10日（月）、17
　　　　日（月）、24日（月）、28日（金）
問　茅野市図書館　☎72－9085

ボランティアグループ「レモングラス」の
皆さんによるハーブティーのサービスです。
とき　６月13日（木）
　　　午前10時30分～11時30分
ところ　茅野市図書館前庭
参加費　無料
持ち物　コップ
問　茅野市図書館　☎72－9085

本の紹介や、絵本の読み聞かせをしたあ
と、布や紙を使って世界にひとつだけの
自分のノートを作ってみましょう。
とき　６月29日（土）
　　　午前10時30分～正午
ところ 茅野市図書館２階 おはなしの部屋
持ち物　はさみ
参加費　200円
対象 小学生以上、どなたでも参加できます
定員　10名
申込期間　６月８日（土）午前10時～
問　茅野市図書館　☎72－9085

地域の読書ボランティアの方と図書館職
員による大型絵本の読み聞かせやパネル
シアターなど楽しいおはなしをたくさん
用意しています。
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。
図書館フロアには七夕飾りもあります。
みなさんのお願いを短冊に書いてみませ
んか。
とき　7月6日（土）
　　　午前10時30分～11時30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

休館日　６月３日（月）、10日（月）、17
　　　　日（月）、24日（月）
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

６月15日（土）はふるさと応援団の方は、
観覧料が無料です。
とき　６月15日（土）
ところ　尖石縄文考古館
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

茅野市教育委員会の鵜飼幸雄さんによる
講演会です。
とき ６月15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
料金　無料（館内をご覧の場合、観覧料
　　　が必要です）
資料代　100円
定員　80名
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

水防・土砂災害訓練は、水防活動の円滑
な遂行を図るとともに、土砂災害に対す
る警戒避難体制の強化と住民の防災意識
の高揚を図る目的で行います。今年度の
訓練は、土砂災害発生の危険が高い地区
で、局地的な豪雨が発生したことを想定
した避難訓練を実施します。
・水防講習会（茅野市消防団）
・土砂災害避難訓練、安否確認訓練、情
　報伝達訓練（自主防災組織）
とき　５月26日（日）午前８時～
ところ　水防講習会　木舟研修センター
　　　　土砂災害訓練
　　　　　　　　金沢　木舟区・大池区
問　防災課防災係（内線182）

消防団協力事業所制度は、事業所の消防
団活動への協力が社会貢献として広く認
められると同時に、事業所の協力を通じ
て、地域防災体制がより一層充実される
ことを目的とした制度です。
勤務時間中に災害出動するにあたり、消
防団員が不利益をこうむらないように、
事業所に協力をいただき、推進していく
ものです。従業員のうち消防団員が2名
以上いる事業所などに表示証を交付させ
ていただきます。
交付式　２月・８月の年２回
　※８月の交付式は、７月25日（木）まで
　　の申込事業所を対象とします。
問　茅野消防署消防課消防係
　　☎72－0119

広報ちの　2019.621

茅野市水防・土砂災害訓練を
実施します

軽減税率対策補助金が
用意されています

おはなし＆ハンドメイド
～世界にひとつだけの自分の

　　　　ノートをつくってみよう～

図書館でティータイムを

七夕おはなし会

ふるさと応援団観覧無料

消防団協力事業所の
募集について

尖石縄文考古館
休館に関するお知らせ

尖

尖

縄文ゼミナール①「辻屋遺跡」尖

「広報ちの」の自動配信も！

長野県 茅野市

広

　
告
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告

情報ネットワーク情報ネットワーク情報ネットワーク
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放送期間 こんにちは茅野市です　放送内容

ビーナチャンネル

番組表
LCV11ch

基本放送スケジュール



休館日　６月３日（月）、10日（月）、17日
　　　　（月）、24日（月）
問　神長官守矢史料館　☎73－7567

とき　６月29日（土）午後１時30分～
ところ　神長官守矢史料館
料金　通常入館料
問　神長官守矢史料館　☎73－7567

■出演者募集
茅野市民館では、シニア世代が主役のフ
ァッションショー「いきいきシニア！モジ
モバファッションショー」を８月18日（日）
に開催します。その出演者を募集します。
粋でモダンな「じいじ、ばあば」＝「モジ」

「モバ」になって、ランウェイを歩いてみ
ませんか？　詳しくはお問合せください。
応募期間　６月10日（月）～６月30日（日）
対象　65歳以上の方で、お一人での参加の
　　　ほか、ご家族・ご友人との参加も
　　　可（内、お一人が65歳以上である
　　　こと）。車いすでの参加もできます。
参加費　無料
定員　30組
　※応募者多数の場合は抽選を行います。
　※本番のほか、事前準備にご参加いた
　　だく想定です。
■ファッションショー
とき　８月18日（日）
ところ　茅野市民館マルチホール
問　茅野市民館　☎82－8222

地域ゆかりの作家が紡ぎ、生み出したも
のをみつめます。
とき　～７月８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
■関連企画「きてみて！親子ギャラリー
　ツアー」
とき　７月７日（日）午前11時開始
ところ　茅野市美術館 常設展示室
料金　無料
問　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　☎82－8222

精神障害者のご家族の会です。悩みや不
安、体験などを自由に語り合うことがで
きます。事前申込は不要で、どなたでも
参加できます。（毎月第２水曜日に定例会
を開催しています。）
とき　６月12日（水）午後１時30分～
ところ　ひまわり作業所　会議室
　　　　（茅野市宮川4297）
対象　精神障害者のご家族
参加費　300円（お茶代等）
問　NPO法人やまびこ会　☎73－2334

市民の森で間伐したコナラやカラマツを
利用した炭焼き体験講習会です。炭焼き
に関心をお持ちの方はぜひお気軽にご参
加ください。できあがった炭や木酢液は
お持ち帰りいただけます。
とき　６月９日（日）～16日（日）（雨天決行）
　　　※９日（午前９時～午後９時）と16
　　　　日（午前９時～正午）は必ず出席
　　　　してください。
　　　　（途中交代で燃焼監視）
ところ　市民の森（吉田山）しなのがま（炭焼き窯）
参加費　2000円／人（保険代を含む）
持ち物　長袖、長ズボンで断熱性のある
　　　　手袋、マスク、雨具、飲み物。
定員　10名（先着順）
申込期間　６月５日（水）までに氏名、住所、
　　　　　電話番号をご連絡ください。
申込・問　NPO法人八ヶ岳森林文化の会
　担当者　川手　☎090－5437－2881
　eメール：kawate@8moribunka.org

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
とき　７月４日（木）、11日（木）、16日
　　　（火）、23日（火）、30日（火）、８
　　　月６日（火）
　　　午前10時～正午
ところ　家庭教育センター
参加費　無料（初回のみ茶菓子代として
　　　　実費300円）
託児　生後８か月以上（要予約）
　　　※託児費用無料
定員　10名（先着順）市内在住者優先
申込期間　５月21日（火）～
申込・問　NPO法人 CLIP in すわ
　　　　　本間　☎72－7296
　　　　　長田　☎79－4555

広報ちの　2019.623

炭焼き体験講習会

家族ほのぼのサロン

楽しく子育て力UP講座
親支援プログラム　ＮＰプログラム

C

第１期収蔵作品展「地域をつむぐⅢ」美

神長官守矢史料館
休館に関するお知らせ守

いきいきシニア！
モジモバファッションショー

企画展「守矢文書にみる諏訪氏と
守矢氏　江戸～明治時代編」

ギャラリートーク
守

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。６月は「空飛ぶ○○を作ろう」。
とき　６月16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　５月21日（火）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

お部屋にかざれる自分だけの苔玉をつ
くりませんか。
とき　６月16日（日）午後１時～３時
ところ　総合博物館
講師　上原泰子さん
定員　10名
参加費　1,000円（材料費）
申込期間　６月１日（土）午前10時～
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

ふだん何げなく食べている豆腐の作り
方を体験してみませんか。
とき　６月23日（日）午後１時30分～、
　午後３時～の２回
　（各回約１時間30分。終了時刻は多
　少のずれがあります。ご了承くださ
　い。）
ところ　総合博物館
講師　小林哲郎さん、千年さん
定員　各回12名
参加費　500円
持ち物　エプロン、三角巾（手ぬぐい）、
　　　　皿かお椀と箸
申込期間　６月４日（火）午前10時～
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

アンコールイベント
豆腐作り体験

ワクワク科学工作博

毎月お楽しみ会
苔玉をつくろう

博

博

博

国宝「土偶」（仮面の女神）を実物大で作り、
乾燥後野焼きを体験する講座です。野焼
きは10月13日（日）に予定していますの
で、参加をお願いします。（野焼きに参加
しないと焼くことができません）
とき　６月29日（土）・30日（日）
　　　午前９時30分～午後３時
ところ 尖石縄文考古館ガイダンスルーム
受講料　1,000円
持ち物　お弁当・汚れても良い服装・汚
　　　　れても良いタオル２枚・ビニー
　　　　ル袋（50㎝×50㎝位のもの）
対象　小学校５年生以上
定員　20名
申込期間
　６月１日（土）～
　６月23日（日）
　先着順
問　尖石縄文考古館
　　☎76－2270

休館日 ６月３日（月）、10日（月）、17日
　　　 （月）、24日（月）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

■展示物の解説動画をQRコードを読み取
　って見てみよう！
展示物の案内板にQRコードを設置して
あります。スマートフォンなどで読み取
っていただくと、解説動画が見られます。
タブレットの貸し出しもしていますので、
ご覧ください。
■さきおりコースター体験
展示してある高機ではたおり体験ができ
ます。細く裂いた布を横糸にして織るさ
きおりでコースターを作ってみませんか。
とき　開館中、毎日（所要時間15分程度）
ところ　総合博物館
参加費 100円（別途入館料が必要です。）
対象　小学校高学年以上（踏み木に足が
　　　届く身長の方が対象になります）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300
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縄文教室②
「仮面の女神を作ってみよう」
尖

八ヶ岳総合博物館
休館に関するお知らせ

博 博物館からのお知らせ

火星、木星、土星など太陽系の惑星を実
際の空で見たことがありますか。一番内
側を周る水星は見るのが難しいのです。
その仕組みと観察のコツをお話します。
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
　　　※６月16日（日）午後と29日（土）
　　　　の投影はありません。
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

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　６月８日（土）、９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
　　　届く身長の方が対象になります）
　＊原則、お申し込み１回につき、記名
　　１名とさせていただきます。
申込開始　５月21日（火）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

さきおりでランチョンマット

プラネタリウム６月のテーマ
「水星を見よう」博

博

普段は公開していない収蔵庫を見学でき
る年に一度の機会です。学芸員による案
内で博物館のうら側をのぞいてみましょ
う。
とき　６月８日（土）
　　　午前９時30分～と午後２時30分
　　　～の２回（各１時間）
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

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　６月８日（土） 
　　　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　５月21日（火）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73ー0300

茅野市内における江戸時代の文書を使い、
古文書の解読をやさしく学ぶ連続講座（第
２回目）です。今回のみの参加も可能です。
とき　６月９日（日）
　　　午後１時30分～３時30分
　　　または13日（木）午後７時～９時
ところ　総合博物館
参加費　500円
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

皆さんの古文書学習における疑問・質問な
どにお答えします。鑑定等は行いません。
とき　６月15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

収蔵庫公開博

古文書解読講座博

星空観望会博

古文書相談会博

credit:NASA



休館日　６月３日（月）、10日（月）、17日
　　　　（月）、24日（月）
問　神長官守矢史料館　☎73－7567

とき　６月29日（土）午後１時30分～
ところ　神長官守矢史料館
料金　通常入館料
問　神長官守矢史料館　☎73－7567

■出演者募集
茅野市民館では、シニア世代が主役のフ
ァッションショー「いきいきシニア！モジ
モバファッションショー」を８月18日（日）
に開催します。その出演者を募集します。
粋でモダンな「じいじ、ばあば」＝「モジ」

「モバ」になって、ランウェイを歩いてみ
ませんか？　詳しくはお問合せください。
応募期間　６月10日（月）～６月30日（日）
対象　65歳以上の方で、お一人での参加の
　　　ほか、ご家族・ご友人との参加も
　　　可（内、お一人が65歳以上である
　　　こと）。車いすでの参加もできます。
参加費　無料
定員　30組
　※応募者多数の場合は抽選を行います。
　※本番のほか、事前準備にご参加いた
　　だく想定です。
■ファッションショー
とき　８月18日（日）
ところ　茅野市民館マルチホール
問　茅野市民館　☎82－8222

地域ゆかりの作家が紡ぎ、生み出したも
のをみつめます。
とき　～７月８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
■関連企画「きてみて！親子ギャラリー
　ツアー」
とき　７月７日（日）午前11時開始
ところ　茅野市美術館 常設展示室
料金　無料
問　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　☎82－8222

精神障害者のご家族の会です。悩みや不
安、体験などを自由に語り合うことがで
きます。事前申込は不要で、どなたでも
参加できます。（毎月第２水曜日に定例会
を開催しています。）
とき　６月12日（水）午後１時30分～
ところ　ひまわり作業所　会議室
　　　　（茅野市宮川4297）
対象　精神障害者のご家族
参加費　300円（お茶代等）
問　NPO法人やまびこ会　☎73－2334

市民の森で間伐したコナラやカラマツを
利用した炭焼き体験講習会です。炭焼き
に関心をお持ちの方はぜひお気軽にご参
加ください。できあがった炭や木酢液は
お持ち帰りいただけます。
とき　６月９日（日）～16日（日）（雨天決行）
　　　※９日（午前９時～午後９時）と16
　　　　日（午前９時～正午）は必ず出席
　　　　してください。
　　　　（途中交代で燃焼監視）
ところ　市民の森（吉田山）しなのがま（炭焼き窯）
参加費　2000円／人（保険代を含む）
持ち物　長袖、長ズボンで断熱性のある
　　　　手袋、マスク、雨具、飲み物。
定員　10名（先着順）
申込期間　６月５日（水）までに氏名、住所、
　　　　　電話番号をご連絡ください。
申込・問　NPO法人八ヶ岳森林文化の会
　担当者　川手　☎090－5437－2881
　eメール：kawate@8moribunka.org

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
とき　７月４日（木）、11日（木）、16日
　　　（火）、23日（火）、30日（火）、８
　　　月６日（火）
　　　午前10時～正午
ところ　家庭教育センター
参加費　無料（初回のみ茶菓子代として
　　　　実費300円）
託児　生後８か月以上（要予約）
　　　※託児費用無料
定員　10名（先着順）市内在住者優先
申込期間　５月21日（火）～
申込・問　NPO法人 CLIP in すわ
　　　　　本間　☎72－7296
　　　　　長田　☎79－4555
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炭焼き体験講習会

家族ほのぼのサロン

楽しく子育て力UP講座
親支援プログラム　ＮＰプログラム

C

第１期収蔵作品展「地域をつむぐⅢ」美

神長官守矢史料館
休館に関するお知らせ守

いきいきシニア！
モジモバファッションショー

企画展「守矢文書にみる諏訪氏と
守矢氏　江戸～明治時代編」

ギャラリートーク
守

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。６月は「空飛ぶ○○を作ろう」。
とき　６月16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　５月21日（火）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

お部屋にかざれる自分だけの苔玉をつ
くりませんか。
とき　６月16日（日）午後１時～３時
ところ　総合博物館
講師　上原泰子さん
定員　10名
参加費　1,000円（材料費）
申込期間　６月１日（土）午前10時～
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

ふだん何げなく食べている豆腐の作り
方を体験してみませんか。
とき　６月23日（日）午後１時30分～、
　午後３時～の２回
　（各回約１時間30分。終了時刻は多
　少のずれがあります。ご了承くださ
　い。）
ところ　総合博物館
講師　小林哲郎さん、千年さん
定員　各回12名
参加費　500円
持ち物　エプロン、三角巾（手ぬぐい）、
　　　　皿かお椀と箸
申込期間　６月４日（火）午前10時～
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

アンコールイベント
豆腐作り体験

ワクワク科学工作博

毎月お楽しみ会
苔玉をつくろう

博

博

博

尖

博

博

博

博

博

博

博



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。無料相談
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相談の種類 日　時 相談場所 連絡先 備　考

弁護士が利益相反と判断した場合は
お断りする場合があります。
法律相談を受けてから１年以内の方
は予約できません。

道路・農地・公害などの官公庁の仕
事への要望や苦情、身の回りの問題
でお悩みの方はご相談ください。

受付内容：日常生活全般の悩み事
対象者：どなたでも
相談語：英語、ポルトガル語、タガ
ログ語、中国語、日本語

受付内容：日常生活全般の悩み事
対象者：どなたでも
※６月９日（日）（15時～16時）は中
国語が分かる相談員が在席します。

子育て、家庭教育相談から、いじめ、
不登校などの教育相談までお気軽に
ご相談ください。

子育てや家庭問題、いじめ、不登校
などの教育相談や発達に関する相談
までお気軽にご相談ください。

電話予約は平日10：00～16：00受
付。必要な場合には適切な専門機関
をご紹介します。お気軽にご相談く
ださい。

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。

結婚相談

心配ごと相談

司法書士法律相談
　　　　　【要予約】

子育て、家庭、教育、
発達に関する相談

家庭教育相談

税務相談所【要予約】

女性のための相談
【要予約】

保護司による
　　　非行・犯罪相談
　　　　　　【要予約】

外国籍市民のための
　　日常生活相談及び
　　　　　日本語教室

6/11（火）
9：00～12：00

外国籍市民のための
　　　　　　　　相談

6/20（木）
10：00～16：00

毎週日曜日
13：00～16：00
※開催日が変更になる
場合もありますので、
初めての方は、事前に
ご連絡ください。

6/28（金）
10：00～12：00

行政相談
相談員：行政相談委員

市役所7階
会議室

市民課市民係
（内線256）

市役所7階
会議室

市民課市民係
（内線256）

市役所7階
会議室

生涯学習課
（内線634）

生涯学習課
（内線634）
または、
相談員　岡元
090-8846-0491

電話予約時に
会場等をお知
らせします。

諏訪市公民館
302会議室

下諏訪商工会
議所会館２階

（下諏訪町4611）

こども課
こども・家庭相談係

（内線615・616・     
　　　　　　617）
発達支援センター
（内線618）

諏訪地区更生保護
サポートセンター
☎55－2786

☎28－6666 主催：関東信越税理士会諏訪支部

6/4（火）、6/12（水）
　13：00～17：00
※電話予約は5/28
　　　　　　8：30～

6/7・14・21・28（金）
9：00～12：00
①6/1・15（土）
13：00～16：00
②6/7・21（金）
18：30～20：30

6/15（土）10：30～、
11：30～、13：30～、
14：30～

毎週月曜日～金曜日
　　　（祝日除く）
8：30～17：15

毎週月曜日～金曜日
　　　（祝日除く）
9：00～17：00

毎月第２水曜日
　　　（３月を除く）
10：00～12：00

茅野市社会福祉
協議会

☎73－4431

家庭教育センター
相談室

（ちの地区コミュニ
ティセンター北側）

家庭教育センター
☎73－4151

家庭教育センター
☎73－4151

茅野市ひと・まち
プラザ２階

社会福祉協議会
相談室

茅野市ひと・まち
プラザ

（ゆいわーく茅野）

若者向けキャリア・  
　コンサルティング

【要予約】
相談員：ジョブカフェ信州
若年者就業支援アドバイザー

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。

市役所8階
相談室

商工課
（内線435）

6/5（水）
13：30～16：30

6/12（水）
15：00～17：00

こども・家庭総合
支援拠点

「育ちあいちの」
市役所6階

（こども課内）

法律相談【要予約】
相談員：
　河嶋　恒平 弁護士
　竹村　　隆 弁護士

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、借地・借家・不動産ト
ラブル・相続登記等の不動産の相談、
家族・近隣関係・騒音・公害等の相談、
同和・男女差別等の相談。相談は無
料で秘密はかたく守られます。

特設人権相談
相談員：人権擁護委員

6/6（木）
10：00～15：00

市役所7階
会議室

市民課市民係
（内線256）

入園前のお子さん、１歳半、３歳児検診を
受けて、子育ての悩みや不安も、広場で
交流したり相談すればずいぶん情報が得
られます。こんなあそびなら家でもでき
そう、専門家に相談にのってもらえると
ころがあって安心した等、そんな声を伺
える場を用意しました。ご利用ください。
とき　６月13日（木）
　　　午前９時30分～11時30分
ところ　諏訪市いきいき元気館
講師　療育コーディネーター 坂本由紀子先生
　　　（信濃医療福祉センター）
対象　３歳児までの親子
定員　15組（先着順）※申込は問い合わ
　　　せ先までアンケート付き申込書を
　　　FAXで送ってくださ。
申込・問　諏訪圏域障がい者総合支援セ
　　　　　ンターオアシス　
　　　　　☎54－7713　FAX54－7723

「知りたい！脂肪肝について」をテーマに
濵口實医師がわかりやすく解説します。
お気軽にお立ち寄りください。健康に関
するご質問・ご相談もお受けします。
とき　６月11日（火） 
　　　午前11時～11時30分
ところ　諏訪中央病院1Fエントランスホール
参加費　無料（申し込み不要）
「糖尿病のお話～知りたいことをわかりや
すく！～」
当院の専門職スタッフがやさしく、わか
りやすくお話をします。お気軽にお立ち
寄りください！ご質問・ご相談もお受け
します。
とき　６月26日（水）午前11時～正午
ところ　諏訪中央病院1Fエントランスホール
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）

今回は「子供の歯について」歯科口腔外科
の嶋根哲医師がお話します。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　６月10日（月）午後１時30分～
ところ　諏訪中央病院（講堂）
参加費　無料（申込不要）
問　諏訪中央病院　小児産科女性病棟
　　☎72－1000

とき　６月９日（日）～６月23日（日）全３回
　　　毎週日曜日　午前10時～11時
ところ　茅野市体育練成館
参加費　無料
申込方法　HPのお問い合わせフォーム
　または、氏名・性別・年齢・連絡先を
　メールにてお申し込みください。
問　茅野合気道協会　澁谷
　　eメール：chinoaikidoukai@gmail.com
　　URL：http://chinoaikidoukai.main.jp/

現在、市の水道をお使いの場所には、使
用水量計測用のメーターが設置されてい
ます。このメーターは、法令により検定
から有効期間（８年）内に取り替えを行う
ことになっています。平成31年度中に水
道課の委託を受けた市指定業者が取り替
えに伺いますので、ご理解ご協力をお願
いします。
なお、次の点にご留意ください。
　●取り替えの対象者には、事前にはが
　　きで通知します。
　●取り壊しにより建物が存在せず、水
　　道を使用していない場合には、取り
　　替えを行わないことがあります。
　●この取り替えに関するお客様の費用
　　負担は一切ありません。
　●水道課や業者の名をかたり、費用を
　　請求するなどの悪質な行為にはくれ
　　ぐれもご注意ください。
問　水道課　給水維持係（内線666）

本校の魅力を知っていただくため、オー
プンキャンパスを実施します。
とき　第１回　６月22日（土）　　
　　　第２回　８月２日（金）
内容　模擬授業や個別相談、入試対策コ
　　　ーナーのほか、子どもと触れ合う
　　　保育体験を予定しています。　
その他　子どもと遊べる服装でお越しく
　　　　ださい。
詳しくは下記へお問い合わせください。
問　長野県福祉大学校　教務室　入試係
　　☎57ー4821
　　E-mail：fukushidai@pref.nagano.lg.jp

可燃ゴミと資源物について
美サイクルセンター　☎71－1633
月～土曜日（祝日可）
午前９時～午後４時30分
静香苑（火葬場）の予約・手続きについて
市役所　☎72－2101（年中無休）

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　６月23日（日）雨天決行
受付時間　午前９時～正午
ところ　富士見町役場玄関前
料金　300円～500円（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ー0224

説明会　６月12日（水）午後２時～
審査会　６月21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

ゆずります
ズボンプレッサー（タテ型）／電子ピアノ

ゆずってください
ベビーベッド／子ども用ハイチェア／茅
野高校の制服一式／衣類関連（女子M～L）
／洗濯機

※金額は、無料～5,000円の範囲です。
※チャイルドシートを無料で貸し出して
　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。
※交渉後の結果および登録後の取り消し、
　変更は必ず環境館へ連絡してください。
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。

広報ちの５月号に掲載しました「路線バス
100円乗車キャンペーン」の記事中、「利
用促進無料乗車キャンペーン」と記載して
いる箇所がありました。正しくは「利用促
進100円キャンペーン」ですのでお詫びし
て訂正します。 野市の人口茅

総人口　55,578人　（＋95）
　男　　27,796人　（＋85）
　女　　27,782人　（＋10）
世帯数　23,379世帯（＋145）

月の納税等６

（　）内は前月比
平成31年５月１日現在（茅野市独自推計）

広報ちの　2019.6 24

ずりあおうゆ ～不用品を活用し
　あいましょう～

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
入会説明会・審査日程

「路線バス100円
　　乗車キャンペーン」記事訂正

すわちゅう健康教室＋

育児中のママを対象としたサークル
「ひよこっこクラブ」

第１回あそびのひろば

＋

◆市県民税（１期） ◆上下水道料金
◆国民健康保険税（１期）
◆市営住宅使用料　◆保育料
【納期限・振替日　７月１日（月）】

春季初心者合気道体験教室

長野県福祉大学校
オープンキャンパス

水道メーターの取り替えを
行います

こんなときはここへ



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。無料相談

広報ちの　2019.625

相談の種類 日　時 相談場所 連絡先 備　考

弁護士が利益相反と判断した場合は
お断りする場合があります。
法律相談を受けてから１年以内の方
は予約できません。

道路・農地・公害などの官公庁の仕
事への要望や苦情、身の回りの問題
でお悩みの方はご相談ください。

受付内容：日常生活全般の悩み事
対象者：どなたでも
相談語：英語、ポルトガル語、タガ
ログ語、中国語、日本語

受付内容：日常生活全般の悩み事
対象者：どなたでも
※６月９日（日）（15時～16時）は中
国語が分かる相談員が在席します。

子育て、家庭教育相談から、いじめ、
不登校などの教育相談までお気軽に
ご相談ください。

子育てや家庭問題、いじめ、不登校
などの教育相談や発達に関する相談
までお気軽にご相談ください。

電話予約は平日10：00～16：00受
付。必要な場合には適切な専門機関
をご紹介します。お気軽にご相談く
ださい。

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。

結婚相談

心配ごと相談

司法書士法律相談
　　　　　【要予約】

子育て、家庭、教育、
発達に関する相談

家庭教育相談
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女性のための相談
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保護司による
　　　非行・犯罪相談
　　　　　　【要予約】

外国籍市民のための
　　日常生活相談及び
　　　　　日本語教室

6/11（火）
9：00～12：00

外国籍市民のための
　　　　　　　　相談

6/20（木）
10：00～16：00

毎週日曜日
13：00～16：00
※開催日が変更になる
場合もありますので、
初めての方は、事前に
ご連絡ください。

6/28（金）
10：00～12：00

行政相談
相談員：行政相談委員

市役所7階
会議室

市民課市民係
（内線256）

市役所7階
会議室

市民課市民係
（内線256）

市役所7階
会議室

生涯学習課
（内線634）

生涯学習課
（内線634）
または、
相談員　岡元
090-8846-0491

電話予約時に
会場等をお知
らせします。

諏訪市公民館
302会議室

下諏訪商工会
議所会館２階

（下諏訪町4611）

こども課
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（内線615・616・     
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☎28－6666 主催：関東信越税理士会諏訪支部
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6/7・14・21・28（金）
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①6/1・15（土）
13：00～16：00
②6/7・21（金）
18：30～20：30

6/15（土）10：30～、
11：30～、13：30～、
14：30～

毎週月曜日～金曜日
　　　（祝日除く）
8：30～17：15

毎週月曜日～金曜日
　　　（祝日除く）
9：00～17：00

毎月第２水曜日
　　　（３月を除く）
10：00～12：00

茅野市社会福祉
協議会

☎73－4431

家庭教育センター
相談室

（ちの地区コミュニ
ティセンター北側）

家庭教育センター
☎73－4151

家庭教育センター
☎73－4151

茅野市ひと・まち
プラザ２階

社会福祉協議会
相談室

茅野市ひと・まち
プラザ

（ゆいわーく茅野）

若者向けキャリア・  
　コンサルティング

【要予約】
相談員：ジョブカフェ信州
若年者就業支援アドバイザー

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。

市役所8階
相談室

商工課
（内線435）

6/5（水）
13：30～16：30

6/12（水）
15：00～17：00

こども・家庭総合
支援拠点

「育ちあいちの」
市役所6階

（こども課内）

法律相談【要予約】
相談員：
　河嶋　恒平 弁護士
　竹村　　隆 弁護士

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、借地・借家・不動産ト
ラブル・相続登記等の不動産の相談、
家族・近隣関係・騒音・公害等の相談、
同和・男女差別等の相談。相談は無
料で秘密はかたく守られます。

特設人権相談
相談員：人権擁護委員

6/6（木）
10：00～15：00

市役所7階
会議室

市民課市民係
（内線256）

入園前のお子さん、１歳半、３歳児検診を
受けて、子育ての悩みや不安も、広場で
交流したり相談すればずいぶん情報が得
られます。こんなあそびなら家でもでき
そう、専門家に相談にのってもらえると
ころがあって安心した等、そんな声を伺
える場を用意しました。ご利用ください。
とき　６月13日（木）
　　　午前９時30分～11時30分
ところ　諏訪市いきいき元気館
講師　療育コーディネーター 坂本由紀子先生
　　　（信濃医療福祉センター）
対象　３歳児までの親子
定員　15組（先着順）※申込は問い合わ
　　　せ先までアンケート付き申込書を
　　　FAXで送ってくださ。
申込・問　諏訪圏域障がい者総合支援セ
　　　　　ンターオアシス　
　　　　　☎54－7713　FAX54－7723

「知りたい！脂肪肝について」をテーマに
濵口實医師がわかりやすく解説します。
お気軽にお立ち寄りください。健康に関
するご質問・ご相談もお受けします。
とき　６月11日（火） 
　　　午前11時～11時30分
ところ　諏訪中央病院1Fエントランスホール
参加費　無料（申し込み不要）
「糖尿病のお話～知りたいことをわかりや
すく！～」
当院の専門職スタッフがやさしく、わか
りやすくお話をします。お気軽にお立ち
寄りください！ご質問・ご相談もお受け
します。
とき　６月26日（水）午前11時～正午
ところ　諏訪中央病院1Fエントランスホール
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）

今回は「子供の歯について」歯科口腔外科
の嶋根哲医師がお話します。未就園児の
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参加費　無料（申込不要）
問　諏訪中央病院　小児産科女性病棟
　　☎72－1000

とき　６月９日（日）～６月23日（日）全３回
　　　毎週日曜日　午前10時～11時
ところ　茅野市体育練成館
参加費　無料
申込方法　HPのお問い合わせフォーム
　または、氏名・性別・年齢・連絡先を
　メールにてお申し込みください。
問　茅野合気道協会　澁谷
　　eメール：chinoaikidoukai@gmail.com
　　URL：http://chinoaikidoukai.main.jp/
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