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お知らせ版 №331（2018.８.１）①

❖日時  ８月14日（火）

＊あそびの広場（無くなり次第終了）
　・うちわづくり
　・くるくる風車
　・ポップコーン 
　・金魚すくい

＊食の広場
　商工会・JA佐久浅間出店、夜店
　　飲み物（ビール・ジュース）
　　うどん・焼き鳥・焼きそば・焼き肉
　　パック牛乳無料配布（数量限定）など

＊開会式
＊園児みこし
＊藤

ふじもり

森敬
けいいち

一コンサート
　童謡からフォークソング
　まで、リクエストもOK!!
＊信州御牧太鼓保存会
＊みんなで輪になって踊ろう

午後４時30分〜
❖場所　北御牧グラウンド

❖催し　午後４時30分～ ❖ステージ　午後５時～

❖花火大会
　午後７時40分～

　☂雨天の場合、催しとステージはふれあい体育館で開催します。

☂小雨決行、大雨の場合は８月15日(水)に順延。

北御牧地区夏まつり

みまきニュードカンコ

●問い合わせは、特別な記載がない限り平日の開庁時間
　（午前８時30分～午後５時15分）とさせていただきます。

　	／北御牧地区夏まつり実行委員会事務局・御牧ふれあいの郷づくり協議会　☎67－1010　　問 



② お知らせ版 №331（2018.８.１）

❖日　　時　８月18日（土）
　　　　　　午前７時30分～午前９時（予定）
❖場　　所　グリーンパーク通り沿線
❖集　　合　サンテラスホール東側駐車場
❖作業内容　グリーンパーク沿線の美化作業（ごみ拾い等）
　／建設課　都市計画係　☎64－5914

❖日　時　８月24日（金）
　　　　　午後１時30分～午後３時30分
❖場　所　総合福祉センター３階　
❖内　容　地域のために、自分のために、第２の人生を

考えるための研修会（第１弾）です。
　　　　　テーマ　「個人の健康維持では、
　　　　　　　　　　　　　　日本は維持できない?!」
　　　　　講　師　（一社）健康福祉広域支援協会
　　　　　　　　　代表理事　中

なかむら

村　崇
たかし

	氏
　／福祉課　地域包括支援係　
　　☎64－5000　FAX64－8880

　　　　／火のアートフェスティバル実行委員会事務局
　　　　　（商工観光課　観光係）☎64－5895　FAX64－5881　

❖日　　時　10月13日（土）午前11時～午後５時
　　　　　　 14日（日）午前10時～午後３時　　　　　　
　　　　　　※各日、時間が異なりますのでご注意ください。
❖場　　所　八重原芸術むら公園
❖申し込み　８月17日（金）までに「火のアートフェスティバル
　　　　　　2018出店申込シート」に必要事項を記入のうえ、下記へ
　　　　　　お申し込みください。（持参・FAX・郵送可）
　　　　　　※出店申込シートは下記へ請求していただくか、市ホームページから入手してください。
　　　　　　※フェスティバルの趣旨を考慮し、内容についての事前審査を行います。申し込み多数の場合は抽選と

なります。
❖そ の 他　＊テント、机、椅子は各自でご用意いただくか、有料貸し出し（机1,100円、椅子400円、要予約）をご

利用ください。
　　　　　　＊小雨決行です。雨天の場合は雨除け等を各自ご準備ください。　　

❖出店作品　陶　器　市　陶器
　　　　　　クラフト市　ガラス・皮等の工芸品
❖出  店  料　１日1,000円　両日2,000円
❖募集区画　１区画４ｍ×４ｍ
　　　　　　（区画は事務局で指定します）
❖出店場所　芸術むら公園「憩いの家」前の芝生広場

❖資  格  等　自分の持つ芸術に関する知識や技術により、
他者へ作品制作の指導ができる方

❖出  店  料　１日1,000円　両日2,000円
❖そ  の  他　体験料金は、材料費や経費等を考慮し、実

施者にて設定してください。また、ブース
内での販売をご希望の方は事務局へご相談
ください。

陶器市・クラフト市ワークショップ

緑のサポーター
グリーンパーク通り美化作業参加者募集

平成30年度地域介護予防活動支援事業
研修会「第２の人生 おらちの一歩」参加者募集

火のアートフェスティバル2018　10月13日（土）・14日（日）開催
陶器市・クラフト市・ワークショップの出店者募集

HP

　　・問申込

問

問

募　集・イベント



お知らせ版 №331（2018.８.１）③

①ワインで乾杯！地産ワイン恋活　
❖日　時　８月25日（土）午後５時30分～午後８時30分
❖場　所　TOMI		WINE	CHAPEL　
❖対　象　上田地域定住自立圏（東御市、上田市、青木村、
　　　　　長和町、立科町、坂城町、群馬県嬬恋村）に在

住・在勤で独身の男女（20歳以上）　各10名
❖参加費　男性6,000円　女性4,000円　　
②火のアート焼きものづくり恋活
❖日　時　10月13日（土）午前10時30分～午後３時　
❖場　所　芸術むら公園・アートヴィレッジ明神館　
❖対　象　上田地域定住自立圏に在住・在勤で独身の男

女　各10名
❖参加費　3,000円　
③天然素材の香りの袋づくり＆薪ストーブほっこり恋活
❖日　時　11月11日（日）午後３時～午後７時
❖場　所　メゾンドット農の家　
❖対　象　上田地域定住自立圏に在住・在勤で独身の男

女　各８名
❖参加費　3,000円

　　　　　市ホームページから電子申請でお申し込みく
ださい。

　／子育て支援課　子育て支援係　☎64－5814

❖日　時　８月15日（水）　
　　　　　午前11時45分～午後０時10分
❖場　所　中央公民館　講義室
❖内　容
　　朗　読　◦東部中学校生徒会長による作文発表
　　　　　　◦平和と人権を守る都市宣言　
　　黙とう　正午～
❖その他　８月３日（金）〜16日（木）まで、原爆写真

等のポスター展示を中央公民館２階ロビーで
行います。皆さまの参加をお待ちしています。

　／人権同和政策課　☎64－5902　

❖日　時　８月30日（木）午後１時30分～午後３時
❖場　所　総合福祉センター３階　講堂
❖テーマ　「児童虐待の現状と課題」
❖講　師　児童相談所広域支援センター
　　　　　（長野県中央児童相談所内）　
　　　　　主任児童福祉専門員　大

おおみや

宮　剛
たかし

氏
　／東御市虐待等総合対策推進協議会事務局
　　福祉課　地域包括支援係　☎64－5000申し込み

　2019年１月から2024年３月までの５年３カ月間につい
て、東御市海野宿滞在型交流施設の施設運営をしていた
だける指定管理者を募集しています。
　応募方法等、詳細は市ホームページ「トピックス」か
らご確認ください。募集要項等の書類は下記窓口でも入
手できます。
　／商工観光課　観光係　☎64－5895　FAX64－5881
　　Ｅメール　kanko@city.tomi.nagano.jp

❖日　時　９月８日（土）
　　　　　午後１時30分～午後３時
　　　　　開場　午後１時
❖場　所　中央公民館２階　講義室
❖演　題　「祢津のノノウ巫女についての
　　　　　　基礎知識を学ぶ」
❖講　師　島根県立大学講師　中

なかの

野　洋
ようへい

平	氏
　／生涯学習課　社会教育・公民館係　☎64－5885

であうとうみ
2018

　とうみの自然や新たな人との出会いを「であうとう
み」で叶えてみませんか。ワークショップや美味しいも
のを食べて、楽しく参加しよう。

であうとうみ2018　 東御市平和祈念式

児童虐待防止講演会

東御市海野宿滞在型交流施設
指定管理者募集 市民大学講座⑥

HP

問

問

問

HP

問
問

募　集・イベント



④ お知らせ版 №331（2018.８.１）

❖開 催 日　８月26日（日）
❖行　　程　９：00　田中駅発　
　　　　　　　　※市役所、道の駅、新張公民館前経由
　　　　　　10：00　湯の丸高原・まな板平周辺での間

　　　　伐作業現場見学
　　　　　　10：30　湯の丸高原・高地トレーニング　

　　　　施設見学
　　　　　　11：30　池の平湿原（昼食）
　　　　　　12：30　池の平湿原ガイダンス＆ウォーク
　　　　　　15：00　田中駅着
❖交通手段　田中駅よりバスで移動します。（自家用車

利用の場合は事前にお申し出ください。）
❖持 ち 物　歩きやすい服装、帽子、飲み物、昼食

※ご希望の方には湯の丸山ごはん弁当（1,250円）を販
　売します。申し込みの際にお申し付けください。

❖申し込み　８月17日（金）までに、下記へお申し込み
ください。

❖そ の 他　参加者が小学３年生以下の場合は、保護者
の同伴をお願いします。雨天時は湯の丸高
原ビジターセンターでの屋内ガイダンスお
よび木工クラフト体験（希望者対象、材料
費500円）を行います。

　　　　／商工観光課　観光係　☎64－5895
❖日　時　８月29日（水）午後７時～午後８時30分
❖場　所　東部人権啓発センター３階　大会議室
❖講　演　　
　　演題　「解放令が出たのに、なぜ差別がなくならな
　　　　　　いのか　～明治以降の部落差別～」
　　内容　　今年度の各公民館の人権啓発学習会では、

「部落差別の源流を探る」というテーマで江
戸時代までの内容を学んでいます。今回は、
明治以降の差別の実態や、差別解消に向けた
取り組みについてのお話です。

　　講師　長野県同和教育推進協議会
　　　　　前事務局長　韮

にらさわ

澤　久
ひ さ と

人	氏
❖その他　第２回のセミナーは、９月25日（火）に「障

がい者の人権」をテーマに開講します。
　／人権同和政策課　人権同和政策係　☎64－5902

❖日　　時　９月１日（土）午前10時～午後７時頃
❖場　　所　湯の丸高原キャンプ場、池の平湿原等
❖対　　象　市内小学１年生～６年生（保護者同伴とし

ます。ただし、４年生以上は、児童のみの
参加もできます。また、参加児童の兄弟関
係で保護者同伴の場合は未就学児も参加で
きます。）

❖申し込み　学校より児童に渡してあるプリントの申込
書に記入し、１人300円を添えて下記へ直
接お申し込みください。

❖定　　員　75名（先着順）
❖そ の 他　＊お昼を持参してください。夜は飯ごう炊

　飯をします。（防寒着持参）
　　　　　　＊クラフト体験で、ペンダントなどを作り

　ます。
　　　　　　＊体力に合わせ湿原の散策や、新しいスポ

　ーツ施設を回ります。
　　　　／教育課　青少年教育係　☎64－5906　　　

❖日　　時　９月27日（木）午後１時30分～午後３時
❖場　　所　東部クリーンセンター２階　会議室
❖持  ち  物　筆記用具
　　　　　　※ダンボール式生ごみリサイクル基材等は、
　　　　　　　無償で提供します。
❖申し込み　８月31日（金）までに、下記へお申し込み

ください。　　
　　　　／生活環境課　ｸﾘーンﾘサイｸル係
　　　　（東部ｸﾘーンセンター）
　　　　　☎・FAX63－6814

湯の丸・高峰自然休養林
現地見学会開催

東御人権セミナー開講（全４回）

親子自然ふれあい学校 参加者募集

ダンボール式生ごみリサイクル講習会

　　・問申込

問

　　・問申込

　　・問申込

募　集・イベント



お知らせ版 №331（2018.８.１）⑤

❖日　時　８月31日（金）午後１時30分～午後３時
❖場　所　中央公民館　講義室
❖講　演　
　　演題　「イクボスによる働き方改革
　　　　　　～意識改革からの成長戦略～」
　　講師　NPO法人ファザーリング・ジャパン代表理事
　　　　　NPO法人タイガーマスク基金代表理事
　　　　　安

あんどう

藤　哲
てつや

也	氏
※イｸボスとは、職場で共に働く部下等のワーｸ・ラ

イフ・バランス（仕事と生活の調和）を考え、仕事
と生活を両立しやすい環境を整備し、組織の業績も
結果を出しつつ自らも仕事と私生活を楽しむ事がで
きる経営者・管理職（性別は問わない）のこと。

　／人権同和政策課　男女共同参画係　☎64－5902

❖日　時　９月８日（土）午後１時30分～午後３時30分
❖場　所　上田市ひとまちげんき・健康プラザ２階　
　　　　　多目的ホール
❖対　象　東御市、上田市、長和町、青木村の住民の方
❖講　演　
　　演題　「感情のコントロールができる力を育てる
　　　　　　子育て」		
　　講師　東京学芸大学　教育心理学講座教授　　　　
　　　　　大

お お か わ ら

河原　美
み い

以	氏
❖託　児　就学前のお子さま10名まで　

託児をご希望の方は、８月９日（木）以降に
事務局までお申し込みください。

　　　　　（事務局　上田市		発達相談センター　☎24−7801）
　／子育て支援課　子育て支援係　☎64－5814

❖日　　時　９月９日（日）
　　　　　　午前８時30分～午後５時30分
　　　　　　（講習時間：８時間）
❖場　　所　上田市中央公民館３階　大会議室
　　　　　　（上田市材木町１−２−３）

※自動車でお越しの方は、上田市立図書館横「総合駐
車場」への駐車ができます。駐車場には限りがあり
ますので、公共交通機関の利用や乗り合わせ等のご
協力をお願いします。

❖講習内容　心肺蘇生法（AEDの使用方法を含む）、大
出血の止血法、骨折の手当てなど

❖募集人員　80名（先着順）
❖服装・持ち物　実技のできる服装、筆記用具、昼食、
　　　　　　　　飲み物、ハンカチ
❖申し込み　９月２日（日）までに、お近くの消防署で

申込用紙にご記入いただくか、上田地域広
域連合のホームページから申込書を入手し、
必要事項をご記入の上、お近くの消防署へ
提出してください。

　　　　　　http://www.area.ueda.nagano.jp/
　／東御消防署　救急係　☎62－0119

❖日　時　８月26日（日）　
　　　　　午後１時30分開演（開場　午後１時）
❖場　所　和コミュニティーセンター２階　多目的ホール
❖出　演　テフテフ・マンドリンアンサンブル　　
　　　　　楽しいマンドリン・アンサンブル受講生
　／和コミュニティーセンター　☎62－0201

　（月・水・金　午前８時30分〜午後５時　
　　火・木　午前８時〜正午）（祝日を除く）
　（生涯学習課　社会教育・公民館係）

❖日　時　９月３日（月）
　　　　　午後１時30分～午後３時
❖場　所　総合福祉センター３階　301・302研修室
❖講　演　
　　演題「こころのマネジメント　
　　　　　　　　　―セルフケアの豆知識ー」
　　講師　佐久大学看護学部　准教授　朴

ぱく

　相
さんじゅん

俊	氏
❖その他　こころの健康づくり講座は平成30年度内に全

３回開催予定です。
※東御こころのむきあいネット（http://www.mukiai.net）
　もご覧ください。
　　　　／健康保健課　保健係　☎64－8882

イクボスセミナー 上田地域定住自立圏
住民向け発達講演会

上級救命講習会

テフテフ・マンドリンアンサンブル
マンドリン・サマーコンサート

第２回 心の健康づくり講座

問 問

問

問

　　・問申込

募　集・イベント



⑥ お知らせ版 №331（2018.８.１）

❖日　　時　９月７日（金）小雨決行
　　　　　　午前９時～午前11時
　　　　　　集合　午前８時50分
❖集合場所　湯の丸高原第１駐車場（公衆トイレ横）
❖コ  ー  ス　トレイルランニングコース
❖講　　師　（公財）身体教育医学研究所	
　　　　　　　健康運動士指導員
❖持 ち 物　タオル、水分補給用のお茶等、帽子、雨具、

ずくだすカード（お持ちの方）
❖参  加  費　100円／１人（保険料含む）
❖移動手段　市バス（１台）で送迎、または現地集合
　　　　　　午前８時30分　バス出発　
　　　　　　（集合：武道館前駐車場）
　　　　　　午前11時30分　バス帰着
　　　　　　バスを利用される方は下記へお申し込みく

ださい。（先着順）
❖雨 天 時　湯の丸のコースを見学後、総合福祉センターで

ストレッチ等、室内でできる運動を行います。
　／健康保健課　健康増進係　☎64－8883

❖応募書類　東御市職員採用試験申込書（履歴書）
　　　　　　※応募書類は、市ホームページから入手し

　ていただくか、下記へご請求ください。
❖採用試験　面接試験等を行い、採用を決定します。
❖そ  の  他　賃金等の諸条件については、下記へお問い

合わせください。
　　　　／教育課　学校教育係　☎64－5879

❖募集内容

　固定資産税の賦課期日（１月１日）における固定資産の状況等を正確に把握するため、次のような場合は毎年12月
末日までに税務課資産税係に届出をお願いします。
　届出の用紙は、税務課資産税係に直接請求していただくか、市ホームページで入手したものをご使用ください。
❖納税義務者が亡くなられたとき　⇒【相続人代表者指定（変更）届出書】

　納税義務者（所有者）が亡くなられた後、賦課期日（１月１日）現在において相続登記が終わっていない場合や
相続される方が決まっていない場合は、相続人の代表者を決めていただき「相続人代表者指定（変更）届出書」を
提出してください。

❖家屋を取り壊したとき　⇒【家屋滅失届書】
　家屋を取り壊した（一部の取り壊しも含みます。）ときは、「家屋滅失届書」を提出してください。なお、滅失
登記をされた場合も提出してください。

❖登記をしていない家屋の所有者の変更等をしたとき⇒【未登記家屋所有者変更（兼未登記家屋所有）届書】
　登記をしていない家屋（ここでは「未登記家屋」といいます。）の所有者名義を変更したとき、または未登記家屋
を取得・所有することになったときは、「未登記家屋所有者変更（兼未登記家屋所有）届書」を提出してください。

❖納税義務者の住所が変更になったとき　⇒【納税通知書送付先変更届書】
　住所の変更等に伴い、固定資産税の納税通知書の送付先を変更したいときは、「納税通知書送付先変更届書」を
提出してください。

❖家屋の用途を変更したとき　⇒【家屋用途変更届出書】
　家屋の用途を変更した場合は、「家屋用途変更届出書」を提出してください。例えば、店舗や事務所などに使用
していた家屋を住宅に変更した場合等です。

　／税務課　資産税係　☎64－5877

職 　 種 給食調理員

業 務 内 容 給食調理等

勤 務 場 所 北御牧学校給食センター

勤  務  日 学校開校日

勤 務 時 間 午前８時30分～午後４時（常勤）

募 集 人 員 １名

任 用 期 間 ９月１日～９月30日（更新あり）

応 募 資 格 特になし

募 集 締 切 ８月13日（月）当日消印有効

固定資産税に関する届出のお願い

湯の丸高原でウォーキング教室 市の臨時職員募集

HP

HP

問

問

　　・問応募

募　集・イベント・市からのお知らせ
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　　　　／子育て支援課　保育係　☎64－5903

❖応募書類　①東御市職員採用試験申込書（履歴書）　②非常勤職員等登録申請書
　　　　　　③資格が必要な職種は、資格取得が確認できる資格証等の写し
　　　　　　※①および②は市ホームページから入手していただくか、下記へご請求ください。
　　　　　　※原則、応募書類は返却できませんのでご了承ください。
❖応募方法　下記へ、応募書類を添えてご提出ください。（持参・郵送可）
❖採用試験　書類選考の上、面接を行い、採用を決定します。
　　　　　　（書類選考結果および面接日等については、別途お知らせします。）

　地震等によりブロック塀が倒壊すると思わぬ事故につながる恐れがあるだけでなく、緊急車両の通行を妨げるなど、
避難や救助に支障が出ます。
　ブロック塀等の安全確保は所有者の責任です。ご自宅の道路に接するブロック塀の高さ・厚さ・傾き・ぐらつき・
ひび割れ・控え壁・基礎等の安全点検をしていただき、適正な維持・管理をお願いします。
　なお、ブロック塀等を撤去する場合は、生垣設置及びブロック塀等除去事業補助金がありますのでご利用ください。
❖ブロッｸ塀　基準（建築基準法施行令第61条および第62条の８【昭和56年一部改正】）

高さ×1/5以上

2.2m以下

地盤面

控え壁

3.4m以下

＜主な規定＞
・塀の高さは地盤面より2.2ｍ以下。
・高さが1.2ｍを超える場合、強度を高める控え
　壁が必要。
・控え壁は塀の長さ3.4ｍ以下ごとに一箇所設　
　ける。
・控え壁の出は高さの１／５以上が必要。
・控え壁は塀本体と同時に作り、一体の構造と
　する。
・塀の厚さは15cm以上。（２m以下は10cm以上）
・壁内には径９mm以上の鉄筋を縦横に80cm　
　以下の間隔で配置しなければならない。

　／ブロッｸ塀の基準および安全点検については
　　　上田建設事務所　建築課　☎25－7142
　　　建設課　住宅係　☎64－5882
　　補助金については
　　　建設課　都市計画係　☎64－5914

市ホームページ
生垣設置及びブロック塀等

除去事業補助金

県ホームページ
ブロック塀の安全点検に

ついて

❖募集内容 職 　 種 保育士 長時間保育士
勤 務 場 所 市内保育園

勤 務 日 月～金曜日（祝日を除く）
（勤務先の休業時は勤務を要さない） 月～金曜日（祝日を除く）

勤 務 時 間 午前８時30分～午後４時15分
①午前７時30分～午前８時30分
②午後４時～午後７時
※勤務日、勤務時間の詳細はご相談ください。

賃 　 金 日給7,800円 時給1,655円
募 集 人 数 若干名 若干名
任 用 期 間 10月１日から６カ月（更新あり）
応 募 資 格 保育士資格または幼稚園教諭免許を有している方
応 募 締 切 ９月３日（月）当日消印有効

市の臨時・非常勤職員の募集

倒壊のおそれのあるブロック塀等はありませんか
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　今年もお盆の時期が近づいてきました。お盆は先祖を
供養する大切な行事ですが、お仏壇やお墓などで火を使
うことが多くなります。
　火災は、ちょっとした不注意や油断から発生しています。
火の元・火の取り扱いには十分注意するとともにお出かけ
前やお休み前には、必ず火の元を確認してください。
❖火災予防のポイント

＊お墓で火を使う際は、水バケツを用意し、火は完全
に消す。

＊ろうそくや線香などから供花や供物など燃えやすい
ものは十分離す。

＊ろうそくに火をつけたままその場を離れない。
＊盆燈

とうろう

篭やろうそくなどは倒れないよう注意する。
＊天ぷらを揚げ始めたら、その場を絶対離れない。

　／東御消防署　
　　予防係　☎62－0119

❖食中毒を防ぐ３原則
　①菌を「つけない」

　手は雑菌がいっぱい。食品に菌やウイルスがつか
ないよう、調理前と食事の前は石けんで手を洗いま
しょう。まな板や食器洗い用スポンジの消毒もお忘
れなく。

　②菌を「増やさない」　
　菌の増殖は８℃以下でゆっくりになり、−15℃以
下で停止します。食品は冷蔵庫で保存し早めに食べ
ましょう。ただし、冷蔵庫の過信は禁物です。

　③菌を「やっつける」
　ほとんどの菌やウイルスは、加熱調理で死滅しま
す。肉料理は中心まで十分に火を通しましょう。
「75℃で１分以上加熱」が目安です。

　＊食品事業者は、従業員の健康状態に気配りを
　＊毒キノコや有毒植物の誤食に注意
　／健康保健課　保健係　☎64－8882

　平成30年８月診療分から「乳幼児・児童（満15歳に達
する日以後の最初の３月31日までの方）」を対象に、医
療機関等の窓口で被保険者証とともに福祉医療費受給者
証を提示し、受給者負担金500円を支払うことで医療サ
ービスを受けることができます。この給付方式を現物給
付方式といいます。なお、乳幼児・児童以外の方は、引
き続き現在と同じ給付方式となります。
※現在の福祉医療費の給付方式は、医療機関等窓口で一

時的に医療費をお支払いいただき、２～３カ月後に市
から受給者負担金500円を差引いた額がご指定の口座
に振込まれる自動給付方式をとっています。

※詳細については、市ホームページまたは市報とうみ６
月号（P２～３）をご覧ください。

❖福祉医療費受給者証の交付について
　７月下旬に、平成30年８月１日からご利用いただく新
しい受給者証を郵送いたしました。古い受給者証は破棄
していただき、新しい受給者証をご利用ください。
　現物給付方式対象者は、現物と印字されたあじさい色
（水色）の受給者証になります。現物給付方式の対象と
ならない福祉医療費受給者の方は、従来の若草色の受給
者証です。
　／福祉課　福祉推進係　☎64－8888　FAX64－8880

❖８月は現況届提出月です
　＊提出期限　８月31日（金）
　　提出期限内にご本人が下記へ提出してください。
❖８月は児童扶養手当の支払月です
　＊振込予定日　８月10日（金）
　＊支 払 内 容　４月〜７月分（４カ月分）

　　受給されている方は、10日以降に口座の入金をご
　確認ください。

【児童扶養手当とは？】
＊子を養育するひとり親家庭等や、親に高度な障がい
　がある場合に支給する手当です。

　＊所得による支給制限があります。
　＊受給者は保育料の減免が受けられる場合があります。
　　〔保育料減免の問い合わせ先〕　
　　　子育て支援課　保育係　☎64－5903
　　　　／福祉課　福祉推進係　
　　　　　☎64－8888　FAX64－8880

お盆の火災予防

食中毒を防ごう。８月は食品衛生月間

平成30年８月診療分から子どもの
福祉医療費の給付方式が変わります 

児童扶養手当を受給されている方に
お知らせ
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　新聞でも報道されましたが、全国各地で消火栓付近に
設置している消火栓ホース格納箱内の消火器具の盗難が
相次いでいます。
　市内でも同様の被害が多発しています。消火ホース格
納箱の中には筒先、ホース、開閉器がセットで入ってお
り、このうち１つでも欠けると、初期消火ができません。
　消防署・消防団で器具置場の巡回警戒を強化しており
ますが、住民の皆さまも、盗難が疑われる様子を確認さ
れましたら、消防署または警察署にご連絡ください。
　また、消火栓ホース格納箱付近で不審者を見かけた場
合は警察署にご一報ください。ご協力をお願いします。

　８月上旬から10月下旬にかけて、下記の地域の水道本
管および本管から水道メーターまでの給水管の漏水調査
を実施します。本調査に伴い、市が発行する身分証明書
と腕章を身に着けた調査員が、宅地内に立ち入りますの
で、ご理解とご協力をお願いします。
　なお、この漏水調査は、水道本管および本管から水道
メーターまでの水道管の漏水調査ですので、水道メータ
ーから建物内までの調査ではありませんのでご了承くだ
さい。
❖調査地域
　　田中地区：田中区、城ノ前区全域
　　　　　　　加沢区、常田区、県区のそれぞれ一部
　　北御牧地区：八重原および羽毛山全域
　／上下水道課　水道係　☎64－5884

　／東御消防署　消防施設係　☎62－0119
　　上田警察署　☎22－0110

筒先➡

開閉器➡

⬅ホース

❖日　　時　
　＜講習会＞９月４日（火）午前８時30分	～	午後５時
　＜試　験＞ ９日（日）午前８時30分	～	午後５時
❖場　　所　佐久合同庁舎（佐久市跡部65−１）
❖受付期間　８月６日（月）〜８月17日（金）
　　　　　　（当日消印有効）
❖受付場所　上田地域振興局　林務課
　　　　　（〒386−8555　上田市材木町１−２−６）
❖申　　請　申請用紙は下記または県ホームページ
　　　　　　（http://www.pref.nagano.lg.jp/yasei/	
　　　　　　sangyo/ringyo/shuryo/oshirase.html）から
　　　　　　入手できます。
❖受験費用　10,000円程度
　　　　　　内訳：受験手数料5,200円（既に免許を所持

　　　しており、さらに他の免許を受験す
　　　る方は3,900円）

　　　　　　　　　狩猟読本等テキスト代2,400円程度
　　　　　　　　　その他　医師の診断書取得費用等
❖費用補助　狩猟免許取得費用の補助制度がございます。

（ただし、狩猟免許取得後、市内全般の有
害鳥獣捕獲に従事していただくことが要件
になります。）

　補助率：東御市鳥獣害防止事業補助金交付要綱に定め
　　　　　のある経費の１／２以内
　／農林課　耕地林務係　☎64－5898

　６月の東御市まちをきれいにする月間では、市内各地
で道路や河川などの清掃が行われ、６月３日と10日に東
部クリーンセンターと川西清掃センターおよび三井金属
に搬入されたごみは合計11トンでした。
　この清掃活動により、捨てられたごみが回収されると
ともに、道路沿いの雑草が刈り取られて東御市の美しい
景観が保たれました。市民の皆さまには早朝よりご協力
いただき、ありがとうございました。
　／生活環境課　ｸﾘーンﾘサイｸル係
　　（東部ｸﾘーンセンター）　☎63－6814

緊急！消火栓用器具の盗難に
ご注意ください！ 上水道漏水調査の実施

狩猟免許試験・初心者講習会

まちをきれいにする月間を終えて

問

問

問

問
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　「長野県農地中間管理機構」は、農地を一定のルールに沿って借り受け、地域の大規模農家や新規就農者等の皆さ
まに農地の転貸を行う公的組織です。現在、同機構への農地の貸し付けを希望する方を募集しています。

❖農地貸し付けまでの流れ

　＊機構が農地を借り受ける年数は原則10年以上です。
＊機構が農地を貸し付ける相手（農地の受け手）は、地域・集落で作成
　している「人・農地プラン」に基づき、調整が行われます。

　＊賃貸借期間中は機構から農地の賃料が口座振替で確実に支払われます。

❖機構へ農地を貸し付けた方へのメﾘット
　　一定の条件を満たすと、農地を貸し付けた方に、「経営転換協力金」や「耕作者集積協力金」が交付されます。
　詳しくは下記へお問い合わせください。
　／農業農村支援センター　☎64－5887　　農林課　担い手支援係　☎64－0535

　市民の皆さまには、平成30年度緑の募金にご協力をい
ただきありがとうございました。皆さまから寄せられた
篤志は、合計で1,075,570円となりました。
　この募金は、みどりの少年団活動を助成し、地域の植
樹・苗木頒布、ボランティア活動等を支援して心も緑も
豊かな郷土づくりに大切に役立てさせていただきます。
　／農林課　耕地林務係　☎64－5898　価格・面積等の土地情報については市ホームページを

ご覧ください。
　ご近所やご親戚、お知り合いの方など、土地を探して
いる方へ、ぜひご紹介ください。
　／建設課　住宅係　☎64－5882　FAX64－5881
　　Ｅメール　kensetsu@city.tomi.nagano.jp

　８月６日は広島市、８月９日は長崎市の原爆被災の日
です。
　原爆死没者の慰霊、世界恒久平和の実現を祈念するた
め、原爆被災時刻に合わせて、職場や家庭においても黙
とうを捧げましょう。
❖黙とう時刻（時間はそれぞれ１分間）
　８月６日　午前８時15分（広島市原爆投下時刻）
　８月９日　午前11時２分（長崎市原爆投下時刻）
　／人権同和政策課　☎64－5902

住宅地を
お探しの方へ

農地提供者
（農地の出し手）

規模縮小、離農など 規模拡大、
農地の集積・集約化

長野県農地
中間管理機構

借受希望者
（農地の受け手）

借受 貸付

➡ ➡

住宅団地名 販売区画数 住宅団地名 販売区画数
寺　　　坂 ８区画 布　　　下 １区画

別　　　府 １区画 白　水　平 １区画

乙　女　東 １区画 菖　蒲　沢 ５区画

常　　　満 ５区画 白　樺　池 47区画

農地中間管理事業を利用して皆さんの農地を活かしましょう！！

緑の募金へのご協力
ありがとうございました市では住宅地を販売しています

原爆死没者の慰霊・平和祈念の黙とう

問

問

HP

問

問

市からのお知らせ
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　感染症法により、65歳以上の方は結核予防のために、年に１回胸部のレントゲン検診を受けることになっています。
検診車が巡回しますので、都合のよい日程・場所で受けてください。
次の方は検診の対象になりませんので、検診は受けられません。
　＊64歳以下の方（昭和29年４月２日以降に生まれた方）
　＊平成30年度中にらせんCT検診を受けた方・受ける予定のある方
　＊１年以内に胸部のレントゲン検診を受けた方

８月28日（火）
別府公民館 ８：40〜８：50
原口公民館 ９：00〜９：20
聖公民館 ９：40〜９：45
中屋敷公民館 10：05〜10：25
赤岩   小平叔江氏宅 10：45〜11：00
片羽公民館 11：10〜11：30
滋野駅前 13：20〜13：45
大石公民館 14：00〜14：25
乙女平公民館 14：40〜15：30
総合福祉センター２階駐車場 15：45〜16：20

８月23日（木）
加沢公民館 ８：35〜９：20
城ノ前公民館 ９：35〜９：55
常田公民館 10：10〜10：40
海善寺公民館 10：55〜11：40
せき内科クリニック駐車場 13：20〜14：00
海野宿いろりの家（西海野公民館） 14：15〜14：30
海野宿ふれあいセンター 14：40〜15：10
総合福祉センター２階駐車場 15：25〜16：20

８月22日（水）
北御牧庁舎 ８：40〜９：20
島川原公民館 ９：35〜９：45
布下公民館 10：00〜10：15
羽毛山公民館 10：35〜10：50
総合福祉センター２階駐車場 11：05〜11：50
田中公民館 13：20〜14：10
県公民館 14：25〜14：50
総合福祉センター２階駐車場 15：05〜16：20

８月27日（月）
下八重原公民館 ８：50〜９：20
中八重原公民館 ９：40〜10：00
上八重原公民館 10：15〜10：30
田楽平公民館 10：40〜10：50
芸術むら憩いの家 11：05〜11：20
切久保公民館 13：10〜13：20
八反田公民館 13：30〜13：40
本下之城公民館 13：50〜14：00
田之尻公民館 14：10〜14：20
宮公民館 14：30〜14：40
生きがい交流センター 14：50〜15：00
御牧原南部公民館 15：20〜15：30
御牧原北部公民館 15：45〜16：00

８月24日（金）
日向が丘公民館 ８：40〜９：10
曽根公民館 ９：25〜10：10
西深井公民館 10：25〜10：40
東深井協同作業所 10：55〜11：10
栗林公民館 11：25〜11：40
東上田公民館 13：20〜13：50
和コミュニティーセンター 14：05〜14：35
東入公民館 14：55〜15：00
西入公民館 15：15〜15：20
田沢公民館 15：30〜15：45
西田沢公民館 15：55〜16：00
タタラ堂集会所 16：10〜16：20

８月29日（水）
新屋公民館 ８：40〜８：55
井高公民館 ９：10〜９：25
姫子沢公民館 ９：40〜９：50
西宮公民館 10：05〜10：25
祢津公民館 10：40〜11：05
祢津南公民館 11：20〜11：30
奈良原公民館 13：25〜13：35
横堰公民館 13：45〜13：55
新張公民館 14：15〜14：35
出場公民館 14：45〜14：55
金井公民館 15：10〜15：30
総合福祉センター２階駐車場 15：45〜16：20　／健康保健課　保健係　☎64－8882

胸部レントゲン検診車の運行日程

問

注意１　昨年と時間帯が変更している場所があります。
十分確認していただき、お間違いのないよう
お願いします。

注意２　結核検診票は、市から対象者へ郵送しますの
で、忘れずにお持ちください。

市からのお知らせ
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 掲載をご希望の方は、希望掲載号（１日・1６日）のお
よそ１カ月前までに下記へご連絡ください。ただし、
市の基準により掲載できない場合もあります。
●東御市企画振興部企画振興課 広報担当まで
　
　☎64－5806 FAX63－5431
Eメール　shiho-tomi＠city.tomi.nagano.jp

防災ラジオは、災害等が発生した際に市か
らの情報を得る重要な機器です。

緊急時にはラジオが強制的に起動し、放送
が流れます。緊急事態の発生に備えて常にコ
ンセントへつなぎ、停電時のために電池も入
れておきましょう。

※防災ラジオは無料貸与
です。お持ちでない方
は市民係窓口へお越し
ください。

※普段は、エフエムとう
み（78.5MHz）の放送
を聴くことができます。

防災ラジオは
お持ちですか？

　／企画振興課　広報統計係　☎64－5806問

～夏の終わりに楽しむクラシックコンサートと花火の集い～
○開催日／８月25日（土）
○日　程／
　午前10時～午後４時　一坪市（フリーマーケット）
　　場所：白鳥神社境内　　　　
　午後１時～午後２時　子どもたちの東京フィルハーモニー鑑賞
　　場所：本海野公民館　　　　　
　　入場料：前売り100円（先着120名）
　午後４時～午後７時　宿場中庭ビアガーデン
　　場所：うんのわ中庭
　午後４時30分～午後６時　大人の東京フィルハーモニーコンサート
　　場所：本海野公民館
　　入場料：前売り2,500円（先着100名）
　　チケット販売所：茶楽庵　☎62−2414
　　　　　　　　　　福嶋屋　☎62−0514
　　　　　　　　　　　麦　　☎090−3440−5690
　午後７時～午後７時30分　ほのぼの花火の集い（打ち上げ花火）
　　場所：海野宿千曲川河川敷
●問／（一社）信州とうみ観光協会　☎62−7701

○住宅見学会／
　日時　８月20日（月）時間は場所により異なります。
　　　　詳細は８月10日（金）以降に公表します。
○受付期間／８月21日（火）～30日（木）
　　　　　　午前８時30分～午後５時15分
○受付場所／上田市材木町１−２−６　上田合同庁舎南棟内
　　　　　　長野県住宅供給公社　上田管理センター
○抽 選 会／
　日時　９月12日（水）午後１時30分から
　場所　上田市材木町１−２−６　
　　　　上田合同庁舎南棟２階　会議室
○そ の 他／詳細は８月10日（金）以降に下記へ直接お問い

合わせいただくか、http://www.nagano-jkk.jp/
でご確認ください。

●問／長野県住宅供給公社　上田管理センター
　　　☎29−7010　FAX29−7013

　中退共は中小企業で働く従業員のための国の退職金制度です。
「中退共」の退職金制度なら、
　①国の掛金助成を受けられます。
　②掛金は全額非課税。
　③社外積立だから、管理が簡単!
　　パートさんのための特例掛金月額も用意してあります。
　　詳しくは「中退共」で検索
●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

～北御牧での暮らしや生き方の知恵を学び共有する時間～
第４回「八重原の粘土で焼く器で私が表現したいこと」
○日　時／８月19日（日）午後２時～午後４時
○場　所／まる屋（芸術むら公園内　旧管理事務所）
○語り手／角　りわ子 氏（下八重原）
第５回「昭和の八重原の農業」
○日　時／９月９日（日）午後２時～午後４時
○場　所／まる屋（芸術むら公園内　旧管理事務所）
○語り手／関　和一 氏（中八重原）
※北御牧に関係する方を語り手にして、月１回程度のペース

で開催していきます。語り手募集中（自薦他薦OK）!!
●問／まる屋（小林）　☎090−1112−6283

知
ち え ぞ う

恵蔵の時間

海野宿にぎわい夏祭り

県営住宅入居者募集

退職金の悩み中退共で解決しませんか
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　／とうみケーブルテレビ　☎67－2981　　企画振興課　広報統計係　☎64－5806

　／エフエムとうみ　☎63－1003　　企画振興課　広報統計係　☎64－5806

【放送時間　６：00〜　12：00〜　18：00〜】Weekly ! ウィーｸﾘーとうみ 毎週金曜日更新

❖ラジオ市報とうみ	 午前７時40分～　午後０時40分～　午後６時40分～「告別式のお知らせ」午後６時50分～
❖そよ風にのせて　毎週火曜日　午前11時～午前11時55分　
❖地域おこし協力隊活動中　毎週月曜日　午前９時30分～午前10時
❖子育て応援団　毎週水曜日　午前９時～午後９時15分、毎週金曜日　午後１時～午後１時15分

【放送時間　9：00〜  15：00〜  21：00〜】≪番組案内≫８月1日（水）～９月４日（火）

※番組の内容は都合により変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。最新の番組表は市ホームページからもご覧いただけます。

	８月の市民情報広場の放送内容　毎週月〜木曜日　午前８時35分〜午前８時50分 都合により内容は変更になる場合があります。

放送日 内　　　　容 出演

20〜23日
滋野地区の地域づくり 地域づくり・移住定住支援室
市の防災訓練について 総務課

27〜30日
ネットリテラシーについて 教育課
生活環境課からのお知らせ 生活環境課

放送日 内　　　　容 出演

６〜９日 湯の丸高原施設整備
進捗状況について 文化・スポーツ振興室

13〜16日 保健ごよみ 健康保健課

問

みんなで踊ろう　チャレンジとうみ！15分間体操　【放送時間　６：30〜　12：30〜　18：30〜】

ずくさち体操　〜90歳まで自分の足で〜　　　　　【放送時間　５：15〜　８：30〜　14：30〜】　

１日 （水） 平成30年度運動会〜北御牧小学校〜

２日 （木） 市民大学講座②「八重原用水開削の歴史〜
黒沢嘉兵衛物語より〜」講師：荒井良勝氏

３日 （金） 第15回東御市長旗わんぱく少年野球大会
田中スポーツ少年団／滋野スポーツ少年団

４日 （土） 第15回東御市長旗わんぱく少年野球大会
和スポーツ少年団／袮津スポーツ少年団

５日 （日） 第15回東御市長旗わんぱく少年野球大会
北御牧スポーツ少年団

６日 （月）
月刊とうみチャンネル７月号〜前半〜
金藤理絵氏（リオ五輪競泳金メダリスト）
講演会（10時、16時、22時）

７日 （火） 月刊とうみチャンネル７月号〜後半〜

８日 （水）

月刊とうみキッズ７月号（田中保育園・袮津保育園）
第１回健康づくり講演会
　　「人生100年時代の健康づくり」
講師：石川善樹氏（10時、16時、22時）

９日 （木） 第15回東御市消防ポンプ操法大会　前半
10日 （金） 第15回東御市消防ポンプ操法大会　後半
11日 （土） 第15回東御市消防ラッパ吹奏大会
12日 （日） 第11回おらほの町の音楽会
13日 （月） 東御市の夏祭り〜祢津祇園祭・田中祇園祭〜

14日 （火） 東御市の夏祭り〜金井火祭り・出場火祭り〜

15日 （水） 2018雷電まつり 〜中継録画〜

16日 （木） 2018雷電まつり 〜ステージ発表〜

17日 （金） 2018雷電まつり 
　〜ダンスフェスタin雷電まつり〜

18日 （土） 2018雷電まつり 〜子ども相撲大会〜

19日 （日） 2018雷電まつり 〜踊り連収録〜
20日 （月） 東御市文化協会民謡部会発表会〜前半〜
21日 （火） 東御市文化協会民謡部会発表会〜後半〜
22日 （水） 平成30年度音楽会〜和小学校〜
23日 （木） 平成30年度音楽会〜袮津小学校〜
24日 （金） 平成30年度音楽会〜田中小学校〜

25日 （土） 第８回しんたい学会「保健機能食品と栄
養成分表示について学ぼう！」

26日 （日）

市民大学講座④「蝶とトンボの知られざ
る習性」講師：堀 修氏
こんにちは県議会です６月定例会
（11時、17時、23時）

27日 （月） 第27回東御市邦楽部会発表会

28日 （火） 市民大学講座②「八重原用水開削の歴史〜黒沢
嘉兵衛物語より〜」講師：荒井良勝氏

29日 （水） 第15回東御市長旗わんぱく少年野球大会
田中スポーツ少年団／滋野スポーツ少年団

30日 （木） 第15回東御市長旗わんぱく少年野球大会
和スポーツ少年団／袮津スポーツ少年団

31日 （金）
第15回東御市長旗わんぱく少年野球大会
北御牧スポーツ少年団
月刊とうみキッズ７月号（11時、17時、23時）

 ９月１日 （土） 平成30年東御市成人式

２日 （日） 東御市の夏祭り〜祢津祇園祭・田中祇園祭〜
東御市の夏祭り〜金井火祭り・出場火祭り〜（10時、16時、22時）

３日 （月） 市民大学講座②「八重原用水開削の歴史〜黒沢
嘉兵衛物語より〜」講師：荒井良勝氏

４日 （火） 第11回おらほの町の音楽会

再

再

再

再

再
再

再
再
再

再

再
再

再

再

再

再

再

再

行政情報ラジオ番組　　エフエムとうみ　78.5ＭＨｚで放送中

スマートフォンからウィークリーとうみが
視聴できます。とうみチャンネル

問
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〜　休日・夜間の救急医療案内　〜

休日・夜間当番薬局 上田薬剤師会ホームページで確認してください。≪http://www.uedayaku.org/touban≫
小 児 救 急 電 話 相 談 ☎＃8000（または0263−34−8000）　受付時間：午後７時～午後11時

　日　曜　当　番　医　　診療時間：午前９時〜午後５時
月日 医療機関名 電話番号 ＊緊急の場合は主治医に連絡し、主治医不在の場合は当

　番医に連絡してください。
＊急きょ当番医が変わることがあります。次の電話案内
　等で確認してください。
≪休日･夜間緊急医案内サービス≫
　	☎0570−088−199　

８月５日 みまき温泉診療所 61−6002
８月12日 東御記念セントラルｸﾘニッｸ 62−1231
８月19日 酒井医院 64−3170
８月26日 ほしやま内科 62−3115
９月２日 東御市民病院 62−0050

休日の歯科
救急治療　

上田小県歯科医師会　休日歯科救急センター　☎24−8020	
診療時間：午前９時～午後３時／住所：上田市材木町１−３−６（上田小県歯科医師会館内）

夜間の内科・
小児科診療　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・内　科　☎21−2280
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・小児科（15歳以下）☎21−2233
診療受付：午後７時～午後10時30分／電話相談：午後７時～午後11時　※電話で診療受付をしてください。
上田市内科・小児科初期救急センター　

問


