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お知らせ版（2014.10.16）①



② お知らせ版 №244（2014.10.16）

●申し込み・問い合わせ先　北御牧・名立友好協会事務局
　　　　　　　　　　　　　地域づくり支援室　地域づくり支援係（本館2階）☎71－6790

●申し込み・問い合わせ先　農林課　農政係（別館2階）☎64－5894

●問い合わせ先　市民課　クリーンリサイクル係（東部クリーンセンター内）☎63－6814

　上越市名立区の「鮭のつかみどり大会」に参加するバスツアーです。上越市立水族博物館の
見学や高田公園を散策します。

○期　　日　　１１月２３日（日）午前7時～午後6時頃
○参 加 費　　大人4,000円（友好協会会員3,500円）
　　　　　　　小人3,000円（小中学生）
　　　　　　　※バス代、入館料込（昼食代は含まれていません）
　　　　　　　※鮭のつかみどり大会参加希望の方は、別途1,500円徴収します。
○定　　員　　40名（定員になり次第締め切ります）※最小催行人数25名
○申込期限　　１１月７日（金）までに、下記へお申し込みください。
○行　　程　　北御牧庁舎前駐車場 7：00出発  →  中央公民館前駐車場 7：10出発  →
　　　　　　　 9：30着 名立区【鮭のつかみどり大会参加等、昼食】12：30発  →
　　　　　　　13：00着 上越市立水族博物館 14：00発  →  14：30着 高田公園 15：30発  →
　　　　　　　15：45着 道の駅あらい（買い物）16：30発  →
　　　　　　　18：00着 中央公民館前駐車場  →  18：10着 北御牧庁舎前駐車場

（予定）

　『くるみ祭り』に併せ、品評会を開催いたします。
◦出品規格　　東御市産のくるみを品種別に袋詰め（１袋１kg入）
　　　　　　　できる限り２品種以上、同一品種の複数出品は不可。
◦応募期間　　１１月１０日（月）午後５時まで
◦搬 入 先　　道の駅「雷電くるみの里」☎63－0963

主催／日本くるみ会議　　連絡先（花岡）☎64－3881

　東部クリーンセンター施設の外壁修繕のため、11月5日（水）～11月17日（月）までの
間、施設内通路は通り抜けできません。施設内にてUターンしていただくようになります。
　皆さまには、ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

くるみ祭り・品評会開催

◎日時　１１月２２日（土）～２３日（日）

　　　　午前９時～午後５時

◎場所　道の駅「雷電くるみの里」

くるみ栽培・剪定講習会開催
◎日時　１２月３日（水）午前10時
◎場所　サンファームとうみ
◎主催　JA信州うえだ東部営農センター　　
　　　　　☎62－3322

上越市名立区バスツアー参加者募集

「くるみ祭り」品評会出品募集

東部クリーンセンター施設内は
通り抜けできません
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●申し込み・問い合わせ先　東御市アメリカ姉妹都市友好協会事務局
　　　　　　　　　　　　　生涯学習課　生涯学習・スポーツ係（中央公民館2階）☎64－5885

●問い合わせ先　東御市短詩型文学祭実行委員会事務局
　　　　　　　　生涯学習課　生涯学習・スポーツ係（中央公民館2階）☎64－5885

日　　程　　平成２７年３月５日（木）〜１６日（月）の10泊12日
内　　容　　姉妹都市のオレゴン州マドラス市でのホームステイ及び周辺都市での視察研修
参加資格　　東御市在住の高校生
募集定員　　4名
選出方法　　作文及び面接（面接は12月中旬に行います）
提出書類　　①参加申込書　②作文（｢ホームステイに望むこと｣と題して、800字以内）
申込締切　　１１月２８日（金）までに、提出書類を下記事務局へご持参ください。
参加費用　　約40万円 （内、協会より2分の1を補助します）
　　　　　　　＊パスポート申請手続き費用・施設入場料等個人で負担の費用が別途必要です。
そ の 他　　1月中旬から週1回、語学研修等の事前研修会を行います。 
　　　　　　　諸事情により、日程・参加費用等が変更となる場合があります。

　東御市アメリカ姉妹都市友好協会では、平成17年から姉妹都市である
アメリカ・マドラス市へのホームステイ派遣事業を実施しています。
　今年度も、この事業に参加する高校生を募集します。

本年度も東御市短詩型文学祭に短歌、俳句、川柳、現代詩の短詩型文学作品が一般104
名、児童・生徒614名の皆さんから寄せられました。
　入選者の表彰と、選者を囲んでの研究会を行います。どなたでも参加いただけます。研
究会では、投稿された方で作品が選外の方でもアドバイスを受ける事ができます。

▪日　時　１１月１５日（土）
　　　　　午後1時～午後3時30分
▪場　所　中央公民館

▪選　者　　
　◆短　歌　小

こみやま
宮山久

ひさこ
子　中

なかじま
島雅

まさこ
子　宮

みやざわ
澤 渉

わたる

　
　◆俳　句　国

くにみ
見敏

としこ
子　島

しまだ
田洋

ようこ
子　瀧

たきざわ
澤宏

こうじ
司

　◆川　柳　佐
さとう

藤崇
たかこ

子　　
　◆現代詩　酒

さかい
井 力

つとむ
　（敬称略、50音順）

※入賞作品は、市報とうみ平成27年1月号に掲載する予定です。

切　り　取　り　線

姉妹都市マドラス市　高校生ホームステイ参加申込書

住　所 東御市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番地

ふりがな
氏　名

保護者氏名
保護者同意 　　　　　　　　　　　　　印

年　齢 　　　歳（　　　　　　高校　　年生） 電話番号 性別 男・女

第11回 東御市短詩型文学祭
～たくさんのご応募、ありがとうございました～
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●申し込み・問い合わせ先　社会福祉協議会　地域福祉係（総合福祉センター内）☎62－4455

●申し込み・問い合わせ先　商工観光課　観光係（北御牧庁舎内）☎67－1034

　高齢や障がいのため、布団干しや寝具類の衛生管理が困難な皆さんに、寒い冬を暖かく過ご
していただくよう、布団の丸洗いサービスを行います。

対 象 者　　下記項目に該当し、寝具類の衛生管理が困難な方
　　　　　　　　・70歳以上で、一人暮らしの方または高齢者のみの世帯の方　 
　　　　　　　　・在宅で要介護認定を受けた高齢者及び身体に障がいをお持ちの方　　
申込締切　　１０月３１日（金）までに、下記へ電話でお申し込みください。
布団について　　
　・種　類　　掛け布団、敷き布団、毛布
　　　　　　　組み合わせは自由ですが、お一人２枚までとさせていただきます。
　　　　　　　※種類によっては、お受けできない場合もありますので、ご了承ください。
　・回収日　　１１月５日（水）・６日（木）
　・配達日　　１１月１２日（水）・１３日（木）予定
　・料　金　　要介護認定を受けた方は１割負担、その他の方は２割負担となります。
　　　　　　　１枚あたり80円から680円程度かかります。
　・その他　　可能な方は、白い布に氏名等を記入し布団に縫い付けてください。

海野宿を題材にした 短歌・川柳・俳句の作品を募集します

『時代衣装行列』に参加しませんか !

■応募方法　　１１月１０日（月）までに、海野宿資料館内に備え付けの用紙で、同資料館の
　　　　　　　投句箱へ入れてください。
　　　　　　　応募はお一人各3点までとさせていただきます。
■作品展示　　お祭り当日に全入選作品の展示と、入賞者の方を表彰します。

　江戸時代の衣装で、晩秋の海野宿を練り歩いてみませんか。
■開 催 日　　１１月２３日（日）
　　　　　　　午前10時～午後3時（集合 午前8時）
■行列時間　　午前10時40分・午後1時40分の2回（予定）
　　　　　　　その他の時間は衣装のままフリーで行動していただけます。
■申込締切　　１０月２９日（水）までに、下記へお申し込みください。
■申 込 先　　海野宿ふれあい祭実行委員会 海野宿保存会長（石和）☎64－4368
■そ の 他　　事前に打ち合せ及び衣装合わせを行います。
　　　　　　　詳細につきましては、後日ご連絡いたします。

第24回 海野宿ふれあい祭 第24回 海野宿ふれあい祭 
１１月２３日（日）開催

寒い冬が来る前に、ふかふか布団にリフレッシュ

布団の丸洗いサービス
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●問い合わせ先　商工観光課　商工労政係（北御牧庁舎内）☎67－1034

●申し込み・問い合わせ先　生涯学習課　生涯学習・スポーツ係（中央公民館2階）☎64－5885

●応募・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

就職活動の心構えや応募書類の書き方、自己アピール方法など再就職活動の準備を支援します。
◒日　　時　　１１月２１日（金）　午後1時30分～午後3時30分
◒場　　所　　東御市 勤労者会館 ２階 大会議室
◒対 象 者　　求職中の方
◒受 講 料　　無　料
◒定　　員　　20名（定員になり次第締め切ります）
◒講　　師　　NPO法人　夢のデザイン塾　理事長　田

たなか

中　直
なおこ

子 氏
◒申込方法　　下記またはハローワーク上田へ電話または直接お申し込みください。
◒そ の 他　　雇用保険受給中の方はこの講座を受講すると、求職活動として認定されます。
　　　　　　　主催／ハローワーク上田・上田職業安定協会・東御市・上田市

　お子さんと一緒に秋の夜空を眺めながら、親子で秋のひと時を過ごしてはいかがでしょうか。

■募集内容

■応募方法
　▪応募書類　　東御市職員採用試験申込書
　　　　　　　　申込書はご請求いただくか、市ホームページからダウンロードしてください。
　▪応募方法　　応募書類を下記へご提出ください（持参・郵送可）。
　▪採用試験　　応募締め切り後、面接試験を行い、採用を決定します。
　　　　　　　　面接日につきましては、後日ご連絡いたします。　
　▪そ の 他　　賃金等の諸条件につきましては、下記へお問い合わせください。

日　　時 １１月２０日（木）午後7時～午後8時 場　　所 祢津小学校　理科室

講 座 名 親子で四季の星座を見よう（秋の星座） 講　　師 増
ますだ

田　 清
きよし

　先生
持 ち 物 上履き・双眼鏡・望遠鏡（お持ちの方） 定　　員 親子10組

申込期限 １１月１３日（木）5組以上で開講します。

そ の 他 詳細につきましては、後日通知いたします。

勤務場所 東御市立保育園 募集人数 若干名

勤務時間 午前8時30分～午後2時15分 募集期限 １０月３１日（金）
（当日消印有効）

応募資格 子ども好きでおじいさん役にな
れ、通勤可能な方 勤務期間 採用試験の月またはその翌月　

11月中旬～平成27年3月31日

第6弾 11月開講学校公開講座受講生募集

保育キーパーを募集します
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●申し込み・問い合わせ先　子育て支援課　保育係　☎64－5903

●問い合わせ先　教育課　青少年教育係（中央公民館2階）☎64－5906

　平成27年4月から、新たに保育園へ入園を希望される方の受付を、下記の日程で行います。
希望する保育園の受付日に、申込書類へ必要事項をご記入の上、ご持参ください。また、お子
さまと一緒にお出かけください。
　なお、申込書類は、市内の保育園及び下記にて事前にお受け取りください。

　受付日に都合がつかない方は、１１月１７日（月）以降に入園を希望する保育園または下記
へ申込書類をご提出ください。
※現在入園中の方には、12月中旬に書類をお渡しする予定です。
※東御市外の保育園へ入園を希望される方は、下記へ申込書類をご提出ください。

　「友だちがみんな持っているから、わたしもスマホ欲しいな」「ゲーム機がないと仲間外れ
になっちゃうよ」子どもにせがまれてネット機器を買ってみると、子どもはネットにもう夢中。
　「こんなに長時間使って視力が悪くならないかしら？」「個人情報、大丈夫かな？」
　「フィルタリングの入り方が分からない･･･」保護者としては心配が絶えませんね。
　こんな親御さんの悩みを、この講座は解決します！

子どもの方が詳しくて ･･･ 今さら聞けない ･･･ こんなことも遠慮なく
聞いて、わいわい話しながら学べます。悩みの共有が安心の第一歩。

月1〜2回、年間を通じて講座開催。都合の良い日だけの参加OK。
申し込みをしておくと休んだ回のポイント解説のメルマガが届きます。

ネットの進化は日進月歩。子どもの常識を知らないのはおとなだけ？
子どものことを知ることがセーフティーネット、安全の第一歩。

▪日　時　　１０月３０日（木）、１１月１１日（火）・２５日（火）
　　　　　　１２月１０日（水）　午後7時～午後8時30分
▪場　所　　中央公民館 ２階 講義室
▪テーマ　　「LINEって安全？」「よくある子どものトラブル」
　　　　　　「ゲームにはまると」「クリスマス・お正月対策フィルタリング大作戦」
▪対　象　　市内在住の乳幼児から高校生の保護者、教員等
▪その他　　申込不要。各日、直接会場にお越しください。ただし事前に連絡いただいた方に
　　　　　　は講座の詳細プリントをお送りします。第２シリーズは1月～2月開催予定。

初心者歓迎‼

シリーズ開催‼

最新情報満載‼

★第１シリーズが始まります

園　名 受付日 受付時間 園　名 受付日 受付時間
田 中 保 育 園 11月 6日(木) 9:00～11:00 滋野保育園 11月 4日(火) 9:00～11:00

祢 津 保 育 園 11月10日(月) 9:00～11:00 和 保 育 園 11月11日(火) 9:00～11:00

北御牧保育園 11月12日(水) 9;00～11:00 海野保育園 11月13日(木) 14:00～15:30

 平成27年度 保育園入園申込のご案内 平成27年度 保育園入園申込のご案内

子どものセーフティネット いっしょに考えませんか？
ネットのポイント 知って話して

安心講座 参加者募集
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●申し込み・問い合わせ先　北御牧公民館（北御牧庁舎内）☎67－3311

●申し込み・問い合わせ先　福祉課　地域包括支援係（総合福祉センター）☎64－5000

❖日　　時　　１１月１５日（土）午前９時～午後７時　　
　　　　　　　１１月１６日（日）午前９時～午後３時
❖会　　場　　北御牧公民館
❖展示予定　　北御牧公民館生涯学習講座受講者　・北御牧保育園園児　・北御牧小学校児童
　　　　　　　北御牧中学校生徒　・サークルや趣味の団体　・個人等の作品

❖作品種類　　絵画、写真、書、生花、手芸、工芸、刻字、盆栽、陶芸、短歌、俳句、編み物
　　　　　　　フラワーデザイン、水墨画、絵手紙等の作品（１種類２点以内、何種類でも可）
❖資　　格　　北御牧地区にお住まいの方やお勤めの方または出身の方。
❖申込方法　　１１月４日（火）までに、下記へお申し込みください。　　

作 品 募 集

日頃の生涯学習成果を発表する場として「第11回北御牧地区生涯学習作品展」を今年も北
御牧公民館で開催いたします。

場所 滋野公民館 祢津公民館 和公民館

日程
１１月　４日・１１日
　　　１８日・２５日
毎週火曜

１１月　５日・１２日
　　　１９日・２６日
毎週水曜

１１月１０日・１７日

毎週月曜

時間 午前10時～午前11時 午後2時～午後3時 午前10時～午前11時

内容 レクリエーション、ストレッチや筋力トレーニング、ます目のあるマットを使った運動

◦日時　１１月３日（月・祝）・１０日（月）
　　　　　　１７日（月）　・　２４日（月）
　　　　午後3時～午後4時
◦場所　ゆぅふるtanaka
◦費用　入館料500円（入浴可）
◦内容　青竹やチューブ、バランスボール、
　　　　ます目のあるマットを使った運動

東御はつらつ体操inゆぅふる

◦日時　１１月６日（木）・１３日（木）
　　　　　　２０日（木）・２７日（木）
　　　　午後2時～午後3時
◦場所　総合福祉センター
　　　　2階もしくは3階
◦内容　ヨガの要素を取り入れた体操

筋のばし教室

◦日時　１１月　４日（火）・１１日（火）
　　　　　　　１８日（火）・２５日（火）
　　　　午後2時～午後3時
◦場所　総合福祉センター3階
◦内容　スクワットや腹筋
　　　　などの筋力トレーニング

筋トレ教室

◦日時　１１月５日（水）・１９日（水）
◦場所　総合福祉センター
◦内容　専門職による脳いきいき度チェック

と生活相談
◦申込　電話でご予約ください。

脳いきいき相談　要予約

第11回北御牧地区「生涯学習作品展」第11回北御牧地区「生涯学習作品展」

地域包括支援センターからのお知らせ
らくらく教室（祝日は休み）



⑧ お知らせ版 №244（2014.10.16）

●申し込み・問い合わせ先　教育課　青少年教育係（中央公民館2階）☎64－5906

●問い合わせ先　教育課　青少年教育係（中央公民館2階）☎64－5906

●申し込み・問い合わせ先　東御市商工会　☎67－3382　Eメールtokimeki@tomi-city.jp

Q：青少年支援チームって？
　A：平成26年7月1日発足。運営チーム12名、学習・就労支援チーム10名のスタッフで運
　　　営・組織されたボランティアチームです。
Q：相談日や時間はいつですか？
　A：あなたのスケジュールに合わせます。いつでもご相談ください。
Q：勉強や仕事の不安や心配を他人に知られたくないのですが？
　A：マンツーマンで支援します。また、秘密は厳守します。
Q：費用はいくら？　申し込み方法は？
　A：無料です。『学習支援または就労支援についての相談です。』と下記へお伝えください。

中学校卒業後、高等学校通信制や定時制などで学習に取り組んではいるが、なかなか学習が
進まない生徒さんや、卒業後に就職したいが働く会社が見つからない等の悩みを “ 青少年支援
チーム ” がサポートします。

・と　き　　１１月６日（木）　午前10時20分～午前11時
・場　所　　BOOK童夢みまき
・対　象　　未就園児と保護者
・内　容　　おはなしボランティアが、絵本の読み聞かせや紙芝居を行います。

おはなし広場

日　　程　　１２月７日（日）　午前11時～午後1時30分
会　　場　　平安閣みまき（県291－2　☎62－3222）
対 象 者　　25歳～45歳の独身男女
定　　員　　各25名（予定）（定員を超えた場合は、抽選となります）
参 加 費　　男性5,000円　女性3,000円
　　　　　　　当日受付にてお支払いください（飲食代を含みます）。
申込方法　　１１月２０日（木）までに、住所、氏名、年齢、連絡先を明記の上、下記へお

申し込みください（電話・メール可）。
　　　　　　　主催／東御市商工会青年部　　協賛／ながの結婚支援センター

　日々の暮らしにどれだけの出会いがありますか？真剣にお付き合いする方を探したい、将来
の結婚相手を見つけたい方、いつかめぐり逢える「運任せ」ではなく、今「運命の出会い」を
しませんか。昨年は７組のカップルが誕生しました。今年はあなたの番かも知れません。

あなたの学習の悩み、就職の悩みを
支援します‼

ときめき出会いパーティー開催

青少年支援チームのメンバーも併せて募集します
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●申し込み・問い合わせ先　地域づくり支援室　地域づくり支援係（本館2階）☎71－6790

市では、区、ＮＰＯ、その他市内の団体が自ら考え、自ら行動を起こす地域づくり活動に対
して予算の範囲内で補助金を交付します。地域の活性化につながる活動をしたい！という意欲
のある団体の皆さまは募集要件を確認の上、下記の募集期間内に応募してください。

【地域づくり活動事業募集要件等】
【募集期間】平成２６年１１月４日（火）～１２月５日（金）

【新設団体認定募集要件等】

※１　事業認定申請書の様式は下記でお渡ししています。（市ホームページからダウンロード
もできます。）提出は、下記へご持参ください。

※２　審査結果通知は、あくまでも認定予定を通知するものです。正式な認定については、新
年度予算成立後の４月以降となります。

対象となる団体 市内で活動する団体で、区、支区、隣組、NPO団体のほか地域づくり活
動を行う団体

対象となる事業

団体が自ら考え、自ら行動をおこす公共的な事業で地域の活性化等に結び
つく活動（移住・定住促進につながる事業も対象）
＊対象外事業・・・政治活動、宗教活動及び営利活動と判断される事業
　　　　　　　　　既に本事業の補助金を2回受けたことのある事業

補助対象経費

補助対象となる事業に必要な経費（消耗品費、講師謝金・旅費等交通費、
印刷製本費、通信運搬費、使用料、賃借料、委託料、原材料費等）
＊事業を実施するのに必要な機器の賃借料、事業委託に係る経費は事業費

の10分の2を限度とします。

補 助 金 額 ₁事業100万円以内
（事業の内容により対象経費の100％、75％、50％を補助します）

応 募 方 法 募集期限までに「地域づくり活動補助金事業認定申請書※１」に必要事項を
記入の上、応募してください。

事 業 の 認 定
応募いただいた団体は12月下旬（予定）に開催する「認定審査会」へ出
席して説明をしていただきます。認定審査会で審査の上、事業認定の可否
等を決定し、審査結果※２を通知します。

対象となる団体 設立後、2年以内のNPO、地域づくりを行う規約等が定められている団
体（市内で活動する団体に限ります）

補助対象経費 団体の経常的な活動に要する経費（例）団体の通常活動に要する消耗品等

補 助 率 経費の2分の1以内（上限5万円）
ただし、同一の団体に対する補助金の交付は1回限りです。

応 募 方 法 等

期限内までに「地域づくり活動新設団体認定申請書」に必要事項を記入の
上、応募してください。
応募いただいた団体は、12月下旬（予定）に開催する「認定審査会」に
出席して説明をしていただきます。認定審査会での審査の上、新設団体認
定の可否等を決定し、審査結果を通知します。

「地域づくり活動補助金」を活用してみませんか！
平成27年度事業の募集を行います

地域の活性化事業を計画しているみなさんへ



東部子育て支援センター　☎64－5814
北御牧子育て支援センター（北御牧児童館内） ☎67－3676●問い合わせ先

時　間：午前１０時から
田 中 の び の び っこ ひ ろ ば
11月10日（月） 親子料理教室
　　　場　所 北御牧子育て支援センター
　　　　　　 調理室
　　　持ち物 エプロン・バンダナ（親子分）、
　　 おにぎり、材料費200円など
　　申込締切 10月24日（金）まで。

11月14日（金） 滋野ぽけっとひろばに参加しよう

11月７日（金） 読み聞かせ＆手遊び
　　　場　所 祢津児童館
　

11月１日（土） 子育てフェスティバルに参加しよう
11月18日（火） 和ぽけっとひろばに参加しよう

滋 野 の び の び っこ ひ ろ ば

祢 津 の び の び っこ ひ ろ ば

和 の び の び っ こ ひ ろ ば

１１月１日（土）　
　子育てフェスティバル開催のため、東部・北御牧子育て支援センターは臨時休館します。

11月10日（月） 午前10時30分～11時30分
　ママ～ずのリズムあそび
11月11日（火） 午前10時30分～11時30分
　育児座談会（篠原君江助産師）
11月13日（木） 午前10時～11時
　おもちゃドクター
11月17日（月） 午前10時30分～11時
　ママ～ずのおはなし絵本
11月25日（火） 午前10時～11時30分
　すくすく相談（芹澤文子相談員）
　　テーマ「泣くことの意味とその対応」
11月27日（木） 午前10時～11時
　子育て期の母親のための就業相談
　　　　　　　　　　　　　（長野県・女性就業相談員）
11月27日（木） 午前11時～11時30分
　すくすくのおたんじょう会
　　　  （今月の催しは武井歯科衛生士さんのおはなし）

11月14日（金） 滋野コミュニティーセンター
11月18日（火） 和コミュニティーセンター
11月20日（木） 祢津公民館
11月21日（金） 東部子育て支援センター
11月26日（水） みまき未来館

時　間：午前10時～午前11時30分
11月５日（水） ふれあいひろば
　　　　　　　　　　　　　　  （上田いずみ園の先生）

11月６日（木） おはなしひろば
11月12日（水） わんぱくビクス（中村佐智子先生）
11月19日（水） 0歳児のママひろば
11月25日（火） 描こう！作ろう！（深町修司先生）
11月27日（木） おもちゃドクター

内　容：ふれあいあそび
時　間：午前10時～午前11時30分
持ち物：着替え、タオル、水筒、おやつ（　可）など

⑩ お知らせ版 №244（2014.10.16）
〈広告欄〉



11月の園開放11月の園開放11月の園開放

●問い合わせ先　福祉課　福祉援護係（総合福祉センター内）  ☎64－8888

�田中保育園 ☎６２－１６０２
�滋野保育園 ☎６３－６４６８
�祢津保育園 ☎６３－６８１６
�和 保 育 園 ☎６３－６８１５
�北御牧保育園 ☎６７－２０９３

市立保育園
　 11月4日（火）
    午前9時30分～午前11時

海野保育園　☎６２－２８００

くるみ幼稚園　☎６２－０１６４

11月19日（水）
午前9時30分～午前11時
　焼き芋をしましょう　要予約

11月14日（金）
午前１0時～正午
秋のくるみ会　
　音楽会（中央公民館）

戸外で遊びましょう。
雨天時は室内で遊びましょう。

お知らせ版 №244（2014.10.16）⑪
〈広告欄〉

◦にちじ　１１月７日（金）午前10時
◦ところ　総合福祉センター₁階 102研修室

◎花みずき会
（こころのボランティア会）

◦対象者　障がいを持った方、こころに
病を持った方など

◦と　き　平日　午前10時～午後₃時
　　　　　（祝日は除く）
＊お好きな時間にお越しください。
◦ところ　東御障がい者相談センター
　　　　　　　　　　　　　さくら₂階
◦内　容　おしゃべりやゲーム、読書な

どをしながらゆっくり過ごし
たり、調理、手芸、スポーツ
などの活動を行います。

＊見学ご利用を希望される方は、下記ま
たはさくら☎75−0603へご連絡ください。

◦にちじ　１１月１０日（月）午後₁時30分
◦ところ　滋野コミュニティーセンター和室

◎はーと・ほっと・サロン

＊こころに病を持った方、ご家族の方、話
しを聞いてほしい方など、花みずき会
（こころのボランティア会）スタッフが、
お茶をご用意してお待ちしています。個
別相談も行いますので、お気軽においで
ください。

◦にちじ　１０月２２日（水）午前10時
　　　　　総合福祉センター 2階 玄関前集合
◦ところ　伊那市「はらっぱのレストラン」　
　　　　　　　　　（障がい者通所施設）
＊「視察研修」を予定しています。
＊11月の陽だまりの会はお休みです。

＊一緒にボランティアをしてくださる方を募集します。見学、入会を希望される方は下記へご連絡ください。

◎陽だまりの会
（精神障がい者家族会）

◎地域活動支援センター
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保 健 案 内 ☎ 6 4 － 8 8 8 2

予防接種名 接種回数・間隔 対　象　者 注　意　事　項

ヒ　ブ
・①〜③のどれかで接種を受けましょう。
・接種後6日間は他の予防接種は受けられま

せん。

小児用
肺炎球菌

・①〜④のどれかで接種を受けましょう。
・接種後6日間は他の予防接種は受けられま

せん。

四種混合
ジフテリア・百日せき
破傷風・ポリオ
三種混合/

単独不活化
ポリオ

初回
期間内に20日～56日までの
間隔で3回接種

生後3カ月～7歳半まで ・接種後6日間は他の予防接種は受けられま
せん。

・生後3カ月を過ぎたらお早めに。追加
初回接種(3回目)から6カ月
以上の間隔をおいて1回接種

生後3カ月～7歳半まで

ＢＣＧ
（結核） 期間内に1回接種

概ね生後3カ月～1歳に
至るまで（標準接種期
間は5カ月～8カ月）

・接種後27日間は他の予防接種は受けられま
せん。

水　痘

初回 期間内に1回接種 生後1歳～3歳未満児 ・接種後27日間は他の予防接種は受けられません。
・既に水痘にかかったことのある方は対象外です。
◎平成26年度に限り、1回も接種していない
　3歳〜5歳未満の方も1回接種できます。追加

初回接種から6カ月以上の
間隔をおいて1回接種

生後1歳～3歳未満児

麻しん風しん
混合ワクチン

第1期　期間内に1回接種 生後1歳～2歳未満児 ・接種後27日間は他の予防接種は受けられま
せん。

・第1期は1歳になったら早めに。
・2期の接種期間は平成27年3月31日までです

が、できるだけ早めの接種をお願いします。
第2期　期間内に1回接種

平成20年4月2日～
平成21年4月1日生
（就学前の1年間）

日本脳炎

1

期

初
回

6日～28日までの間隔で
2回接種

満3歳～7歳半未満及び
平成7年4月2日生～
平成19年4月1日生の
1期未終了者　　　

・接種後6日間は他の予防接種は受けられま
せん。

◎法の改正により、平成7年4月2日生〜平成
19年4月1日生（7歳半〜9歳未満含む）の方
は、20歳に至るまでの期間は定期接種の対
象となります。

追
加

初回接種後の
概ね1年後に1回接種

2期 （1期終了後）1回接種 9歳以上で1期終了者

子宮頸がん 期間内に3回接種
平成10年4月2日～
平成15年4月1日生の女子
（小6～高1年齢相当）

・接種後6日間は他の予防接種は受けられま
せん。

・ワクチンによって、接種間隔が変わります。

個別予防接種

乳幼児健康診査

（ ）

予　　約：保護者（希望者）は医療機関に直接ご予約ください。
持 ち 物：母子手帳、予診票、体温計　　
料　　金：無　料　※対象期間以外の接種は全額自己負担となりますのでご注意ください。

実施期間：通　年

受付時間：午後₁時〜午後₁時15分（₃歳児健診のみ受付午後₀時45分〜午後₁時）
と こ ろ：市保健センター（総合福祉センター₂階）　
持 ち 物：母子手帳、おたずね票、赤ちゃんすくすくブック　※₁歳₆カ月児・₂歳児歯科
　　　　　健診のときは歯ブラシ（本人用・仕上げ用）・コップをご持参ください。

期　日 内　　容 対　象　者

11月18日（火） 3 歳 児 健 診 平成23年₉月生まれの方

19日（水） 1 0 カ 月 児 健 診 平成26年₁月生まれの方

25日（火） 1歳6カ月児健診 平成25年₅月生まれの方

26日（水） 4 カ 月 児 健 診 平成26年₇月生まれの方

27日（木） 2 歳 児 歯 科 健 診 平成24年₉月生まれの方

期　日 内　　容 対　象　者

10月14日（火） 2 歳 児 歯 科 健 診 平成24年₈月生まれの方

15日（水） 1 0 カ 月 児 健 診 平成25年12月生まれの方

21日（火） 3 歳 児 健 診 平成23年₈月生まれの方

28日（火） 1歳6カ月児健診 平成25年₄月生まれの方

29日（水） 4 カ 月 児 健 診 平成26年₆月生まれの方

接種開始月齢によって、回数が変わります。
①2 カ 月 ～ 7 カ 月：初回3回、追加1回  計4回
②7カ月～12カ月：初回2回、追加1回  計3回
③12 カ 月 以 上：1回
(初回：4～8週の間隔で接種､追加：概ね1年後)

2カ月～5歳
に至るまで

2カ月～5歳
に至るまで

接種開始月齢によって、回数が変わります。
①2 カ 月 ～ 7 カ 月：初回3回、追加1回  計4回
②7カ月～12カ月：初回2回、追加1回  計3回
③12カ月～24カ月：60日以上の間隔で2回
④24 カ 月 以 上：1回
(初回：4～8週の間隔で接種､追加：概ね1年後)
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保 健 案 内

●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

●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ご連絡ください。

●当番時間は各医療機関にお問い合わせく
ださい。

●急きょ当番医が変わることがあります。
　休日・夜間当番医の電話案内等でご確認
ください。

 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」
住  所 上田市材木町1-3-6

（上田市立図書館東側）
診療時間 午前9時～午後3時
電話番号 24－8020

日 曜 当 番 医

休日･夜間当番医の電話案内　長野県救急医療情報センター　ナビダイヤル  ☎0570－088199

夜間の内科・小児科診療　上田市内科・小児科初期救急センター　午後8時〜午後11時
小児科（15歳以下）☎21－2233　　内科　☎21－2280（電話で診療受付をしてください）

ごっくん離乳食教室

母と子の健康相談

アルコールに関する相談こころの相談

生活習慣病相談

もぐもぐ離乳食教室

・と　　き　１１月２８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26年₆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

・と　　き　毎週火曜日（祝日を除く）
・受付時間　午前₉時～午前11時頃までに
　　　　　　お出かけください。
・と こ ろ　市保健センター
　＊乳幼児健康相談・育児相談・離乳食相談

などです。お気軽にお越しください。

・と　　き　毎月第₂・₄月曜日（祝日を除く）
　　　　　　午前₈時30分～午後₅時
・と こ ろ　総合福祉センター内　保健係
　＊アルコール依存症の方やそのご家族等の相

談を行います。語り合う場も計画していま
す。お気軽にお越しください。

・と　　き　１１月１３日（木）
・受付時間　午後₁時30分～午後₃時30分
・と こ ろ　市保健センター　₂名まで
・内　　容　精神科医等による心の相談を行

います。

・と　　き　月～金曜日（祝日を除く）
・受付時間　午前₉時～午後₅時
・と こ ろ　総合福祉センター内　
　　　　　　　健康増進係

・と　　き　１１月５日（水）
・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26年₃月生まれ
・持 ち 物　母子手帳、食事用エプロン
　　　　　　₈カ月おたずね票
　　　　　　赤ちゃんすくすくブック
　＊参加できない方はおたずね票にご記入

の上、保健センターへ持参いただくか
ご郵送ください。

予約制　☎64－8882

相談ダイヤル　☎64－8883

個別予防接種実施医療機関　  日曜当番医
医療機関名 電話番号 日曜当番日

祢津診療所（子宮頸がん以外実施） 62－0273

長谷川耳鼻咽喉科（BCG、高齢者用肺炎球菌以外実施） 62－2006

酒井医院 64－3170 11月16日

ささき医院（BCG 、日本脳炎以外実施） 64－3711 10月19日

ほしやま内科 62－3115 11月₉日

春原整形外科クリニック（BCG以外実施） 64－6200

せき内科クリニック（BCG以外実施） 64－7171 11月30日

中島医院 67－2777 10月26日

東御記念セントラルクリニック 62－1231 11月₂日

東御市民病院 62－0050 11月23日

東御市立みまき温泉診療所（BCG以外実施） 61－6002
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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。
●東御市総務部企画財政課 広報担当まで
　
　　　  ☎0268－64－5806 FAX63－5431
メールアドレス：shiho-tomi＠city.tomi.nagano.jp

　上田小県地域の小中学校特別支援学級、特別支援学校で
学ぶ児童・生徒の交歓作品展を開催します。
○期　間／11月14日（金）～11月21日（金）
○時　間／午前₉時～午後₅時（最終日は午後₃時30分）
○会　場／上田創造館　文化ホール
○内　容／図画、習字、工作、研究など
○入場料／無　料
●問い合わせ先／上小特別支援教育作品展委員会

上田市南小学校内（中野）☎25－3721

○日時／11月₈日（土）午前10時30分～午後₂時30分
○内容／・親子で楽しむクラシックミニコンサート

・軽食、焼きたてパン、野菜販売、絵本コーナー、
ロールマットコーナー、童謡を歌うコーナー等

●問い合わせ先／海野保育園　☎62－2800

　不動産の登記、年金、建築や農地など役所の仕事につい
ての相談、また法律相談などを受け付ける一日合同行政相
談所を開催します。相談は無料で、秘密は守られます。事
前の予約は不要です。
○日時／11月₇日（金）午前10時～午後₃時
　　　　　　　（受付は午後₂時30分まで）
○場所／上田駅前ビル「パレオ」₂階会議室
○参加予定機関／長野地方法務局上田支局、長野県上小地

方事務所、弁護士、司法書士、行政書士、
公証人、税理士、土地家屋調査士、長野
行政評価事務所他

●問い合わせ先
　　　　　総務省長野行政評価事務所　☎026－235－5566

　信州の優れた「ヒト」「コト」「モノ」をトータルで発
信する信州首都圏総合活動拠点「銀座NAGANO しあわせ
信州シェアスペース」がオープンします。信州ブランドの
向上や情報発信の場としてご活用ください。
○所在地／東京都中央区銀座₅丁目₆－₅ 
　　　　　NOCOビル（₁，₂，₄階）
○₁　階／ショップスペース（信州ブランド向上につなが

る商品の販売やテストマーケティングに）
○₂　階／イベントスペース（キッチンの設置が最大の特

徴。情報発信の場として）
○₄　階／コワーキングスペース（首都圏向けビジネスの

起業等に）
●問い合わせ先

観光部信州ブランド推進室　☎026－235－7249

○講 習 名／ライフサポート講習
○講習期間／11月20日（木）～
　　　　　　12月16日（火）のうち10日間
○対　　象／・県内在住の55歳以上の方
　　　　　　・就職を希望される方
　　　　　　・ハローワークで求職登録し全日程を受講で
　　　　　　　きる方
○定　　員／15名（応募者多数の場合は選定）
○講習内容／上田創造館　室賀の里
○募集期間／10月14日（火）～11月₇日（金）
○そ の 他／講習最終日には合同面接会（就職相談会）を
　　　　　　開催します。
●申し込み・問い合わせ先

（公社）上田地域シルバー人材センター　☎23－6002

　学校のスキー教室のために練習させたい、冬の運動不足
を解消させたいと思っているお父さん、お母さん。スキー
クラブに入会すれば、来年の₃月にはゲレンデをかっこよ
く滑るお子さんの姿を見ることができます。
○日　　時／11月₈日（土）
　　　　　　新規の方は午後₄時～午後₅時
　　　　　　継続の方は午後₅時から
○会　　場／祢津公民館
○対　　象／新規の方は小学₁年生～
　　　　　　中学₃年生とその保護者
　　　　　　継続の方は保護者のみ
○持 ち 物／新規の方のみ、筆記用具・印鑑・会費25,000
　　　　　　　　　　　　円（ただし、市外の方はプラス5,000円）
○バス運行／今年もジュニア部で活動する皆さんために格

安でバスが運行されます。スキークラブの者
が車掌をしますので安心してご乗車ください。

○リフト券／会場でシーズン券の購入もできます。
　　　　　　代　金／小学生15,000円、中学生16,000円
　　　　　　持ち物／写真（免許用サイズ）
●問い合わせ先／湯の丸スキークラブ（佐藤）☎64－2682

（子育て支援・家事援助） （無料）

海野わらしこ祭りにおいでください

第33回上小児童生徒交歓作品展

シニアワークプログラム技能講習
ライフサポート講習受講者募集（無料）

2015シーズン湯の丸スキークラブから
新規入部・継続手続きのお知らせ説明会

上田一日合同行政相談所のお知らせ
―くらしの困りごと相談―

銀座NAGANO～しあわせ信州シェア
スペース～　10月26日（日）オープン
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○内　　容／11月₅日（水）クレジット・借金問題
　　　　　　11月12日（水）敷金問題
　　　　　　11月19日（水）労働トラブル
　　　　　　11月26日（水）少額トラブル
○時　　間／午後₅時～午後₈時
○電話番号／0120－448－788（フリーダイヤル）
　　　　　　※当日のみの専用（臨時）ダイヤルです。
●問い合わせ先／長野県司法書士会　☎026－232－7492　

　各種技術の習得、向上を目指す方はお申し込みください。
講座名および定員、期間、日時
○JW－CAD初級知識講座／15名
　11月11日（火）～12月₆日（土）₉日間26時間
　毎週火・木曜日　午後₆時30分～午後₉時
　土曜日₁回　午前₉時～午後₄時
○和裁はんてん・ちゃんちゃんこ講座／10名
　11月₂日（日）～12月14日（日）　
　毎週日曜日の内₄～₅日間位
　午前10時～午後₃時
○ガーデニング・クリスマスリースとミニツリー／15名
　11月27日（木）午前₉時30分～正午
○ガーデニング・お正月用寄せ植えとミニ門松／15名
　12月18日（木）午前₉時30分～正午
○申込方法／訓練開始₇日前までにお申し込みください。
○そ の 他／各講座の受講料（テキスト代含む）や持ち物
　　　　　　などはお問い合わせください。
●申し込み・問い合わせ先／

上田地域高等職業訓練センター　☎75―7690

　県内の高等学校文化系クラブ活動発表及び交流の場とし
て、総合文化祭を開催します。期間中は、吹奏楽や演劇、
書道、茶道などの展示や発表をするために、長野市内の会
場に、全県から高校生が集まります。入場は無料ですので、
ぜひご来場ください。
○日　時／10月31日（金）～11月₂日（日）
○場　所／ホクト文化ホール（長野市）ほか
○その他／10月31日（金）は午後₃時から長野市内パレー

ドを行います。
●問い合わせ先

県教育委員会教学指導課　☎026－235－7435

○日　時／11月22日（土）午前10時15分～午後₃時
○場　所／もんぜんぷら座 ₈階 802号会議室
○内　容／土地の贈与、相続税、遺産分割協議、遺言など
●問い合わせ先／長野県司法書士会　☎026－232－7492

　長野県農業大学校研修部の「収穫祭」を開催いたします。
研修生が丹精込めて育て、収穫した野菜や果物などを販売
いたします。
○開 催 日／11月₈日（土）
○時　　間／午前10時～正午（売り切れ次第終了します）
○場　　所／長野県農業大学校　研修部　本館前の広場
　　　　　　（雨天時：本館前渡廊下及び体育館前）
○販売品目／野菜（野沢菜、ネギ、大根、ハクサイ、ジャ

ガイモ、ニンジン）、リンゴ、花き（シクラ
メン、寄せ植え）、コシヒカリ、モチ米、大
豆、小麦粉、ソバ粉　など

○展　　示／小諸キャンパスのいま・むかし懐かしいトラ
クター

●問い合わせ先／長野県農業大学校研修部
☎0267－22－0214（小諸市山浦4857-1）

○消費税アップ後に家を買われた／買われる方。収入に応
　じて最大30万円が受け取れます（消費税率₈％時）
○入居後すぐに申請ができます。
※申請には要件があります。事務局までお気軽にお問い合
　わせください。受付時間は午前₉時～午後₅時。
●問い合わせ先

すまい給付金事務局（http://sumai-kyufu.jp）
　　　　　　　☎0570－064－186（通話料がかかります）
　　　　　　　☎045－330－1904（PHS、一部のIP電話）

　区の皆さんの作品を始め、小学生の陶芸作品や生け花、
区の行事の写真も展示します。大勢の方にご鑑賞いただき
ますようご案内いたします。お気軽にご来場ください。
○日時／11月15日（土）正午～午後₄時
　　　　11月16日（日）午前₉時～午後₃時
○場所／東御市文化会館 1階 展示室（無料）
○内容／絵画、写真、書道、俳句、陶芸、生け花、手芸な
　　　　ど常田区にお住まいの区民及び小学生の作品
●問い合わせ先

常田公民館（平日の午前のみ）☎62－0115
　

○日　時／11月15日（土）午後₁時30分～午後₄時
○場　所／大田区休養村とうぶ体育館
○参加費／500円（資料代、お茶代）
○定　員／100名
○申込み／10月31日（金）までに、お申し込みください。
※詳細は下記にご連絡ください。
●申し込み・問い合わせ先

大田区・東御市童謡唱歌交流広場実行委員会（森）
☎・FAX62－3850・090－2671－4806

夜間電話相談（無料）

司法書士・税理士による
相続・贈与無料合同相談会

長野県農業大学校研修部『収穫祭』

職業訓練等各種講座　生徒募集

ご存知ですか？すまい給付金

第8回大田区民・東御市民　童謡唱歌交流広場開催

第22回　東御市常田文化展 開催

第21回長野県高等学校総合文化祭
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●問い合わせ先　とうみケーブルテレビ　☎67－2981
　　　　　　　　企画財政課　広報統計係（本館2階） ☎64－5806

●問い合わせ先　人権同和政策課　人権同和政策係　☎64－5902

【放送時間　9：00〜　15：00〜　21：00〜】
≪番組案内≫10月16日（木）〜11月5日（水）

とうみチャンネル

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
。

「とうみチャンネル」は、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。

【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
東御市内の話題や、保育園・幼稚園、学校の活動をお伝えします！

※
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
。

上田人権擁護委員協議会東御市支会では、人権擁護委員による「心配ごと相談」を下記のと
おり開催します。毎日の暮らしの中で起こる人権についての困りごとや悩み事に関して、人権
擁護委員が相談にのります。どなたでもお気軽にご相談ください。
❖日　　時　　１１月７日（金）午前9時～正午
❖場　　所　　東部人権啓発センター　
❖相談内容　　結婚・離婚、隣人・親子・兄弟・夫婦の関係や差別など人権に

関すること。相談は無料で、秘密は厳守されます。
❖そ の 他　　予約は必要ありませんので直接会場にお越しください。

16日 （木） 信州・果物と朗読紀行
「クルミ物語」（9月26日）

17日 （金）
東御市民大学講座
「食と農業・地域づくり講演会」　
講師：玉村豊男 氏

18日 （土） 東部中学校第51回学芸発表会
　〜開会式・ステージ発表〜

19日 （日） 東部中学校第51回学芸発表会
　〜校内音楽会〜

20日 （月） 第15回コトヒラ杯少年団野球大会①

21日 （火） 第15回コトヒラ杯少年団野球大会②

22日 （水） 平成26年度東御市「金婚祝賀式」

23日 （木） 巨峰の王国まつり

24日 （金）
歴史講座
「戦国末の海野氏・海野衆と武田氏」
　講師：寺島隆史先生

25日 （土） 北御牧中学校かくま祭
　〜開会式・意見発表 ほか〜

26日 （日）
北御牧中学校かくま祭　
　〜吹奏楽部・ミュージック
　　　　　　　フェスティバル〜

27日 （月）
第11回東御市長旗
わんぱく少年野球大会　
滋野スポーツ少年団

28日 （火）
第11回東御市長旗
わんぱく少年野球大会　
和スポーツ少年団　

29日 （水）
第11回東御市長旗
わんぱく少年野球大会　
祢津スポーツ少年団

30日 （木）
第11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

31日 （金）
第11回東御市長旗
わんぱく少年野球大会　
北御牧少年野球スポーツ少年団　

11月
１日 （土） 東御の日　記念式典（10月3日）

２日 （日）
近未来の小商い〜山の上のパン屋に
人が集まる理由
講師：平田はる香氏（9月28日）

３日 （月） 平成26年度校庭運動会
　〜北御牧小学校〜　＜前半＞

４日 （火） 平成26年度校庭運動会
　〜北御牧小学校〜　＜後半＞

５日 （水） 月刊とうみチャンネル
　10月号　〜前半〜

再

再

再

再

再

再

再

再

再

再

再

再

再

「心配ごと相談」開催
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○和布の手しごと事典　　パッチワーク通信：編
○誰がタブーをつくるのか？　　　永江　朗：著
○意識をめぐる冒険　　クリストフ・コッホ：著
○転職して〔成功する人〕と〔後悔する人〕
　の習慣　　　　　　　　　　　高野　秀敏：著
○西洋珍職業づくし　数奇な家業の物語 

ミヒャエラ・フィーザー：著
○慢性疾患の子どもの学校生活　満留　昭久：編
○竜巻　メカニズム・被害・身の守り方 

小林　文明：著
○中国汚染の真相　　　　　　　　富坂　聰：著
○猟師になりたい！　　　　　　北尾　トロ：著
○ヨーロッパの看板　お気に入りの街角 

上野　美千代：著
○短夜明かし　　　　　　　　　佐々木　中：著
○黒龍荘の惨劇　　　　　　　　岡田　秀文：著
○恋する狐　　　　　　　　　折口　真喜子：著
○どこの家にも怖いものはいる　

三津田　信三：著
○ねじまき片想い　　　　　　　柚木　麻子：著

○ドラゴンはスーパーマン 茂市　久美子：作
○ぼくが見た太平洋戦争 宗田　理：作
○真夜中の電話 ロバート・ウェルストール：作
○ロボットは東大に入れるか 新井　紀子：作
○子どもとつくるたのしい和食 栗栖　正博：作
○たのしいおりがみ事典 山口　真：作
○子どもと親のためのハチ公物語 

須田　輸一：作
○いのちの花　ペットの殺処分０を願う女子高生

たち 綾野　まさる：絵
○漁業国日本を知ろう　東北の漁業 

吉田　忠正：作
○ようかいガマとの　おエドでうちゅうじん 

よしなが　こうたく：作
○ピーター バーナデット・ワッツ：作
○おんなのしろいあし 寺門　孝之：絵
○どうぶつしんちょうそくてい 高畠　純：絵
○おふろでじゃぶじゃぶ 

デイヴィッド・ウォーカー：絵
○とっくんトラックもりへぶぶー 

いわむら　かずお：作

❖ 一 般 書 ❖ 児 童 書

開館時間 火～金曜日：午前₉時～午後₆時30分  土・日曜日、祝日：午前₉時～午後₅時
休 館 日 月曜日（月曜日が祝日・休日の場合は開館し、翌平日が休館）

★「ほたる」による★

日　時　１１月１５日（土）　午前10時30分から
対　象　未就学児〜小学生
テーマ　「秋みつけたよ」
内　容　大型絵本　「だるまさんの」
　　　　紙 芝 居　「こがねむしぶんぶん」
　　　　　　　　　「にぎやかなあきさがそう」
　　　　絵　　本　「うしろのダメラ」
　　　　　　　　　　　　　　　ほか、手遊びなど

★図書館職員による★

日　時　１１月１４日（金）
　　　　午前10時30分から
テーマ　「あきはステキ」
対　象　未就園児とその保護者
内　容　絵本の読み・手遊び　など

おはなし会
おはなし子ども会

会場は、くるみの部屋（絵本コーナー）です。

★休館のお知らせ★ 特別整理日　10月21日（火）～23日（木）・月末図書整理日　11月28日（金）

●問い合わせ先　東御市立図書館　☎64－5886

★移動図書館・しらかば号よりお知らせ★
　　2コース・奈良原公民館は、１１月　
　１９日（水）から廃止となりますので、
　ご了承ください。
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●申し込み・問い合わせ先　教育課　青少年教育係（中央公民館2階）☎64－5906

　市では、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的に、教育機関等へ子どもを修学さ
せるため、金融機関からの融資（教育資金）を受けた保護者に対し利息の一部を補助します。

1．利子補給金（補助金）の内容

2．利子補給金（補助金）の申請方法
申請書に下記の書類を添付して申請してください。
1在学証明書（申請日年度の4月以降に取得したもの）または卒業証明書
2金銭消費貸借契約書の写し
3市民税・県民税に係る、特別徴収税額決定通知書若しくは
　納税通知書の写し、または課税証明書（平成25年度に係るもの）
4平成25年度分の納税証明書
　（申請日前3カ月以内に発行されたもの）
5教育資金融資証明書
6扶養親族調査表
　※上記のうち省略できる書類もあります。
　※申し込みは、平成２７年３月３１日（火）までです。

対象教育施設
国、地方公共団体並びに私立学校法（昭和24年法律第270号）第3条の規
定による学校法人が設立する高等学校、大学高等専門学校及び専修学校で、
修業年限が2年以上と定められているもの。

対 象 と な る
借 入 金

教育施設で修学（入学金、授業料、生活費等）するため、金融機関から融資
を受けた借入金です。（金融機関とは、政府系金融機関、指定金融機関、指
定代理金融機関、収納代理金融機関その他市長が適当と認める機関）

交 付 対 象 者

金融機関等から養育資金の融資を受けた保護者で、次に掲げる要件を満たす
方です。
①申請日の属する年の1月1日現在で1年以上市内に居住し、なお引続き市

内に住所を有する者
②申請日の属する年度の市民税の課税総所得額（課税総所得金額の算定基礎

の年において次のいずれかに該当する者にあっては、当該定める額を控除
した額（保護者2人に所得がある場合は2人の合計額））が350万円以下
である者

　ア課税総所得金額の算定の基礎とする所得において住宅ローン減税の適用
を受けた者は、その年に支払った住宅ローンの元利金支払額

　イ15歳以下の扶養親族があった者は、当該扶養親族一人につき33万円
　ウ16歳から18歳までの扶養親族があった者は、当該扶養親族一人につき

12万円
③市税等を滞納していない者

利 子 補 給 の
対 象 期 間

平成25年4月から平成26年3月の間に支払った利息に係るもの
（平成25年3月以前の利息は対象外です）

利 子 補 給 率 2.5％（約定利率が2.5％未満の場合は当該利率）

借入金の限度額 300万円

教育資金の利子補給のご案内



図書館まつり 11月3日月

午前９時～午後５時
１階 市民ラウンジ通路

北口玄関前

午前１０時～午前１１時
３階 くるみの部屋

午後２時３０分～
  午後３時３０分

午前９時から
２階 研修室２

午後１時～午後３時
２階 研修室２

（信毎データベース）
午前９時～午後５時
３階 閲覧室一般書・児童書・雑誌など

除籍本をおひとりさま10冊
まで無料配布します。

先着順（なくなり次第終了）
主に女性誌の付録です。
抽選となります。

誕生日や思い出に残っている
日の信濃毎日新聞の紙面を
探してみませんか？

自分だけのオリジナル
しおりを作ってみませんか？

図書館まつりを開催します。大勢の皆さまのご来館をお待ちしております。

午前１１時～午後５時

1階にて古本を回収します。
ご家庭で不要になった
  本をお持ちください。

古本回収

午後2時～午後2時30分
３階 くるみの部屋
楽しいおはなし会♪

楽しい腹話術の世界に
触れてみませんか？

無料

絵本原画展「しあわせな王子」の
　最終日（午前9時～午後5時）です

東御市立図書館は「陸前高田市図書館ゆめプロジェクト」を応援します！
ご家庭や会社で不要になった本で、陸前高田市の図書館を再建する手助けができます。
これは長野県図書館協会の協力する支援プロジェクトです。東御市立図書館も協力しています。

「陸前高田市図書館ゆめプロジェクト」とは？
　当プロジェクトでは、ご寄附いただいた書籍を株式会社バリューブックスにより査定を行い、
その買取金額相当を陸前高田市の図書館再建として役立てられます。

回収できない本／ISBN（国際標準図書番号）のない本　百科事典　コンビニコミック
　　　　　　　　個人出版の本　マンガ雑誌　一般雑誌

【陸前高田市×バリューブックス】

（1家族2個まで）

お知らせ版 №244（2014.10.16）⑲

●問い合わせ先　東御市立図書館　☎64－5886
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●問い合わせ先　生涯学習課　生涯学習・スポーツ係（中央公民館2階）☎64－5885

●申し込み・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

中央公民館リニューアルオープン記念

芸術の秋を迎え、日ごろ生涯学習を実践しているグループや個人の発表の場とともに、市民
の皆さまの交流の場として、総合文化フェスティバルを開催します。
❖開催日　　１１月１日（土）午前9時～午後5時　　オープニングセレモニー 午前10時から
　　　　　　１１月２日（日）午前9時～午後4時　　閉会式　午後4時
❖場　所　　中央公民館
❖出　展　　絵画、写真、書道、彫刻、華道、手芸、工芸、園芸、短歌、俳句、川柳、茶道
　　　　　　文芸創作、陶芸、市内小中学校、東御清翔高校、身体障害者福祉協会、個人

❖日　時　　１１月２日（日）午後2時～午後3時
❖会　場　　中央公民館 2階 講義室
❖演　題　　「夢を追いかけて」
❖講　師　　二紀会委員参与　　米

よねづ

津　福
ふくすけ
祐 氏

　　　　　　主催／東御市総合文化フェスティバル実行委員会

文化講演会

　国内で自殺による死亡者数は、平成25年に27,700人を超え、依然として多数の方が自殺で
亡くなっています。東御市においては、平成21年から25年の5年間で亡くなったの方の約８
割が65歳以下の働き盛りの方です。日常生活、特に職場でのストレスにより心の健康を害し
ており、市民の身近な問題として働き盛りの方のメンタルヘルスが大切です。
　今回の講演会では、メンタルヘルスの中から自殺の原因になりやすいといわれるうつ病を取
り上げます。うつ病の特徴を理解し、職場復帰の方法を知ってもらうために市民の皆さまの心
の健康を考える機会として講演会を開催します。

第 1 回 第 2 回

開 催 日 １１月１１日（火） １２月３日（水）

演　　題
「働き盛りのうつ病と心の健康」
　～職場復帰する時のために、
　　　　　　　知っておきたいこと～

「職場の中でのストレスの原因と
　　　　　　　コミュニケーション」

講　　師 小諸高原病院　福
ふけ

家　知
とものり

則 氏
公益財団法人　
身体教育医学研究所　朴

ぱく

　相
さんじゅん

俊氏

申込締切 １１月７日（金） １１月２８日（金）

入場無料

◦時　　間　午後1時30分～午後3時30分

◦場　　所　総合福祉センター ３階 講堂

◦申込方法　下記へ電話でお申し込みください。

第11回 東御市総合文化フェスティバル第11回 東御市総合文化フェスティバル

精神保健福祉講演会
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●問い合わせ先　社会福祉協議会　地域福祉係（総合福祉センター内）☎62－4455

●問い合わせ先　生涯学習課　文化財・文化振興係（中央公民館2階）☎75－2717

東御市文化協会からのお知らせ

　自分にゆとりができて、他人に優しくなり、みんなが幸せになるための介護の在り方につい
ていっしょに考えてみませんか。

◆日　時　　１１月８日（土）
　　　　　　午後1時30分～午後3時
◆場　所　　総合福祉センター 3階 講堂
◆講　師　　信濃毎日新聞社編集委員　

　　　　　　　飯
いいじま

島　裕
ゆういち

一 氏

◆入場料　　無　料
◆後　援　　東御市・社会福祉法人ちいさがた福祉会・社会福祉法人みまき福祉会

♪日　時　　１１月８日（土）　開演 午後6時30分　開場 午後6時　
♪会　場　　東御市文化会館 サンテラスホール
♪入場料　　無　料
♪連絡先　　ＴＮＳジャズ・オーケストラ事務局（貢

みつぎ

）☎62－0125

❖日　時　　１１月１６日（日）　開演 午後1時　開場 午後0時30分
❖会　場　　東御市文化会館 サンテラスホール
❖入場料　　無　料
❖連絡先　　邦楽部会長（小林）☎63－5601

　市民の皆さまに愛されて、結成42年を迎えます。TNSジャズ・オーケストラの
“スィング・ジャズ”を存分にお聴きいただく、年に一度の演奏会をお楽しみください。

　市内で邦楽を楽しんでいる団体が日頃の成果を発表します。

認知症取材と認知症の母から思うこと

いい日いい日　あったかいごの日

「11.11・介護の日・福祉講演会」

TNSジャズ・オーケストラ定期演奏会

第23回 東御市邦楽部会発表会

第31回

講師プロフィール
信濃毎日新聞編集委員
日本科学技術ジャーナリスト会議理事
1948年長野県上田市生まれ
北海道大学水産学部卒業
信濃毎日新聞社入社後、報道部、整理部、文化部を経て、
1994年から現職
専門は、医学・医療・健康問題
著書・編著書に『認知症を知る』（講談社現代新書）、
『健康不安社会を生きる』（岩波新書）など
新聞協会賞（2010年度）の「笑顔のままで―認知症・
長寿社会」、同（1999年度）の「介護のあした」など
の取材班メンバー
「若月賞」受賞（2011年）



� お知らせ版 №244（2014.10.16）

●問い合わせ先　和コミュニティーセンター　☎62－0201（火・木は午前中のみ）

●申し込み・問い合わせ先　東御市立図書館　☎64－5886

●問い合わせ先　議会事務局　庶務係（本館3階）☎64－5810

<いきいき読書講座>

❖日　　時　　１１月８日（土）・９日（日）
❖会　　場　　和コミュニティーセンター及び、その周辺

　日頃の生涯学習の成果である作品の展示をはじめ、ステージ発表やその他の
催し物など和地区の皆さまのふれあいの場として開催いたします。

�日　　時　　１１月１６日（日）午前10時　開場　
　　　　　　　　　　　　　　　　午前10時30分　開演
�場　　所　　東御市立図書館 ２階 研修室１
�出　　演　　愉快な道化師 89ちゃん
　　　　　　　つかはら　しげゆき 氏（清泉女学院短期大学助教授）
�定　　員　　80名（定員になり次第締め切ります）
�申込方法　　10月21日（火）から受け付けを開始しますので、
　　　　　　　下記へ電話でお申し込みください。
�参 加 費　　無　料

アッ‼と驚くパフォーマンスと、思わず笑顔になっちゃう紙芝居を、みんなで一緒に楽しもう。

❖日　時　　１１月１５日（土）　午後７時～午後８時30分
❖場　所　　中央公民館　２階　講義室
❖内　容　　各委員会活動報告、意見交換会

市議会では、「市民に開かれた議会」「市民との協働のまちづくり」を目指して、市民の皆さ
まに議会及び議会活動について知っていただくため、議会報告会を開催します。

　大勢の皆さまにご参加をいただき、ご意見をお聞かせください。

９日（日）
　午後1時～午後3時30分
＊生涯学習講座受講生の皆さま
＊和地区分館サークル
＊和地区全域的な文化活動グループ
＊個人・団体の発表

８日（土）
　午後1時～午後5時
９日（日）
　午前9時～午後3時
　書、絵画、彫刻、工芸　
　写真、生け花等

９日（日）
＊和育成会主催
『ふるさと学習』
＊手打ちそば試食
＊地域物産販売
＊和学校記念館開放

ステージ発表会作品展 催し物

第16回 和地区ふれあい文化祭 開催

「89ちゃんのおたのしみ♪劇場」開催
ぱっくちゃん

『議会報告会』開催●●●●● ●●●●●
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●問い合わせ先　東御市「くらしを見直そう展」実行委員会事務局
　　　　　　　　市民課　生活環境係（本館1階）☎64－5896

◆日　時　11月８日（土）　午前１０時～午後２時
◆場　所　中央公民館
◆開会式　午前９時３０分～午前１０時　

◆味の無料配布・販売◆

東御市農業青年クラブによる餅つきイベント
　　　　　（つきたてのお餅を無料配布！！）

◆発 　表◆

・特殊詐欺防止のための消費者出前講座
　　　　　　　　　　　　（寸劇と解説）長野県弁護士会
・リサイクルファッションショー 花づなの会
・紙芝居「いただきます」とうみ食育市民ネットワーク

お一人でもグループでも試乗は可能です
（運転者は運転免許証をご提示ください）。

他にも小中学校や市民団体等、
たくさん予定しています。

スタンプラリーを行います!!

午前10時～

午前10時30分～午前11時30分 ２階 講堂

マイバッグ・マイカップを
ご持参ください

食品の販売や無料喫茶コーナー
セルフサービスで麦茶・紅茶・
コーヒーがあります。

近ごろ、環境のことや
食のことなど日常生活で
いろいろ気になりませんか？
この機会にくらしを見直す
ヒントを探しに
ぜひお越しください。

いろいろな団体を巡って
スタンプを集めよう。
いいことあるかも～♪

バザー・
フリーマーケット
 午前10時30分～午前11時30分

バザー・
フリーマーケット
 午前10時30分～午前11時30分

１回につき運転手を含め３名まで、試乗時間は５分程度です。
※なお、バッテリーの残量によっては、途中で打ち切る
　場合もあります。チャイルドシートもあります。

◆電気自動車の試乗◆
受付時間 
　午前10時～午後１時30分 
１階 玄関前駐車場

味の里とうみ、さんらいずホールダーチャ
NPO法人普通の暮らし研究所岩井屋、橘

東御市くらしの会　花づなの会　ごみ減量アドバイザー　生ごみリｻイクル研究会　
リフレッシュマザーズin田中　とうみ食育市民ネットワーク　リｻイクル素材手作りおもちゃ　

JAのぞみ　自然エネルギー東御地域協議会　東御市女性団体連絡協議会　
上田交通安全協会東御部会　上小防犯協会連合会　東御市農業青年クラブ　

豊かな環境づくり上小地域会議　NPO法人CO2バンク推進機構
長野県地球温暖化防止活動推進センター　長野県弁護士会　普通の暮らし研究所岩井屋　
関東農政局長野地域センター　上田地域広域連合　滋野小学校　田中小学校　和小学校　
祢津小学校　北御牧小学校　東部中学校　北御牧中学校　東御清翔高校　味の里とうみ　

さんらいずホールダーチャ橘　コープながの　㈲三井金属　長野都市ガス㈱　東京理工器㈱　
長野三菱自動車販売㈱　東御市（健康保健課　市民課）

参加団体（予定）
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●問い合わせ先　地域づくり支援室　地域づくり支援係（本館2階）☎71－6790

主催／映画「じんじん」東御市上映会実行委員会

●問い合わせ先　企画財政課　広報統計係（本館2階）☎64－5806 

配信情報　
　①市内火災情報　
　②災 害 情 報（市内風水害・県内震度₄以上） 
　③不 審 者 情 報　
　④その他の情報（行方不明者・有害鳥獣出没など）
携帯電話やパソコンのメールアドレスがあれば、どなたでも登録できます。
情報提供料金は無料（ただし、メール通信料金はお客様負担となります）。
登録方法／tomi_jh@eml.city.tomi.nagano.jpへ空メールを送信すると、
　　　　　　本登録手続きのメールが届きます。詳しくは市ホームページをご覧ください。

QRコード

メール配信

＠とうみあっと

（緊急情報等メール配信サービス）

日　時　１１月２２日（土）　昼の部：午後２時（開場：午後１時30分）
　　　　　　　　　　　　　　　夜の部：午後６時30分（開場：午後６時）
会　場　東御市文化会館 サンテラスホール

　この上映会は、市民の皆さんと市の協働で取り組む実行委員会が主催し、映画を通じて、地域や
人と人とのつながりの大切さを多くの市民の皆さんにお伝えすることで、地域づくりに活かしていた
だくことを目的としています。

鑑賞券 【前売券】一般　1,000円　※小中高生の前売券はありません。
　　　　 【当日券】一般　1,500円／小中高生　800円
前売券取扱所　実行委員による販売のほか下記の取扱所でも販売しています。
　　　　　　　　地域づくり支援室（本館2階）、市民課支所市民係（北御牧庁舎内）
　　　　　　　　中央公民館2階（平日の午前8時30分～午後5時15分）
　　　　　　　　東御市文化会館（休館日を除く、午前9時～午後5時30分）

出演　大地康雄★佐藤Ｂ作★若村真由美　ほか
　　　「絵本のまち」北海道剣淵町を舞台にした本作は、

地域のつながりや親子の絆を描いた、あたたかな感動
とやさしい気持ちが“じんじん”と広がるストーリー。

けんぶちちょう

市民の手で、地域を元気に！

映画「  　　　」
　上映会 開催

     


