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フォトニュース
茅野市インターネット動画サイト「ビーナネ
ットChino」では茅野市の生活や文化・魅力
を動画配信しています。
フォトニュースの出来事も一部配信中です。

７月10日、茅野市民館マルチホール

で「茅野市・原村青少年健全育成推進

大会」が開催されました。この大会は、

茅野市、茅野市教育委員会、原村、原

村教育委員会、中諏校長会、中諏生徒

指導連絡協議会が主催となり、毎年７

月に開催されています。

当日は、社会を明るくする運動作文コ

ンテストで賞を受賞した３名が作文発

表を行いました。どの作文も、自身の

実生活を基にした心に響く内容で、皆

さん真剣に聞き入っていました。

大会の後半は、「自分を大切にする心を

育むために　～大人も子どもも十人十

色・人っておもしろい～」をテーマに

森田洋司大阪市立大学名誉教授が講演

しました。

心豊かな青少年の育成を目指して
茅野市・原村
青少年健全育成推進大会

７月14日、小泉山で飼育・保護活動

をしている国蝶「オオムラサキ」の放

蝶会を行いました。登山口にある保護

施設で育ったオオムラサキを山へと放

つイベントで約40人が市内外から参

加しました。

子どもを中心に一匹ずつ羽化したオオ

ムラサキを手に持ち、合図とともに一

斉に放ちました。子どもたちは羽ばた

いていく蝶を笑顔で手を振るなどしな

がら見送りました。

放蝶の他に保護施設内の見学も行わ

れ、羽化の様子などを観察したり、写

真に収めるなどして楽しんでいまし

た。

元気にはばたけ！
小泉山　オオムラサキ放蝶会
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尖石温泉「縄文の湯」は月曜日が定休日で
すが、９月16日（月）敬老の日、23日（月）
秋分の日も休まず営業しますので、ご利
用ください。
問　縄文の湯　☎71－6080

９月２日から10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。（申込不要）
とき　９月11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337）

統計グラフコンクールは、統計に親しん
でいただき、日常生活の中で統計を利用
することを知っていただくこと、また統
計調査への理解を深めていただくことを
目的に開催しています。
応募していただいた作品を次の期間展示
します。どうぞご覧ください。
期間　８月28日（水）午前８時30分～
　　　９月２日（月）午後１時（土・日は除く）
ところ　茅野市役所１階ロビー　
　　　　展示スペース
問　地域戦略課　広報戦略係（内線234）

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。
◆茅野市役所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、図書館の各窓口で、
　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）

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

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）、ヨガマットまたはバス
タオルをご持参いただき、お気軽にご参
加ください。
とき　９月４日（水）、11日（水）、18日（水）、
　　　25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）

「オレンジ・カフェ」を通して、認知症の
理解や、認知症の方をどのように支えて
いくか、考えてみませんか？事前申し込
み不要ですので、お気軽にご参加くださ
い。お飲み物をご用意してお待ちしてい
ます。
今回は、茅野市保健師から『物忘れと認
知症の違い』についてアドバイスを受け
ることができます。
とき　９月２日（月）
　　　午後２時30分～３時30分
ところ　ウエルシア茅野本町店
対象　認知症の方やその家族、支援する方
問　高齢者・保険課　高齢者福祉係
　　（内線334）

茅野市では、高齢者の方の長寿のお祝い
として、令和元年度中に満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16日（月・祝）以降に、お祝
い品を贈呈します。
申込は不要ですが、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６年４月１日～昭和７年
　３月31日生まれの方）
・満100歳（大正８年４月１日～大正９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334・335）

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、ささやかですが、
お祝い品を贈呈いたします。
回覧板でもお知らせし、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、申込が必要となります。
９月６日（金）までにお申し込みください。
とき　11月23日（土）午後１時～３時
ところ　茅野市役所　８階大ホール
対象　昭和44年（1969年）４月～昭和
　　　45年（1970年）３月の間にご結
　　　婚されたご夫婦
申込・問　高齢者・保険課
　　　　　高齢者福祉係（内線335）

放送期間 こんにちは茅野市です　放送内容

９月１日

～９月７日

９月８日

～９月14日

９月15日

～９月21日

９月22日

～９月30日

●健康づくりのつどい

●博物館で星空観察会

●図書館の怪談

●いきいきシニア！モジモバファッションショー

●仲間と楽しく　金沢小学校１、２年生遠足

●茅野市総合防災訓練

●第13回八ヶ岳縄文の里マラソン大会

●遊びの広場

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

９月の介護保険制度説明会

令和元年度敬老の日お祝い品贈呈脚腰おたっしゃ教室を開講します

オレンジ・カフェ茅野

統計グラフコンクール作品展示

♨ 市営温泉施設は
次の日も営業します

金婚式（結婚50周年）を迎え
られるご夫婦の皆さまへ

令和元年『茅野市の概要』
（ハンディ版）を発行しました
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アメリカシロヒトリの大量発生時期にな
ります。早期発見と駆除にご協力をお願
いします。
※駆除は樹木の所有者の責任であり、市
　では市有地以外は行っていません。
アメリカシロヒトリは、蛾（ガ）の一種で
毒はありませんが、大量発生した幼虫が
近隣へ移ることでトラブルの原因になり
ます。卵からかえったばかりの幼虫は白
い網状の巣を作り群生しているので、巣
網ごと枝葉を切り駆除してください。
巣網から分散してしまうと、薬剤での駆
除が必要になります。ご自分で駆除でき
ない場合は、消毒・害虫駆除等の業者に
ご相談ください。
詳しくは市ホームページまたは広報ちの
７月号をご覧ください。
問　環境課　公害衛生係
　　（内線264・265）

10月１日の消費税率改定に併せて、し尿・
浄化槽汚泥くみ取り料が改定されます。
【令和元年９月30日まで】
　180リットル以下　2,100円
　18リットル増すごとに　210円加算
【令和元年10月1日から】
　180リットル以下　2,139円

18リットル増すごとに　213.9円加算
　※上記により算出して得た額に１円未
　　満の端数を生じたときは、これを切
　　り捨てます。
くみ取り料は、市の条例によって決めら
れています。し尿収集業者の経営安定と
市民サービス維持のため、皆さまのご理
解をお願いします。
※くみ取りは申し込みから2週間くらい
　かかります。改定前は混み合うことが
　予想されますので、お早目にお申し込
　みください。
くみ取りの申込
　し尿 （有）伊沢衛生　☎72－8514
　　　 （有）武居商事　☎73－4375
　浄化槽汚泥 （有）茅野市清掃協会
　　　　　　　　　　　☎72－7722
料金改定の問い合わせ
　環境課　公害衛生係（内線264・265）
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優良農地の確保と有効利用の促進を図る
ため、各地区の農業委員と農地利用最適
化推進委員の方々が農地パトロールを行
い、遊休農地の解消と違反転用発生防止
に取り組んでいます。
７月１日～10月31日までを農地パトロ
ール月間として活動します。
農地パトロールの結果は、農地台帳に情
報として整備されますので、ご協力くだ
さい。
問 農業委員会事務局（内線441・442）

休館日 ９月２日（月）、９日（月）、17日
　　　 （火）、24日（火）、27日（金）、
　　　　30日（月）
※通常、月曜日は休館日ですが、9月16

日（月・祝）、23日（月・祝）は開館し
　ます。
問　茅野市図書館　☎72－9085

字のない絵本についての研修と、読み聞
かせの実演、おはなし会に役立つミニ工
作を予定しています。皆さんと楽しみな
がらスキルアップしていきましょう。多
くのご参加をお待ちしています。
とき　９月５日（木）
　　　午後６時30分～８時30分
ところ　ゆいわーく茅野３階集会室
対象　市内にお住いの読書ボランティア
　　　の方と、これから読書ボランティ
　　　ア活動をしようと考えていらっし
　　　ゃる方
定員　50名
申込期間　～９月３日（火）
問　茅野市こども読書活動応援センター 
　　☎75－1250

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　９月12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

長野県交通政策課の担当者をアドバイザ
ーに、高齢者の移動手段を確保するため
の制度・事業モデルに関する地域ケア会
議を開催します。参加ご希望の方は、事
前にお電話にてお申し込みください。
なお、この会議に参加ご希望の方で、住
民主体の移動外出支援を実際に取組むに
あたって、アドバイザーへのご質問があ
る方は、申込時に質問事項をお知らせく
ださい。
とき　９月26日（木）
　　　午後１時30分～３時30分
ところ　茅野市役所　８階大ホール
申込期間　～９月13日（金）
問　高齢者・保険課　高齢者福祉係
　　（内線334・335）

長野県では、買い物等の際に割引など各
種サービスをご提供いただく「ながの子育
て家庭優待パスポート事業」を実施してい
ます。本パスポートは全47都道府県で使
用できるため、多くの子育て世帯に活用
していただいております。また、本事業
においては多くの協賛店様にご協力をい
ただいております。（長野県内約5,200
店舗、茅野市内約130店舗）
現在、協賛していただける店舗を随時募
集しておりますので、ご協力よろしくお
願いいたします。詳しくはお問い合わせ
ください。
申込場所 市役所６階 こども課69番窓口
協賛店舗及びサービス内容については、
ホームページをご確認ください。
●ながの子育て家庭優待パスポート事業
　協賛店舗検索サイト
【ホームページアドレス】
http://pass.nagano-kosodate.net/

　ksearch/
【QRコード】

申込・問　こども課こども・家庭支援係
　　　　　（内線614）

ながの子育て家庭優待パスポート
事業の協賛店舗募集中

アメリカシロヒトリの発生に
ご注意ください

し尿・浄化槽汚泥くみ取り料
の改定

農地パトロール（利用状況調査） 地域ケア会議

図書館 休館に関するお知らせ

第１回
読書ボランティア交流会

図書館でティータイムを
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９月８日（日）は縄文のビーナス誕生日（出
土日）および八ヶ岳縄文の里マラソン大会
につき無料開館いたします。
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

北杜市役所教育部学術課長の佐野隆さん
による講演会です。
とき　９月７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

穴あきの高麗石を使ってペンダントヘッ
ドを作る講座です。
とき　９月14日（土）午後１時～３時
ところ　尖石縄文考古館
受講料　1,000円
対象　小学校5年生以上
定員　10名
申込期間　～９月８日（日）先着順
申込・問　尖石縄文考古館
　　　　　☎76－2270

棚畑遺跡と中ッ原遺跡出土の土器拓本を
取り、ラミネートでしおりを作る講座で
す。
とき　９月22日（日）
　　　午前10時～11時30分
ところ　尖石縄文考古館
受講料　1,000円
対象　小学校５年生以上
定員　10名
申込期間　～９月16日（月）先着順
申込・問　尖石縄文考古館
　　　　　☎76－2270

休館日 ９月２日（月）、９日（月）、17日
　　　 （火）、24日（火）、30日（月）
※通常、月曜日は休館日ですが、９月16
日（月・祝）、23日（月・祝）は祝日開館

　します。
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

平均標高が日本一の長野
県内には、多くの天文施
設・プラネタリウムなど
があります。博物館を見
学したり、イベントに参
加してスタンプを集めるとオリジナルグ
ッズがもらえます。
期間　７月１日（月）～９月30日（月）
ところ　総合博物館
料金　通常入館料
詳しくは、「長野県は宇宙県」ホームページ
https://www.nro/nao.ac.jp/̃uchuuken
/html/をご覧ください。
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

「紙芝居だいすき！」に参加したあとに、
２階おはなしの部屋前の飾りつけを一緒
にしてみませんか。作れる方は、お家で
秋の果物の飾りを作って持ってきて下さ
い。（20㎝×20㎝くらいのもの）
とき　９月14日（土）午前11時頃～
ところ　茅野市図書館２階
　　　　おはなしの部屋前
対象 「紙芝居だいすき！」に参加した方
問　茅野市図書館　☎72－9085

今年度第１弾の今回は、工学部機械電気
工学科の國行浩史准教授の講義です。
最も身近で便利と言える自動車という交
通手段ですが、今もなお多くの事故が発
生しています。
私たちは事故を防ぐためにどうすれば良
いのでしょうか？事故事例や統計から事
故防止に向けた注意点を紹介します。
とき　９月19日（木）
　　　午後１時30分～３時
ところ　茅野市図書館２階　会議室
定員　20名
申込期間　９月３日（火）午前10時～
申込・問　茅野市図書館　☎72－9085

【今後のスケジュール】
講座は１回ずつ完結ですので、お好きな
講座のみ受講頂けます
第２回　10月17日（木）
「光合成のしくみから植物工場まで」
　渡邉康之教授
第３回　11月28日（木）
「統計って何だろう」奥原正夫教授

休館日 ９月２日（月）、９日（月）、17日
　　　 （火）、24日（火）、30日（月）
※通常、月曜日は休館日ですが、９月16
日（月・祝）、23日（月・祝）は祝日開館

　します。
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

広報ちの　2019.923

尖

尖

博 八ヶ岳総合博物館
休館に関するお知らせ

博 「長野県は宇宙県」
スタンプラリー2019開催

博

茅野市図書館
図書館を飾ろう！

尖 縄文を楽しむ②
「縄文風のペンダントを作ろう」

尖 縄文を楽しむ③
「土器文様の拓本のしおりを作ろう」

公立諏訪東京理科大学
出前授業講座　第１回

～事故から学ぶ交通安全～

縄文のビーナス誕生日(出土
日)・八ヶ岳縄文の里マラソン
大会　無料開館

尖
       縄文ゼミナール④

「史跡 梅之木遺跡 竪穴住居の
復元から分った縄文のくらし」

博物館からのお知らせ

尖石縄文考古館
休館に関するお知らせ



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７日（土）、８日（日）、27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（要申込）
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、申込１回につき、記名１
　　　　名とさせていただきます。
申込期間　８月20日（火）から受付
申込・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　９月７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（要申込）
参加費　無料
申込期間　８月20日（火）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

読書推進グループ読りーむinちのの皆さ
んによるおはなし・紙しばいや、月や星
にまつわるお話をします。
とき　９月13日（金）午後７時～９時
ところ　総合博物館
参加費　無料（申込不要）
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　９月14日（土）
　　　午後１時30分～３時
ところ　総合博物館
講師　博物館職員
参加費　無料（申込不要）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73ー0300

広報ちの　2019.9 24

午前中は吉田山でキノコを観察します。
午後は博物館で観察したキノコについて
学習します。（午前のみの参加も可能です。）
とき　９月14日（土）午前９時～午後４時
ところ　吉田山
講師　小山明人さん（菌類懇話会）
参加費　無料（要申込）
持ち物　昼食、飲み物、歩きやすい服装
申込期間　８月20日（火）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

身近で見られるキノコの実物を展示し解
説します。鑑定も行います。
会期　９月15日（日）～16日（月・祝）
　　　午前10時～午後４時
ところ　ワークラボ八ヶ岳（ベルビア２階）
料金　無料
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

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（最終回）です。今回のみの参加も可能
です。
とき　９月22日（日）
　　　午後１時30分～３時30分
　　　または 26日（木）午後７時～９時
ところ　総合博物館
参加費　500円（申込不要）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73ー0300

まだよく見える夏の星座観察や、望遠鏡
を使った天体観察を行います。
とき　９月28日（土） 
　　　午後７時30分～９時
　　　※雨天の場合、室内で星・宇宙の
　　　　お話をします。
ところ　総合博物館
講師　市民研究員天文グループ
参加費　無料（申込不要）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

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「風船カー」。
とき　９月29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
申込期間　８月20日（火）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

博

エアドームで季節の星座のお話や宇宙の
映像を体験できます。テーマは毎月変わ
ります。９月「中秋の名月」。
とき　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
　　　※９月15日（日）は午前・午後とも
　　　　に投影はありません。
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１
　　　　人につき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

休館日　９月２日（月）、９日（月）、17日
　　　　（火）、24日（火）、30日（月）
※通常、月曜日は休館日ですが、９月16
　日（月・祝）、23日（月・祝）は祝日開館
　します。
問　神長官守矢史料館　☎73ー7567

大自然のなかで自身の身体と向き合い、
身体の根源的な”生きる力”を得た、ワ
ークショップ参加者のパフォーマンスを
お届けします。30年以上舞台を創り続
けている演出家・小池博史による作品、
どうぞお楽しみください。
とき　９月５日（木）午後２時30分開演
ところ　茅野市民館 中庭、テラス
料金　無料
演出　小池博史
出演　ワークショップ参加者
主催　株式会社サイ、茅野市民館指定管
　　　理者　株式会社地域文化創造
問　茅野市民館　☎82－8222

ろう者と聴者が共につくる人形劇団「デ
フ・パペットシアター・ひとみ」代表で、
ろう者の人形劇俳優・善岡修さんを講師
に、体を使った遊びを通して「人と意思
を伝え合うときに大切なこと」を体験す
るワークショップを開催します。
とき　9月14日（土）午後７時開始
ところ　茅野市民館　アトリエ
料金　無料
講師　善岡 修（人形劇団「デフ・パペット
　　　シアター・ひとみ」代表）
定員　30名（要申込み）
対象　どなたでも
問　茅野市民館　☎82－8222

さきおりでランチョンマット博 キノコ観察会博 プラネタリウム

博 キノコ展

博 古文書解読講座

博 ワクワク科学工作

博 博物館で星空観察会

博 星空観望会

博 毎月お楽しみ会
博物館でお月見会・
月夜のおはなし会

博 古文書相談会

C

守 神長官守矢史料館
休館に関するお知らせ

C

茅野市民館をサポートしませんか2019
ワークショップ

「てとてで おはなし　しよう」

小池博史ブリッジプロジェクト
からだワークショップ夏合宿
2019発表会

C
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。
問　茅野市遺族会　☎72－2705（神林）

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14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ー2955

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
調査を行い、感想やご意見を頂く、「長野
県計量モニター」を募集しています。
採用された方には、計量に使用するデジ
タルキッチンスケールを支給しますので、
11月の１か月間、内容量の調査を行っ
ていただきます。
また、２月に松本市内で開催予定の懇談
会に出席していただきます。
（懇談会にご出席いただいた方には、県の
規定に基づき、旅費を支給します。）
詳細はお問い合わせください。
募集人員　30名（募集期間内であっても
　募集人数に達した場合には、その時点
　で申込を締め切らせていただきますの
　で、事前にご確認ください。）
応募期間　～９月30日（月）
問　長野県計量検定所
　　☎0263－47－4006 
　　FAX0263－47－9895
　　E-mail:keiryo@pref.nagano.lg.jp
　　HP http://www.pref.nagano.lg.jp/
　　keiryo/index.html

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　９月11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

ねらい
　・硬式テニスの楽しさを理解すると共
　　に、基礎技術（初歩的）を習得する。
　・硬式テニスを通じて仲間づくりを行
　　い、継続してテニスができるようグ
　　ループの育成を図る。
　・健康増進を図る。
コース
■早朝コース
　８月31日（土）～11月９日（土）
　毎週土曜日午前６時～７時　雨天中止
■昼間コース
　８月28日（水）～10月16日（水）
　毎週水曜日の午後１時～３時　全８回
　雨天中止の場合、後日の水曜日に振り
　替えます。
■夜間コース
　８月28日（水）～10月16日（水）
　毎週水曜日午後７時30分～９時
　全８回
　雨天中止の場合、後日の水曜日に振り
　替えます。
ところ　茅野市運動公園テニスコート
参加費　昼間・夜間コース：3,000円
　　　　　　　早朝コース：2,000円
　　　　開講日に納入をお願いします。
対象　テニス初心者・初級程度の方
定員　各コース20名程度
申込方法　テニス協会宮澤宅へFAXして
　ください。（コース名・住所・氏名・年
　齢・携帯番号など）FAXのない方は、
　宮澤携帯へ電話してください。
その他
　・練習中のケガ、事故等は自己責任で
　　すので保険は各自でご加入の上ご参
　　加ください。
　・運動のできる支度、ラケット、テニ
　　ス靴、飲料水持参でご参加ください。
　・雨天時は中止です。わからない場合
　　宮澤携帯までご連絡ください。
　・参加人数が少ない場合、中止になる
　　ことがあります。
問　茅野市テニス協会宮澤　
　　FAX73－3309
　　☎090－1118－3787

手話、聴覚障がい者への理解を広めるこ
とを目的とする、初心者向け手話講習会
です。子どもの受講もできます。
とき　９月10日（火）～10月29日（火）
　　　毎週火曜日　午後７時～８時30分
　　　全８回
ところ　ゆいわーく茅野（茅野市市民活
　　　　動センター）101、102会議室
参加費　1,000円
問　茅野市手話サークル　眞道美枝子　
　　☎090－9101－7828

広報ちの　2019.925

段ボールの枠にいろいろなもので飾りを
つけてオリジナルの額縁を作ります。額
の中の作品はあなたかも？
とき　９月７日（土）午前10時～正午
ところ　茅野市民館　イベントスペース
参加費　100円
定員　20名（小学３年生以下は保護者同伴）
問　茅野市民館　☎82ー8222

日本版画界を代表する銅版画家で、茅
野市・蓼科にアトリエを構える中林忠良
（1937－）の展覧会。
期間　～９月８日（日）
　　　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
■学芸員によるギャラリートーク
とき　９月７日（土）午後１時30分開始 
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

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。
期間　９月14日（土）～９月29日（日）
　　　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

音楽写真家・木之下晃の作品をはじめ、
地域ゆかりの作家の作品を展示します。
期間　９月14日（土）～10月27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
■学芸員による作品解説会
とき　９月21日（土）午後２時開始 
ところ　茅野市美術館　常設展示室
参加費　無料
問　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　☎82－8222

美

長野県計量モニター募集

アート楽しみ隊 vol.28
「ガクガク わくわく 額縁をつくろう！」

戦没者遺児による慰霊友好
親善事業の参加者募集

2019クリーンレイク諏訪
ふれあいまつり

令和元年度秋季硬式テニス教室

手話講習会
家族ほのぼのサロン

中林忠良展　銅版画－腐蝕と光

美 寿齢讃歌
－人生のマエストロ－写真展14

美 第２期収蔵作品展
「そして、道は続く」

≪転位,16ー光ーⅠ≫2016年



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７日（土）、８日（日）、27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（要申込）
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、申込１回につき、記名１
　　　　名とさせていただきます。
申込期間　８月20日（火）から受付
申込・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　９月７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（要申込）
参加費　無料
申込期間　８月20日（火）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

読書推進グループ読りーむinちのの皆さ
んによるおはなし・紙しばいや、月や星
にまつわるお話をします。
とき　９月13日（金）午後７時～９時
ところ　総合博物館
参加費　無料（申込不要）
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　９月14日（土）
　　　午後１時30分～３時
ところ　総合博物館
講師　博物館職員
参加費　無料（申込不要）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73ー0300

広報ちの　2019.9 24

午前中は吉田山でキノコを観察します。
午後は博物館で観察したキノコについて
学習します。（午前のみの参加も可能です。）
とき　９月14日（土）午前９時～午後４時
ところ　吉田山
講師　小山明人さん（菌類懇話会）
参加費　無料（要申込）
持ち物　昼食、飲み物、歩きやすい服装
申込期間　８月20日（火）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

身近で見られるキノコの実物を展示し解
説します。鑑定も行います。
会期　９月15日（日）～16日（月・祝）
　　　午前10時～午後４時
ところ　ワークラボ八ヶ岳（ベルビア２階）
料金　無料
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

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（最終回）です。今回のみの参加も可能
です。
とき　９月22日（日）
　　　午後１時30分～３時30分
　　　または 26日（木）午後７時～９時
ところ　総合博物館
参加費　500円（申込不要）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73ー0300

まだよく見える夏の星座観察や、望遠鏡
を使った天体観察を行います。
とき　９月28日（土） 
　　　午後７時30分～９時
　　　※雨天の場合、室内で星・宇宙の
　　　　お話をします。
ところ　総合博物館
講師　市民研究員天文グループ
参加費　無料（申込不要）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

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「風船カー」。
とき　９月29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
申込期間　８月20日（火）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

博

エアドームで季節の星座のお話や宇宙の
映像を体験できます。テーマは毎月変わ
ります。９月「中秋の名月」。
とき　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
　　　※９月15日（日）は午前・午後とも
　　　　に投影はありません。
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１
　　　　人につき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

休館日　９月２日（月）、９日（月）、17日
　　　　（火）、24日（火）、30日（月）
※通常、月曜日は休館日ですが、９月16
　日（月・祝）、23日（月・祝）は祝日開館
　します。
問　神長官守矢史料館　☎73ー7567

大自然のなかで自身の身体と向き合い、
身体の根源的な”生きる力”を得た、ワ
ークショップ参加者のパフォーマンスを
お届けします。30年以上舞台を創り続
けている演出家・小池博史による作品、
どうぞお楽しみください。
とき　９月５日（木）午後２時30分開演
ところ　茅野市民館 中庭、テラス
料金　無料
演出　小池博史
出演　ワークショップ参加者
主催　株式会社サイ、茅野市民館指定管
　　　理者　株式会社地域文化創造
問　茅野市民館　☎82－8222

ろう者と聴者が共につくる人形劇団「デ
フ・パペットシアター・ひとみ」代表で、
ろう者の人形劇俳優・善岡修さんを講師
に、体を使った遊びを通して「人と意思
を伝え合うときに大切なこと」を体験す
るワークショップを開催します。
とき　9月14日（土）午後７時開始
ところ　茅野市民館　アトリエ
料金　無料
講師　善岡 修（人形劇団「デフ・パペット
　　　シアター・ひとみ」代表）
定員　30名（要申込み）
対象　どなたでも
問　茅野市民館　☎82－8222

さきおりでランチョンマット博 キノコ観察会博 プラネタリウム

博 キノコ展

博 古文書解読講座

博 ワクワク科学工作

博 博物館で星空観察会

博 星空観望会

博 毎月お楽しみ会
博物館でお月見会・
月夜のおはなし会

博 古文書相談会

C

守 神長官守矢史料館
休館に関するお知らせ

C

茅野市民館をサポートしませんか2019
ワークショップ

「てとてで おはなし　しよう」

小池博史ブリッジプロジェクト
からだワークショップ夏合宿
2019発表会

C
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。
問　茅野市遺族会　☎72－2705（神林）

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14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ー2955

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
調査を行い、感想やご意見を頂く、「長野
県計量モニター」を募集しています。
採用された方には、計量に使用するデジ
タルキッチンスケールを支給しますので、
11月の１か月間、内容量の調査を行っ
ていただきます。
また、２月に松本市内で開催予定の懇談
会に出席していただきます。
（懇談会にご出席いただいた方には、県の
規定に基づき、旅費を支給します。）
詳細はお問い合わせください。
募集人員　30名（募集期間内であっても
　募集人数に達した場合には、その時点
　で申込を締め切らせていただきますの
　で、事前にご確認ください。）
応募期間　～９月30日（月）
問　長野県計量検定所
　　☎0263－47－4006 
　　FAX0263－47－9895
　　E-mail:keiryo@pref.nagano.lg.jp
　　HP http://www.pref.nagano.lg.jp/
　　keiryo/index.html

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　９月11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

ねらい
　・硬式テニスの楽しさを理解すると共
　　に、基礎技術（初歩的）を習得する。
　・硬式テニスを通じて仲間づくりを行
　　い、継続してテニスができるようグ
　　ループの育成を図る。
　・健康増進を図る。
コース
■早朝コース
　８月31日（土）～11月９日（土）
　毎週土曜日午前６時～７時　雨天中止
■昼間コース
　８月28日（水）～10月16日（水）
　毎週水曜日の午後１時～３時　全８回
　雨天中止の場合、後日の水曜日に振り
　替えます。
■夜間コース
　８月28日（水）～10月16日（水）
　毎週水曜日午後７時30分～９時
　全８回
　雨天中止の場合、後日の水曜日に振り
　替えます。
ところ　茅野市運動公園テニスコート
参加費　昼間・夜間コース：3,000円
　　　　　　　早朝コース：2,000円
　　　　開講日に納入をお願いします。
対象　テニス初心者・初級程度の方
定員　各コース20名程度
申込方法　テニス協会宮澤宅へFAXして
　ください。（コース名・住所・氏名・年
　齢・携帯番号など）FAXのない方は、
　宮澤携帯へ電話してください。
その他
　・練習中のケガ、事故等は自己責任で
　　すので保険は各自でご加入の上ご参
　　加ください。
　・運動のできる支度、ラケット、テニ
　　ス靴、飲料水持参でご参加ください。
　・雨天時は中止です。わからない場合
　　宮澤携帯までご連絡ください。
　・参加人数が少ない場合、中止になる
　　ことがあります。
問　茅野市テニス協会宮澤　
　　FAX73－3309
　　☎090－1118－3787

手話、聴覚障がい者への理解を広めるこ
とを目的とする、初心者向け手話講習会
です。子どもの受講もできます。
とき　９月10日（火）～10月29日（火）
　　　毎週火曜日　午後７時～８時30分
　　　全８回
ところ　ゆいわーく茅野（茅野市市民活
　　　　動センター）101、102会議室
参加費　1,000円
問　茅野市手話サークル　眞道美枝子　
　　☎090－9101－7828
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段ボールの枠にいろいろなもので飾りを
つけてオリジナルの額縁を作ります。額
の中の作品はあなたかも？
とき　９月７日（土）午前10時～正午
ところ　茅野市民館　イベントスペース
参加費　100円
定員　20名（小学３年生以下は保護者同伴）
問　茅野市民館　☎82ー8222

日本版画界を代表する銅版画家で、茅
野市・蓼科にアトリエを構える中林忠良
（1937－）の展覧会。
期間　～９月８日（日）
　　　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
■学芸員によるギャラリートーク
とき　９月７日（土）午後１時30分開始 
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

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。
期間　９月14日（土）～９月29日（日）
　　　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

音楽写真家・木之下晃の作品をはじめ、
地域ゆかりの作家の作品を展示します。
期間　９月14日（土）～10月27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
■学芸員による作品解説会
とき　９月21日（土）午後２時開始 
ところ　茅野市美術館　常設展示室
参加費　無料
問　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　☎82－8222

美

長野県計量モニター募集

アート楽しみ隊 vol.28
「ガクガク わくわく 額縁をつくろう！」

戦没者遺児による慰霊友好
親善事業の参加者募集

2019クリーンレイク諏訪
ふれあいまつり

令和元年度秋季硬式テニス教室

手話講習会
家族ほのぼのサロン

中林忠良展　銅版画－腐蝕と光

美 寿齢讃歌
－人生のマエストロ－写真展14

美 第２期収蔵作品展
「そして、道は続く」

≪転位,16ー光ーⅠ≫2016年



「市民の森」吉田山の間伐材を利用し、チ
ェーンソー初心者のための服装から基本
姿勢、エンジンの掛け方、玉切り、ソー
チェーンの研ぎ方、メンテナンスについ
て説明します。
とき ９月29日（日）午前９時～午後３時
　　　雨天の場合：10月６日（日）（開催
　　　時間は同じ）
ところ 「市民の森」吉田山
　　　　水車小屋周辺
参加費　2,000円（保険代を含む）
対象　18歳以上の方でチェーンソーを
　　　ほとんど使ったことのない方。
定員　15名（先着順）
持ち物 ※チェーンソー、※防護ズボン、
※ヘルメット、動きやすい服装、安全

　靴、手袋（革製）、お弁当、飲み物（２ℓ
　程度）
※お持ちでない方には、お貸しします。

申込期間　氏名、性別、住所、電話番号
（緊急連絡先）、チェーンソーの有無を
　明記のうえ、９月14日（土）から９月
　26日（木）までに下記へお申し込みく
　ださい。
申込・問　☎090－5437－2881（川手）
　Eメール：kawate@8moribunka.org
　主催　NPO法人 八ヶ岳森林文化の会
　URL：http://www.8moribunka.org/

「なぜ死ぬのが怖いのか～終活のススメ～」
をテーマに円覚寺（神奈川県）より高名な
横田南嶺老師、また幅広い活躍をされて
いる漢方医の桜井竜生先生をお招きしま
す！院内またはホームページからお申し
込みください。
とき　９月18日（水）午後２時～４時
ところ　諏訪中央病院　講堂
問　諏訪中央病院　総務課広報調整係　
　　☎72－1000（内線1557）

■「めまいで悩んでいませんか」をテーマ
　に、濵口實医師がやさしく、わかりや
　すくお話します。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　９月11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）
■「知ってほしい！尿失禁のこと」をテー
　マに、皮膚・排泄ケア認定看護師がわ
　かりやすくお話します。どうぞお立ち
　寄りください！ご質問・ご相談もお受
　けします。
とき　９月25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）

「市民の森」吉田山の間伐材を利用し、チ
ェーンソーでイス、ベンチ、プランター、
フクロウ、鳥の餌台等を製作します。
とき ９月８日（日）午前９時～午後３時
　　　雨天の場合は９月15日（日）（開催
　　　時間は同じ）
ところ　市民の森（吉田山）
　　　　水車小屋周辺
参加費　2,000円（保険代を含む）
対象　18歳以上の方でチェーンソー操
　　　作に慣れている方
持ち物 ※チェーンソー、※防護ズボン、
※ヘルメット、動きやすい服装、安全
靴、手袋（革製）、お弁当、飲み物（２ℓ

　程度）
※お持ちでない方には、お貸しします。
定員　10名（先着順）
申込期間　氏名、性別、住所、電話番号
（緊急連絡先）、チェーンソーの有無を
　明記のうえ、８月25日（日）から９月
　５日（木）までに下記へお申し込みくだ
　さい。
問　☎090－5437－2881（川手）
　　Eメール：kawate@8moribunka.org
主催　NPO法人　八ヶ岳森林文化の会
　　　URL：http://www.8moribunka.org/

～森林での菌類の働きを学ぼう～
きのこ（菌類）は、私たちに秋の味覚を楽
しませてくれます。
それだけではありません。菌類は森林で
重要な役割を担っています。
今回は、菌類の働き、他の生物との繋が
りを講義と実地観察で学びます。
とき　９月28日（土）
　　　午前10時～午後４時
ところ　午前：ゆいわーく茅野 集会室３
　　　　午後：市民の森（各自、自車で移動）
講師　出川洋介氏（筑波大学生命環境環
　　　境系助教）
参加費　1,000円（保険代を含む）
　　　　講義のみ受講の場合は500円
定員　20名（講義と実地観察）
　　　10名（講義のみ）
持ち物　午後の観察に参加される方は、
　　　　散策のできる服装、雨具、昼食、
　　　　飲み物
申込期間　９月25日（水）までに、氏名、
　　　　　住所、連絡先を下記へお申し
　　　　　込みください。
申込・問 ☎090－7241－9816（井村）
　Eメール　e_imura@8moribunka.org
　主催　NPO法人 八ヶ岳森林文化の会
　URL：http://www.8moribunka.org/

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　９月22日（日）雨天決行
受付時間　午前９時～正午
ところ　富士見ゆめひろば
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　９月11日（水）午後２時～
審査会　９月20日（金）
　　　　午後１時30分～
ところ　茅野広域シルバー人材センター
※事前に申し込みの上、お越しください。
申込・問 茅野広域シルバー人材センター
　　　　　☎73－0224　業務係

ゆずります
学習机／もちつき機（１升用）

ゆずってください
卓球台（国際規格）／卓上ボール盤（穴開け
作業用）／お昼寝布団（保育園用）／女児子
ども用自転車（幼児用）

※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。

野市の人口茅
総人口　55,599人　（＋47）
　男　　27,810人　（＋12）
　女　　27,789人　（＋35）
世帯数　23,421世帯（＋51）

月の納税等９

（ ）内は前月比
令和元年８月１日現在（茅野市独自推計）
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◆固定資産税・都市計画税（３期）
◆国民健康保険税（４期）
◆市営住宅使用料　◆保育料　
◆後期高齢者医療保険料（３期）
【納期限・振替日　９月30日（月）】

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

諏訪中央病院
第247回ほろ酔い勉強会

シルバー人材センター
入会説明会・審査日程

＋

＋ すわちゅう健康教室

チェーンソークラフト講習会秋のチェーンソー基本操作講習会

市民の森　秋の観察会

「広報ちの」の自動配信も！

相談の種類 日　時 相談場所 連絡先 備　考

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。

法律相談【要予約】
相談員：
　諏訪　雅顕 弁護士

行政相談
相談員：行政相談委員

司法書士法律相談
【要予約】

心配ごと相談

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

諏訪地区更生保護
サポートセンター
☎55－2786

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

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。

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。

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。

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。

結婚相談

家庭教育相談

地域職業相談室

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
　　　　　　　　相談

9/10（火）
9：00～12：00

9/19（木）
10：00～16：00

9/4（水）
13：30～16：30

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）

市役所8階
相談室

商工課
（内線435）

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

9/3（火）
　13：00～17：00
※電話予約は8/27
　　　　　　8：30～

9/11（水）
15：00～17：00
9/6・13・20・27（金）
9：00～12：00
①9/7・21（土）
13：00～16：00
②9/13・27（金）
18：30～20：30

9/14（土）10：30～、
11：30～、13：30～、
14：30～

毎週月～金曜日
　　　（祝日除く）
9：00～17：00

9/27（金）
10：00～12：00

木曜日を除く毎週月
～土曜日（祝日除く）
10：00～17：30

無料相談

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）

茅野駅前
ベルビア2階

家庭教育センター
☎73－4151

家庭教育センター
☎73－4151
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外国籍市民のための
　　日常生活相談及び
　　　　　日本語教室

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。

生涯学習課
（内線634）
または、
相談員
090-8846-0491

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。

子育て、家庭、教育、
発達に関する相談

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）

毎週月～金曜日
　　　（祝日除く）
8：30～17：15

27

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

巡回労働相談
【要予約】

市役所7階
会議室

9/18（水）
12：30～15：30

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。

受付内容：日常生活全般の悩み事
対象者：どなたでも
※９月８日（日）（15時～16時）は中
国語が分かる相談員が在席します。

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）

ふるさとハローワーク 
☎　72-2029　
FAX　73-7933　

茅野市ひと・まち
プラザ

（ゆいわーく茅野）



茅

９

ゆ

＋

＋

相談の種類 日　時 相談場所 連絡先 備　考
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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
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地域職業相談室
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【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
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9/10（火）
9：00～12：00

9/19（木）
10：00～16：00

9/4（水）
13：30～16：30

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）

市役所8階
相談室

商工課
（内線435）

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

9/3（火）
　13：00～17：00
※電話予約は8/27
　　　　　　8：30～

9/11（水）
15：00～17：00
9/6・13・20・27（金）
9：00～12：00
①9/7・21（土）
13：00～16：00
②9/13・27（金）
18：30～20：30

9/14（土）10：30～、
11：30～、13：30～、
14：30～

毎週月～金曜日
　　　（祝日除く）
9：00～17：00

9/27（金）
10：00～12：00

木曜日を除く毎週月
～土曜日（祝日除く）
10：00～17：30

無料相談

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）

茅野駅前
ベルビア2階

家庭教育センター
☎73－4151

家庭教育センター
☎73－4151
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