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●問い合わせ先　総合支所　支所市民係（北御牧庁舎内）☎67－3311

●問い合わせ先　総務課　総務係（本館2階）☎64－5876

　総合支所の窓口業務が、₄月₁日から変更になります。皆さまには、ご理解、ご協力をお願
いいたします。

・戸籍謄抄本・証明等の発行、戸籍の届出受付
・住民票の発行、住所異動の届出受付
・印鑑登録、印鑑証明の発行
・各担当課への取次ぎ

　機能的かつ効果的な行政組織の構築及び強化を図るため、平成26年₄月₁日から組織の一部
を再編します。なお、業務の詳細については、市報とうみ₄月号に掲載します。

　総 務 部　

　　

　市民生活部　　

　健康福祉部　　

　産業建設部　
　　農 林 課
　　商工観光課
　　建 設 課

　上下水道局　
　　上下水道課

　教 育 部 
　　教 育 課
　生涯学習部
　　生涯学習課

　　　　　　　※現行
　市 長 部 局　

　　
　　　

　　　

　　
　　
　　
　
　

　公 営 企 業
　　

　教育委員会　 
　　　
　

※平成26年₄月
　総　務　部　秘書課、総務課、消防課、企画財政課、
　　　　　　　税務課、地域づくり支援室
　【秘書課を新設。企画課を企画財政課に名称変更】

　市民生活部　市民課、人権同和政策課
　【総合支所と市民課を統合】

　健康福祉部　子育て支援課、福祉課、健康保健課
　【子育て支援センターと子育て支援課を統合】

　産業経済部　農林課、商工観光課
　都市整備部　建設課
　【産業建設部を産業経済部と都市整備部に分割】

　都市整備部　上下水道課
　【上下水道局を都市整備部に名称変更】

　教　育　部　教育課、生涯学習課
　【教育部と生涯学習部を教育部に統合】

　　　　　　※掲載のない部署については、変更がありません。

業　務　内　容 担当課
税関係

（各種税証明書等の発行、納税関係、公図の閲覧、原付等ナンバーの交付廃止等） 税　務　課

衛生関係（不法投棄、野焼き、ごみ）、犬関係、防犯灯 市　民　課
国土調査関係 建　設　課
Book童夢みまき 教　育　課
火のアートフェスティバル 商工観光課

■窓口が変更となる業務

■支所窓口で引き続き行う業務
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●問い合わせ先　子育て支援課　保育係（東部子育て支援センター2階）☎64－5903

●申し込み・問い合わせ先　生涯学習課　青少年係（北御牧庁舎2階）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎64－5906　FAX64－5610

●申し込み・問い合わせ先　企画課　秘書広報係（本館2階）☎64－5806 

　昨年から建設工事をしておりました和保育園園舎が完成します。
　建物見学会を開催いたしますので、大勢の皆さまのお越しをお待ちしています。
�日　時　　３月16日（日）　午前10時～午後₃時
�場　所　　和保育園新園舎（和小学校東側）
�持ち物　　スリッパ等上履き
　　　　　　＊園でもご用意しますが、数に限りがありますのでご協力をお願いします。
�駐車場　　新園舎の駐車場をご利用ください。
　　　　　　＊駐車場には限りがありますので、なるべく乗り合わせでお越しください。
�連絡先　　和保育園☎63－6815　　西部保育園☎63－6469

　保育園の保育料は、園児の年齢と保護者の所得税額・市民税額に応じて、保育料徴収基準額
表に当てはまる階層区分の保育料を徴収しています。
　このたび、₄月から保育料徴収基準額表の階層区分を、現在の『13階層』から『18階層』に
細分化し、保育料を改定いたします。
　保護者の皆さまのご理解と、ご協力をよろしくお願いします。
　なお、改定後の保育料徴収基準表を保育園にて掲示し、保護者の方へは₄月に通知いたしま
す。また、市ホームページからも基準表をご覧いただけます。

　子ども達が体験や経験を通し、自主性、創造性、そして豊かな心が育つことを願い、今年も
東御市子どもフェスティバルを開催します。
　今年も盛大に行われるように、催し物にご参加いただける団体を募集します。

◉申込方法　　３月１４日（金）までに、下記へご連絡ください。
　　　　　　　＊もの作りやレクリエーションなど、子どもの体験のコーナー大歓迎です！
　　　　　　　＊営業を主目的とした活動は、ご遠慮いただいています。
　　　　　　　＊内容などご不明な点は、お問い合わせください。

◉開 催 日　　５月10日（土）
◉開催場所　　東御中央公園一帯

　市では、₂月の大雪の際に様々な雪害情報をＦＭ放送（エフエムとうみ78.5ＭHz）から発信
しました。今後、普段の生活の中でも、「防災ラジオ」のスイッチをＯＮにしてエフエムとう
みをご利用、ご活用ください。まだ、受け取りがお済みでない方は下記へお越しください。

「防災ラジオ」の受け取りはお済みですか？

４月からの保育料改定のお知らせ
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●申し込み・問い合わせ先　東御市交通少年団事務局
　　　　　　　　　　　　　市民課　生活環境係（本館1階）☎64－5896

●問い合わせ先　東御市勤労者互助会事務局（商工観光課　商工労政係内）☎67－1034

　東御市交通少年団は、啓発活動のため上田交通安全協会東御部会の協
力のもと、年間を通じ小学校や地域でさまざまな活動をしています。
　他校の団員と一緒に交通ルールや規律を学ぶことで、友達の輪も広が
ります。交通少年団となって活躍してみませんか。

対 象 者　　市内にお住まいで₄月₁日に小学₅年生となる児童
任　　期　　小学校卒業までの₂年間
定　　員　　市内小学校　各₅名
活動内容　　年間約₇回の活動を行います。

・交通安全レター作戦（道の駅「雷電くるみの里」などでドライバーに交通安
全の呼びかけを行います）。
・市民まつりの踊り連に参加して、交通安全の呼びかけを行います。
・交通安全関係施設等への視察研修
・ピカピカペッタンコ作戦（夜間の歩行者の安全確保）　など

そ の 他　　制服貸与

◆加入資格　　東御市内にある中小規模事業所で働いている事業主及び従業員
　　　　　　　原則：事業所単位ですが、個人でも加入可能です。
◆入 会 金　　１人　１００円
◆会　  費　　１人　３００円（月額）
◆共済金給付制度
　　月々わずかな掛金でお祝い事やお見舞い事があった場合、共済金をお支払いします。
　　例）結婚祝金、出産祝金、傷病見舞金、住宅災害見舞金等。
◆厚生事業
　　・日帰りバスツアー（行き先：東京ディズニーリゾート等）
　　・合同親睦スポーツ大会
　　・ボウリング大会
　　・会員お一人につき、保養施設及び体育施設の施設使用料補助券2,000円分の配布
　　・人間ドック受診及び自己啓発活動事業の補助
◆そ の 他
　　東御市在住の会員は、東御市と長野県労働金庫丸子支店の協調融資制度を利用できます。

　東御市勤労者互助会は、地域の中小企業の事業主と勤労者が会員となり、中小企業が
単独で行えない多様な福利厚生サービスを提供する団体です。
　「ゆとりと明るい職場づくり」のため、あなたの事業所も勤労者互助会に加入しませ
んか。
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●応募・問い合わせ先　健康保健課　保健係（総合福祉センター内）☎64－8882

●問い合わせ先　生涯学習課　生涯学習係（北御牧庁舎2階）☎64－5885

東御市文化協会からのお知らせ

　市では、東御市民病院等※の医師の確保を図るため、将来医師として東御市民病院等の業務

に従事しようとする医学部の学生・臨床研修医に対し、修学等に必要な資金の貸し付けをいた

します。ご希望の方は、ご応募ください。

※東御市民病院等…東御市民病院及び東御市立みまき温泉診療所、または市長の指定する医療機関

▪受付期間　　4月1日（火）～4月18日（金）
　　　　　　　応募締め切り後に面接等の審査を行い、貸付者を決定いたします。
▪対 象 者　　将来、医師として東御市民病院等の業務に従事する意欲のある医学生、または

臨床研修医
　　　　　　　・本人または保護者が東御市民であること
　　　　　　　・連帯保証人が₂名必要です。
▪人　　員　　医学生・臨床研修医　　若干名
▪金　　額　　月額20万円を限度とします。
　　　　　　　ただし、臨床研修医の場合は所得制限があります。
▪貸付期間　　医　学　生　₆年
　　　　　　　臨床研修医　₂年
▪条　　件　　臨床研修終了後₅年以内に、医師として東御市民病院等の業務に従事すること
▪返還猶予　　・臨床研修を受けているとき。臨床研修終了から₅年を経過するまでの期間
　　　　　　　・東御市民病院等に従事しているとき
▪返還免除　　・東御市民病院等に、奨学金の貸付期間と同じ期間、医師として従事したとき

は、奨学金の返還を全額免除します。
　　　　　　　・東御市民病院等で勤務期間中に死亡または他病院へ転勤したときは、従事し

た期間の返済額を免除します。
▪そ の 他　　・貸し付けの取り消しや、貸し付けの目的が達成されなかったときは、貸付金

の全額に年₅％の利息を加算した額の返還が必要となります。

　　日　　時　　３月30日（日）　午前₉時～午後₄時
　　　　　　　　　　　　　  受付：午前₈時30分～₈時50分
　　場　　所　　中央公民館
　　参 加 費　　大人1,000円　高校生以下500円
　　対戦方法　　自己申告のハンディ戦
　　表　　彰　　₆位まで表彰及び敢闘賞があります。
　　そ の 他　　参加者全員に昼食をご用意します。
　　　　　　　　事前の申し込みは必要ありません。どなたでもお気軽にご参加ください。
　　連 絡 先　　棋道部会（日本棋院東御支部）部会長（増田）☎67−0268

「桜花賞」囲碁大会

多くの皆様の
ご参加お待ち
しています。

ふるさと とうみの医療を支える
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●問い合わせ先　生涯学習課　生涯学習係（北御牧庁舎2階）☎64－5885

売払い条件
　⑴　現状での競売とします。

⑵　落札者は公序良俗に反しない土地利用を行ってください。
　　なお、他にも条件がありますので、詳細はお問い合わせください。

　下記の市有地（土地）について、一般競争により売払いします。ご希望の方は入札にご参加
ください。

売払い物件

　中央公民館の増改築工事完了に伴い、教育課 学校教育係・文化財係（旧商工会館₂階）と生
涯学習課 生涯学習係・青少年係（北御牧庁舎₂階）は中央公民館₂階へ移転いたします。
　なお、₃月14日（金）までは、現在の場所で業務を行います。
　また、移転に伴う電話番号やＦＡＸ番号の変更はございません。

◆移　転　先　　中央公民館₂階
◆業務開始日　　３月17日（月）

物件番号₁ 物件番号₂ 物件番号₃

物 件 名 称 常田住宅団地跡地① 常田住宅団地跡地② 滋野地籍公有地

所　 在 　地 常田字伊勢原389番₁ 常田字伊勢原389番₂ 滋野字山根乙824番₁

地　　　　目 宅　地 宅　地 水道用地

面　　　　積 332.25㎡ 326.09㎡ 791.00㎡

落札最低価格 9,635,250円 9,456,610円 492,600円

土 地 の 概 要

・水道加入分担金は落札者負担です。

・下水道受益者負担金は不要です。
　（公共桝あり）

・土地内に井戸があります。
・周囲に取出し可能な水道設

備はありません。
・周囲に下水道の接続先はあ

りません。

※詳細については、市ホームページをご覧ください。

入札申し込み
問い合わせ先

総務課　行政管理係
☎64−5901

総務課　行政管理係
☎64−5901

上下水道課　水道係
☎64−5884
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●申し込み・問い合わせ先　総務課　行政管理係（本館2階）☎64－5901

●申し込み・問い合わせ先　上下水道料金センター　☎64－5883　FAX62－0233

入札参加資格
入札者は、地方自治法施行令第167条の₄の規定に該当しない者であること。
なお、他にも条件がありますので、詳細はお問い合わせください。

入札参加申込受付期限
　３月14日（金）　※郵送の場合は当日必着
入札参加申込受付方法
　⑴　受付場所　　総務課  行政管理係（本館₂階）
　⑵　受付時間　　午前₈時30分～午後₅時（土・日曜日、祝日は除く）
　⑶　入札説明書は、行政管理係にて配布いたします。また、市ホームページからもダウンロ

ードすることができます。
　　　※必ず入札説明書を熟読の上、お申し込みください。
入 札 日 時
　３月28日（金）午前11時（受付  午前10時55分まで）

※時間厳守でお願いします。入札時間に遅れると入札に参加できませんので、ご注意くださ
い。

入 札 場 所
　東御市役所 本館₂階  全員協議会室 
現地説明会
　入札物件の現地説明会は開催しませんので、入札参加希望者は自己の責任において、入札物

件を現地確認の上、入札に参加してください（場所等が分からない場合は、ご連絡いただけ
れば、場所をご案内します）。

保　証　金
　⑴　入札保証金　　入札しようとする金額の₅％以上の額（入札当日に必要です）。
　⑵　契約保証金　　契約金額の10％以上の額（落札者は売買契約時に必要です）。
入札の無効

入札参加に必要な資格のない者が行った入札、または入札に関する条件に違反した入札は無
効となります。

引っ越しシーズン到来！

　春は、入学、就職、転勤など、引っ越しをする方が多い季節です。移動の際に水道の使用を
開始する、または中止する場合は窓口で手続きが必要となります。

❖営業時間　　午前⓼時30分〜午後⓹時15分
❖休 業 日　　土・日曜日、祝日、12月29日〜㆒月叅日

使用を開始する場合

使用を中止する場合

⇨　希望日の前日までに、窓口で手続きをお願いします。

⇨
　希望日の前日までに、窓口で手続きをお願いします。
　　また、電話やFAXでもお受けいたします。



⑧ お知らせ版 №229（2014.₃.₃）

●問い合わせ先　子育て支援センター　子育て支援係　☎64－5814

　市では、平成23年₄月から、ながの子育て家庭優待パスポート事業に参画しています。現在
配布されている「ながの子育て家庭優待パスポート」のカードは、平成26年₃月31日をもって
有効期限切れとなります。18歳未満のお子さんが₁人以上いる保護者の方へ、新しいカードを
₁枚、₃月末までに郵送しますのでご利用ください。有効期限は平成30年₃月31日です。

「ながの子育て家庭優待パスポート」とは？
　協賛店舗※1でカード提示すると、割引等の特典※2が受けられると
いうものです（東御市以外の県内協賛店舗でも利用できます）。
　詳細につきましては、同封されるチラシ及びながの子育て家庭優
待パスポート事業公式サイトをご覧ください。　　　
http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kyoiku/shien/shien/kosodate/
kateiyutai/index.html

※₁協賛店舗　優待サービスを表示した「ポスター」や「ステッカー」
　　が、店頭などに掲示されていますので確認してください。
※₂割引等の特典の例　
　　☆2,000円以上の購入で100円引き　　　☆ポイントカードのポイント₂倍　　　
　　☆優待券・抽選券の進呈　　　☆駐車スペースの優遇　　　☆子どもの遊び場の利用
　　☆子どもに対するソフトドリンクやお菓子などの無料サービス など

●問い合わせ先　健康保健課　健康増進係（総合福祉センター内）☎64－8883

・と　　き　3月14日（金）
・受付時間　午前₉時15分～午前₉時30分
・と  こ  ろ　市保健センター
・対  象  児　平成25年10月生まれ
・持  ち  物　母子手帳　食事用エプロン
　　　　　　ごっくんおたずね票　
　　　　　　赤ちゃんすくすくブック

　毎月、₅カ月の赤ちゃんを対象に、安
心してはじめての離乳食がスタートでき
るようにするための教室を開催していま
す。予約は必要ありません。
　皆さんのご参加をお待ち
しています。

３月のごっくん離乳食教室
保 健 案 内



国民健康保険 遠隔地学生用保険証の
切り替え手続きをお願いします

4月1日以降に社会保険等がある会社等に就職されますか？

住所地の国民健康保険に加入することになります。

東御市国保をやめる手続きをしていただきます。

学生でなくなったときから、住所地の国民健康保険に加入することになります。

はい

いいえ

はい
いいえ

はい
いいえ

４月１日以降も引き続き学生ですか？

住所地は東御市ですか？

持ち物
・現在お持ちの東御市国保の保険証
・新たに住所地で交付される保険証　　・認印

転入の際に変更手続きをしてください。

持ち物 ・現在お持ちの東御市国保の保険証
・認印

就職等により勤務先の健康保険に加入する場合、切り替えの手
続きをお願いします。

持ち物
・現在お持ちの東御市国保の保険証
・勤務先で交付される保険証　　・認印

現在学生用保険証が交付されている方は３月末で有効期限が切
れますので、更新手続きをお願いします。

持ち物
・現在お持ちの東御市国保の保険証
・有効期限の記載された学生証または平成26年度の
　在学証明書　　・認印
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●問い合わせ先　市民課　国保年金係（本館1階）☎62－1111

　東御市の国民健康保険に加入していた方が市外に転出すると、東御市の国民健康保険から脱
退することになりますが、家族に扶養されている方が修学のため市外へ転出する場合は、引き
続き東御市国保から保険証が交付されます。ただし、学生用の保険証に切り替える必要があり
ますので、世帯主の方は手続きをお願いします。

新たに学生用の保険証を必要とする場合の持ち物
　・転出する方の国民健康保険証
　・入学の確認がとれる書類（合格通知書、入学許可証など）　・認印

　すでに修学等のため遠隔地学生用保険証の交付を受けている方は、平成26年₃月31日で有効
期限が満了しますので、忘れずに手続きをお願いします。
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 皆さんからの情報発信によるページです。いろいろ
な情報をお待ちしております。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。
●東御市総務部企画課 広報担当まで
　
　　　  ☎0268－64－5806 FAX63－5431
メールアドレス：shiho-tomi＠city.tomi.nagano.jp

　青年海外協力隊員及びシニア海外ボランティアを募集い
たします。説明会を開催しますのでお越しください。
○日　時／₃月30日（日）午後₂時～午後₅時
○場　所／上田市中央公民館 第三会議室
○内　容／第₁部　国際協力体験ワークショップ
　　　　　第₂部　JICAボランティア概要説明、体験談、
　　　　　　　　　個別相談会
○その他／途中入退場可能です。参加費無料。
●申し込み・問い合わせ先／

JICA駒ヶ根（吉田）☎0265－82－6151

○自動車税は₄月１日現在、車検証に記載された所有者ま
たは使用者に課税されます。自動車を手放している場合
でも、車検証に記載された所有者または使用者に納税義
務が生じますので、早目の手続きをお願いします。
☆自動車の売買をした時は、必ず名義変更をしましょう。

・車検証の名義変更が済んでいないと「あなた」に納
税義務が生じます。

☆自動車を使わなくなった時は、早めに抹消登録をしま
しょう。
・抹消登録されるまで「あなた」に納税義務が生じま

す。
☆自動車税の納税通知書は、原則として車検証記載の住

所へお送りします。
・ご住所変更はされていませんか。住所変更の手続き

をお願いします。
・ご住所を変更した場合は、郵便局に「転居届」の提

出と、住所変更の手続きもお忘れなく。
○名義変更、住所変更、抹消登録、車検の手続きは次にお

問い合わせください。
　☆東北信の方は長野運輸支局へ
　　☎（登録）050－5540－2042

☎（検査）026－243－5525
※毎年、₃月下旬は、自動車の検査・登録申請が多く、

窓口が大変混み合います。車検の手続きは、₁カ月
前から受検できますので、なるべく₂月中に、廃車

　・名義変更等の手続きは、₃月中旬までに申請され
るようお願いいたします。

　☆（社）長野県自家用自動車協会上小支部
　　〒386-0002  上田市住吉65
　　☎0268－22－0595
○自動車税の納税を安全、確実、便利な口座振替にしませ

んか。
☆手続きは、取引金融機関の窓口で簡単にできます。
　納期の末日（本年₆月₂日）に自動的に口座から振替

納税されます。後日領収書と車検用の納税証明書（前
年以前に未納が無い場合）が送付されます。

●問い合わせ先／
長野県上小地方事務所　税務課　☎25－7117

　生ごみにボカシを混ぜて発酵させ、畑や家庭菜園等の土
の中に入れると立派な堆肥になり、ごみ減量にも役立ちま
す。初めての方には、生ごみの発酵堆肥作りの方法も指導
いたしますので、お気軽にご参加ください。
○日　　時／₃月29日（土）午前₉時～午前10時30分
○場　　所／JA信州うえだ 滋野店（旧倉庫前）
○参 加 費／製造したボカシ代金
　　　　　　白容器１本当たり800円
○申込方法／東部クリーンセンターへ電話等で下記事項を

添えてお申し込みください。
　　　　　　①氏名・住所・電話番号
　　　　　　②持ち帰りボカシ本数
　　　　　　　（白容器₁本分（15kg入）を₁とする）
　　　　　　③白容器の注文数を希望する場合400円/本
　　　　　　④生ごみ発酵堆肥用容器注文を希望する場合
　　　　　　　2,100円/本
○持 ち 物／ボカシ容器（洗浄してご持参ください）
　　　　　　ゴム手袋、長靴等
○申込締切／₃月20日（木）
○そ の 他／材料手配の為、必ずお申し込みが必要です。
○主　　催／東部EM研究会
●申し込み／東部クリーンセンター　☎・FAX63－6814
●問い合わせ先／東部EM研究会　　　☎63－6450

　しなの鉄道では₃月15日（土）にダイヤ改正を行います。
JR線の時刻変更に伴う列車時刻の見直しと接続の改善をす
るとともに、軽井沢―小諸間での列車増発運行を継続実施
いたします。
　また、₄月₁日の消費税率引き上げに伴い運賃改定を実
施する予定です。
　詳細につきましては、しなの鉄道㈱ホームページをご覧
いただくか（http://www.shinanorailway.co.jp/）、下記へ
お問い合わせください。
●問い合わせ先／

ダイヤ改正　しなの鉄道㈱上田駅　☎22－1400
運賃改定　　しなの鉄道㈱　　　　☎21－4700

（平日午前₈時30分～午後5時30分）

（要予約）

（市から₈割の補助あり要申請）

JICAボランティア春募集説明会

しなの鉄道ダイヤ改正

県税のお知らせ　自動車税について
生ごみ堆肥化用ボカシ作り講習会開催
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　中小企業の後継者不在などで課題となっている事業承継
を円滑に行うため、「長野県事業引継ぎ支援センター」を
₂月₃日に開設しました。
○設置組織／公益財団法人長野県中小企業振興センターの

₁組織として、「長野県事業引継ぎ支援セン
ター」を設置しました。

○設置場所及び連絡先／
　　　　　　長野県事業引継ぎ支援センター

　　　　
　　　　　　〒380-0936　長野市中御所岡田131－10
　　　　　　長野県中小企業会館 ₃階　

☎026－219－3825　FAX 026－219－3826
Eメール hikitsugi@icon-nagano.or.jp

○業務内容／金融機関、商工団体等の関係機関との密接な
連携を構築し、事業の継続性・発展性が見込
まれる中小企業等の親族内承継、第三者承継、
M&A等の事業引継ぎについて、ワンストップ
で総合的に支援します。（相談無料）

○職員体制／₄名配置（統括責任者、統括責任者補佐、事
務局長等）

　　　　　　※金融機関・商工団体の事業承継業務等の経
　験者を配置しています。

○そ の 他／事業引継ぎ支援センターは、これまで全国に
　　　　　　₈カ所（北海道、宮城県、東京都、静岡県、
　　　　　　愛知県、大阪府、愛媛県、福岡県）あり、

「長野県事業引継ぎ支援センター」は全国₉
番目の設置となりました。

●問い合わせ先／県庁経営支援課　☎026－235－7195

～あなたと地域の防災マップ～
○日時／₃月₈日（土）午後₁時30分～午後₄時25分
　　　　　　　  （開場 午後₀時30分）
○場所／JA佐久浅間　ベルウィンこもろ
　　　　（小諸市相生町₂－₃－₅　☎0267－22－9410）
○定員／200名　※入場無料、申込不要
○講演／①命を守るための気象情報
　　　　　～浅間山の麓の、これからを生きる～
　　　　　関

せきじま

嶋　梢
こずえ

 さん（東御市出身）
　　　　　気象予報士　気象キャスターネットワーク所属
　　　　②火山と土砂災害
　　　　　神

かんの

野　忠
ただひろ

弘 さん　
　　　　　国土交通省　利根川水系砂防事務所長
　　　　③最近の浅間山の活動について
　　　　　大

おおつか

塚　仁
よしひろ

大 さん
　　　　　浅間山火山防災連絡事務所長
　　　　④最近の国内外の噴火事例と浅間山
　　　　　中

なかた

田　節
せつや

也 さん　　東京大学地震研究所
　　　　　火山噴火予知研究センター教授
●問い合わせ先／長野地方気象台　火山防災官

☎026－232－3773

　長野県健康生きがいづくりアドバイザー協議会では中高
年齢者の健康と生きがいづくりを支援する健康生きがいづ
くりアドバイザー養成講座の受講生を募集しています。
○日　　時／₄月12日（土）～₆月21日（土）
　　　　　　毎月₂回隔週（土）午後₀時30分～午後₅時
　　　　　　全₆回　初回のみ午前10時30分から
○場　　所／上田市勤労者福祉センター 会議室
○定　　員／先着15名
○受 講 料／25,000円
○申込締切／₃月31日（月）までに住所、氏名、電話番号

を明記のうえ、受講申込書をご請求ください
（電話・FAX・メール可）。

●申し込み・問い合わせ先／
長野県健康生きがいづくりアドバイザー協議会（浅倉）

☎・FAX62－3276　Eメール kumi.asakura@nifty.com

　地域の学校や生き生きサロン等で活用できる「お手玉コ
ミュニケーション遊び」や「お手玉体操」、「投げ技・寄
せ玉」など、楽しいお手玉遊びを指導できる人材を育成し
ます。
○開校日時／₄月15日（火）午前10時～午前11時30分
○開 催 日／毎月　第₃火曜日（全11回）
　　　　　　午前10時～午前11時30分
○場　　所／滋野コミュニティーセンター
○募集人員／30名
○受 講 料／年間3,000円（資料代、通信費、保険料等）
○指 導 者／日本お手玉の会　有段者₃名
○申込締切／₃月29日（土）
○そ の 他／申込者には、追って詳細の内容、会場のご案

内をさせていただきます。
○主　　催／とうみお手玉の会　会長（山岸）☎62－2956
●申し込み・問い合わせ先／とうみお手玉の会

（掛川）☎64－2037（川上）☎62－2344

　平成22年₅月31日をもって運航が廃止された松本－大阪
（伊丹）便が、この夏、季節運航便として復活することと
なりました。
○運航期間／₈月₁日（金）～₈月31日（日）
○運航形態／₁日₁往復
○運航ダイヤ（予定）／

○運航会社／株式会社ジェイエア（J-AIR）
○運航機材／ERJ170（76席）※FDAと同一機材
●問い合わせ先／県庁交通政策課　☎026－235－7019

（受付時間 平日 午前₈時30分～午後₅時15分）

伊丹発→松本着 ＪＡＬ 2271 13:30 → 14:20
松本発→伊丹着 ＪＡＬ 2272 14:50 → 15:45

松本 - 大阪 ( 伊丹 ) 便が
季節運航便として復活します

「長野県事業引継ぎ支援センター」開設

浅間山火山防災講演会

「健康生きがいづくりアドバイザー」
養成講座受講生募集

お手玉リーダー養成講座受講者募集
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●問い合わせ先　企画課　ケーブルテレビ係　☎67－2981

【放送時間　19：30　23：00　翌日 7：00　10：00　13：00　16：00】
≪番組案内≫3月3日（月）～3月20日（木）

「とうみチャンネル」は、とうみケーブルテレビと上田ケーブルビジョンに加入されている方で、STB（ケーブルテレビ
専用デジタルチューナー）が設置されているテレビでご覧いただけます。

毎日21：45放送（金曜日を除く）※Weekly ! ウィークリーとうみ　再

【放送時間　7：00　10：00　13：00　16：00　20：00　23：00】
※Weekly ! ウィークリーとうみ 毎週金曜日放送

３日 （月）
＜議会中継＞AM9：00～　
平成26年  東御市議会 第１回定例会代表質問

４日 （火）
＜議会中継＞AM9：00～
平成26年  東御市議会 
　第１回定例会代表質問・一般質問　

５日 （水）
＜議会中継＞AM9：00～　
平成26年  東御市議会 第１回定例会一般質問
月刊とうみチャンネル２月号　～前半～

６日 （木） 月刊とうみチャンネル２月号　～後半～

７日 （金）

Weekly ! ウィークリーとうみ
～東御市内の話題～  ＊放送時間は下記参照
<議会中継録画＞21：00～23：00　
平成26年  東御市議会 
　第1回定例会一般質問　①

８日 （土）

＜東御市保育園・幼稚園卒園記念番組＞
みんな元気にもうすぐ1年生 
 　　　　　　　　　　　～北御牧保育園～
＜議会中継録画＞21：00～23：00　
平成26年  東御市議会 
　第1回定例会一般質問　②

９日 （日）

＜東御市保育園・幼稚園　卒園記念番組＞
みんな元気にもうすぐ1年生 
　　　　　　　　　　　　～田中保育園～
＜議会中継録画＞21：00～23：00　
平成26年  東御市議会 
　第1回定例会一般質問　③

10日（月）

＜東御市保育園・幼稚園　卒園記念番組＞
みんな元気にもうすぐ1年生 
　　　　　　～滋野保育園・祢津保育園～
＜議会中継録画＞21：00～23：00　
平成26年  東御市議会 
　第1回定例会一般質問　④

11日（火）

＜東御市保育園・幼稚園　卒園記念番組＞
みんな元気にもうすぐ1年生　
　　　　　　　～和保育園・西部保育園～
＜議会中継録画＞21：00～23：00　
平成26年  東御市議会 
　第1回定例会一般質問　⑤

12日（水）

＜東御市保育園・幼稚園　卒園記念番組＞
みんな元気にもうすぐ1年生　
　　　　　～くるみ幼稚園・海野保育園～
＜議会中継録画>21：00～23：00　
平成26年  東御市議会 
　第1回定例会一般質問　⑥

13日（木）

＜夜間健康講座＞　
第１回　リンパを流して健康な体をつくる
＜議会中継録画＞21：00～23：00　
平成26年  東御市議会 
　第1回定例会一般質問　⑦

14日（金）

Weekly ! ウィークリーとうみ
～東御市内の話題～  ＊放送時間は下記参照
＜議会中継録画＞21：00～23：00　
平成26年  東御市議会 
　第1回定例会一般質問　⑧

15日（土） 春のくるみ会

16日（日）
東御市味のセミナー
　　　「とうみの特産再発見！」

17日（月）

長野県知事杯長野県教育委員会杯
第23回  長野県エースドッジボール大会
　　　　　　　　～北御牧小学校の活躍～
＜議会中継録画＞21：00～23：00　
平成26年  東御市議会 
　第1回定例会一般質問　⑨

18日（火）

平成26年  東御市消防出初式　
＜議会中継録画＞21：00～23：00　
平成26年  東御市議会 
　第1回定例会一般質問　⑩

19日（水）
第10回　東御市合唱祭　
制作：上田ケーブルビジョン　

20日（木）
第10回　東御市合唱祭　
制作：上田ケーブルビジョン

最
新
の
番
組
表
は
市
ホ
ー
ム
ペ
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ら
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ご
覧
い
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再

再
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とうみチャンネル
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●問い合わせ先　東御市選挙管理委員会（本館2階）☎64－5809

●問い合わせ先　生涯学習課　生涯学習係（北御牧庁舎2階）☎64－5885

●問い合わせ先　東部人権啓発センター　☎64－5902

任期満了に伴う東御市農業委員会委員一般選挙が、次の日程で執行される予定です。

投票日 ３月23日（日）
告示日 ３月16日（日）

▪選挙される市農業委員会委員の定数
　▪第１選挙区（旧 東 部 町 の 区 域）定数12人　  
　▪第２選挙区（旧北御牧村の区域）定数₅人

　生涯学習カレンダーは、皆さまのお声
をもとに大幅に改善し、平成26年度から
新たに「東御市民カレンダー」として生
まれ変わります。３月中旬の文書配布日
にあわせて各世帯へお配りしますので、
ご活用ください。

☆配布を年２回 → 年１回に！
☆１部を６カ月分 → 12カ月分に！
☆１ページを１カ月分 → ２カ月分に！
　★より薄く！軽く
　★便利なゴミ出しマークや
　　　水道当番はそのままに！

○日　時　　3月15日（土） 午前10時～午前11時30分
○会　場　　北御牧人権啓発センター　大会議室（八重原2813−1） 

○講　演　　私と部落問題
　　　　　　～被差別部落のくらし「歴史と民俗調査」にもふれて～
　　　　　　講師　NPO法人 人権センターながの代表理事　日

ひ の

野　 勝
まさる

　さん

　北御牧人権啓発センターの地域交流事業として学習会を開催します。

参加無料
申込不要



平成26年₃月₃日

No.229

●問い合わせにつきましては、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。
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●申し込み・問い合わせ先　健康保健課　健康増進係（総合福祉センター内）
　☎64－8883　FAX64－8880　Eメール：kenko-hoken@city.tomi.nagano.jp

　平成26年度に実施する各種検診等のお申し込みを受け付けています。「各種検診申込書」
は、郵送または、各地区の保健補導員を通して世帯主の方へ配布しています。対象となる
世帯員の方は、この機会にぜひ、お申し込みください。

・「けんしんカレンダー」で検診内容等をご確認ください。
・「各種検診申込書」の希望する検診に○をしてください。　　　の検診は対象外です。

①保健補導員の回収時に渡す場合は
　緑色の封筒へ申込書を入れ、封をして渡してください。

②郵送の場合は
　申込書を点線に沿って折り糊付けし、折込封筒にして投函してください（切手不要）。
　※緑色の封筒では投函しないでください。

③窓口へ持参の場合は　　
　　①または②の方法で封をしてください。
④FAXの場合は
　　申込書を送信してください。
⑤Eメールの場合は
　　検診の詳細を明記し送信してください。

▪申込方法

▪提出方法と封の仕方
▪申込期限　　３月12日（水）まで

＊＊＊

とうみレッツ号受付センター（東御市商工会内）
受付時間：平日  午前8時～午後4時　☎67－1003

　後部座席のシートベルト着用が義務化されました。ご乗車の
際は、シートベルトを必ず着用してください。

　とうみレッツ号でお出かけしませんか？温泉に、買物に、
さあ！レッツ・ゴー !!

東御　花子 11 特
定

11-2 大
腸

＊＊＊ 11-1 11-1 11-2 ＊＊＊ 11
東御　一郎 11 11-2 11 11-1 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 11

＜記載例＞


