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② お知らせ版 №245（2014.11.₄）

●申し込み・問い合わせ先　企画財政課　企画政策係（本館2階）☎64－5893

●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

ふれあい市長室
開催します

　開かれた市政の推進を目的に、市長が市民の皆さんと直接お会いし、市政に関するご意見等
をお聴きする「ふれあい市長室」を、次のとおり開催します。
　市政について日頃お考えのこと、ご提案など、市長と気軽に懇談してみませんか。
◇日　　時　　１１月１９日（水）　午前₉時～正午
◇場　　所　　市役所  本館₂階  市長室
◇テ ー マ　　「市政に関すること全般」
◇対 象 者　　市内にお住まいの方（個人、グループ、団体）
◇懇談時間　　₁組15分程度
◇事前予約　　前日までに、下記へ電話でお申し込みください。
　＜申込内容＞　①グループ（団体）の場合…グループ（団体）の名称、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の住所・氏名・電話番号
　　　　　　　　　個人の場合…住所・氏名・電話番号
　　　　　　　　②懇談したい内容
◇当日受付　　午前₈時30分～午前11時（ただし、事前予約の方を優先します。）
◇そ の 他　　会場の都合上、₁組₅名以内とさせていただきます。
　　　　　　　次回は、平成27年₂月に開催する予定です。

　からだを動かすことの楽しさ、心地よさを体感できる健康支援プログラムです。
　最近、体力の衰えを感じている方、きっかけが欲しい方、キホンを知りたい方。10年後の
自分のために何か始めてみませんか？

❖時　　間　　午前9時30分～午前11時30分
❖会　　場　　総合福祉センター 2階（保健センター内）いきいきルーム
❖募集定員　　15名（20歳からおおむね65歳までの市民の方）
❖参 加 費　　₁回  300円
❖講　　師　　公益財団法人 身体教育医学研究所 健康運動指導士 　
❖申込方法　　開催日の₁週間前までに、下記へ電話でお申し込みください。

日　程 内　容 服装・持ち物

１２月８日
（月）

ストレッチング・筋肉トレーニング編
からだのすみずみまで、伸ばしてスッキリ！
眠っている筋肉を目覚めさせましょう！

動きやすい服装

汗ふきタオル

水分補給用の飲み物

１２月１５日
（月）

ウォーキング編
　まずは10分ウォーキングから始めてみましょう！
　－東御中央公園でウォーキング－
　☆雨天でも室内で運動します。

動きやすい服装・タオル・帽子
両手が空くリュック等
ウォーキングシューズ等
水分補給用の飲み物
歩数計（お持ちの方）

ふれあい市長室 開催
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●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

●問い合わせ先　和コミュ二ティーセンター　☎62－0201（火・木は午前のみ）

●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

　今年も残り数カ月となりましたが、年賀状の準備はお済みでしょうか？今回は、パソコンを
使った年賀状作成を計画いたしました。

　今宵は、秋の星々が空いっぱいに広がっています。ペガスス座（四角形）が目をひくように
輝き、秋の星座を探す目印になっています。ギリシア神話の壮大な物語を思い浮かべながら、
秋の星座を心行くまで眺めてみませんか。

☆日　時　　１１月１５日（土）　午後７時～午後８時
☆会　場　　和コミュニティーセンター及び周辺
☆内　容　　プロジェクターを見ながら星についての解説と星空観望
　　　　　　※曇りや雨天時は、解説のみとなります。
☆解　説　　小

こばやし

林　将
まさき

喜 氏
☆持ち物　　懐中電灯や双眼鏡（お持ちの方）
☆その他　　申込不要。夜間につき、未成年者は保護者同伴もしくは送迎が必要です。暖かい

服装でお越しください。当日参加者の方には『簡易星座早見表』をさしあげます。

　日　　時　　11月30日（日）　午前9時20分～午後5時（受付：午前9時）
　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位まで表彰および副賞があります。
　そ の 他　　申込不要。参加者全員に昼食をご用意します。
　連 絡 先　　棋道部会（日本棋院東御支部）部会長：増田　☎67−0268

第31回「支部長杯」囲碁大会
　この機会にあなたの腕前を披露してみませんか。

日　　時 １２月２日（火） 時　　間 午後7時～午後8時

講 座 名 パソコンを使って年賀状を作ろう 場　　所 東部中学校　パソコン教室

講 師 安
やすまつ

松　大
だいすけ

介　先生 定　　員 20名

申込期限 １１月２５日（火） 持 ち 物 上履き、筆記用具、年賀ハガキ
お持ちの方はデータ保存用USB

そ の 他 詳細につきましては、後日通知いたします。

第7弾 12月開講学校公開講座受講生募集

第2回  星空観望会参加者募集
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●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

●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　東御市農業農村支援センター田中地区推進委員会事務局
　　　　　　　　　　　　　（JA信州うえだ 田中店内）☎62－0113
●問い合わせ先　農業農村支援センター（別館2階  農林課内） ☎64－5887

秋も終わり、冬が近づいてきます。中央公民館では、下記のように生涯学習冬期子ども講座
を計画いたしました。参加は無料です。

�講 座 名　　『冬の探鳥会』
�開 催 日　　１１月３０日（日）午前９時～午後２時30分
�内　　容　　寒さに耐える野鳥の姿を観察しよう
�場　　所　　集合／中央公民館  駐車場　　目的地／上田市塩田平（舌喰池・山田池）
�定　　員　　25名（対象：小学１年生～中学３年生）
�講　　師　　野鳥研究家　香

かがわ
川　敏

としあき
明 氏

�持 ち 物　　弁当、水筒、雨具（傘でも可）、筆記用具、双眼鏡（お持ちの方）
�服　　装　　暖かい服装　帽子　手袋　防寒靴
�申込方法　　１１月２１日（金）までに、下記へお申し込みください。
�そ の 他　　野鳥観察場所へは市のバスで移動します。
※詳細につきましては、後日通知いたします。

・と　き　　１１月１９日（水）　午後3時20分〜午後4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。

おはなし会

❖収 穫 日　　１１月２９日（土）・３０日（日）
　　　　　　　１２月６日（土）・７日（日）の４日間
❖時　　間　　午前9時30分～正午
❖場　　所　　東部中学校　旧正門東側　野沢菜圃場
❖収穫費用　　野沢菜₁㎏あたり50円です（予約以外は1kgあたり80円です）。
❖申込方法　　住所、氏名、電話番号、希望収穫日、希望収穫量を下記までご連絡ください。
　　　　　　　先着順（希望が多い収穫日は調整させていただきます）
❖そ の 他　　包丁持参。漬込みの目安量は18ℓ樽は10㎏、72ℓ樽（4斗樽）は75㎏です。

田中地区の地域農業を推進する委員会では、遊休農地を活用して野沢菜作りを行っています。
これからの野沢菜漬けシーズンに併せて、収穫体験を行います。新鮮で安全な野沢菜を必要な
数量だけ、ご自分で収穫し漬け込みをしてみませんか。

平成26年度
生涯学習冬期子ども講座開催

野沢菜の収穫体験をしてみませんか
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●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

●申し込み・問い合わせ先　東御市文化会館　☎62－3700

●問い合わせ先　東御市立図書館　☎64－5886

■応募方法
　▪応募資格　　保育士の資格を有し、保育士の登録をされている方で通勤可能な方
　▪応募書類　　①東御市職員採用試験申込書

①の書類につきましては、市ホームページからダウンロードしていただく
か、下記へご請求ください。http://www.city.tomi.nagano.jp/

②保育士登録証の写し　
　▪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します
　▪応募期限　　１１月２８日（金）　※当日消印有効
　▪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。

　市民の皆さまに「スタインウェイ」に触れていただき、さらに地元愛好家の演奏を聴いてい
ただくことを目的とした『クリスマスピアノコンサート』を開催いたします。

♬日　時　　１２月１３日（土） 午前10時 開演
♬会　場　　東御市文化会館 サンテラスホール
♬第１部　　「ピアノを弾こう！」午前10時〜正午　
♬第２部　　「普段着で聴けるクラシック」午後1時〜午後3時　
　　　　　　　出演　ピアノソロ：西

にしざわ

澤　真
まりこ

理子　
　　　　　　　　　　ピアノアンサンブル：L

レ

e R
リーサ

isa　金
かない

井　美
みほ

穂・中
なかむら

村　倫
のりこ

子
　　　　　　　　　　ピアノコンチェルト：上田アンサンブルオーケストラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指揮／高

たかはし

橋　秀
しゅう

　　ピアノ／木
きうち

内　貴
たかひろ

大
♬第３部　　クリスマスプレゼント抽選会

第2部からは
入場料が必要です。
全席自由　
一般：1,000円
中学生以下：無料

第11回『クリスマスピアノコンサート』開催
ピアノの名器「スタインウェイ」を聴こう！ 弾こう！

■業務内容
　▪勤務場所　　東御市立保育園　　　　　　▪勤務時間　　午前８時30分〜午後５時15分
　▪募集人員　　若干名　　　　　　　　　　▪勤務期間　　市の任用規定によります
　▪勤務開始　　採用試験の月、または、その翌月から

＊日　時　　１１月２７日（木）　午後1時～午後4時10分
＊場　所　　市立図書館 2階 研修室1（受講料500円）
＊内　容　　農業の6次産業化の現状と図書館　 ㈱産直新聞社  毛

けがさわ

賀澤 明
あきひろ

宏 氏
　　　　　　ルーラル電子図書館と農業情報の検索方法　 長野県短期大学  西

にしいり

入 幸
さちよ

代 氏

市の臨時保育士を募集します

図書館講座　農業編
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●申し込み・問い合わせ先　人権同和政策課　男女共同参画係　☎64－5902

●問い合わせ先　農林課　農政係（別館2階）☎64－5894

　　　　　　　　子育て支援課　保育係（東部子育て支援センター2階）☎64－5903
●問い合わせ先　上下水道課　業務係（勤労者会館1階）☎71－9100
　　　　　　　　税務課　収税管理係（本館1階）☎64－5877

❀日　　時　　１１月３０日（日）午後1時30分〜午後3時30分
❀場　　所　　東部人権啓発センター ３階 大会議室
❀学習内容　　講演と交流会
　　　　　　　　　　「だれがやるの？それはみんなで」
　　　　　　　講師　ハイブリッド・ジャパン代表取締役　山

やまうら

浦　悦
えつこ

子 氏

❀申込方法　　下記へ電話でお申し込みください。　　　　　　　　
　　　　　　　主催／東御市男女共同参画推進会議　東御市

～共に生きる社会を目指して～

◆女性起業家がまだ珍しい存在だった80年代初頭、OA機器の組立・製造という先進的
な事業を立ち上げました。働きやすさに配慮した雇用体制、女性社員の積極採用など、
常に皆が笑顔で働ける職場づくりに力を入れた様々な取組をお聞きください。

　世界に誇れる「シナノグルミ」の知名度アップとブランド化を目指し、優良品種の更なる普
及を図るため、くるみ祭り・品評会を開催します。東御市自慢のくるみを是非ご覧ください。
❖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』
❖内　容　　◇品評会出品物やくるみ関係資料の展示　　　　◇くるみ郷土色の紹介
　　　　　　◇くるみやくるみの加工品の展示品販売　　　　◇くるみ栽培相談
　　　　　　◇くるみの写真展（11月30日（日）まで展示します）

❖日　時　　１２月３日（水）午前10時～正午
❖場　所　　サンファームとうみ（鞍掛1220）
❖主　催　　JA信州うえだ東部営農センター　☎62－3322

▪くるみ栽培・剪定講習会開催▪

　　　　　　主催／日本くるみ会議　　連絡先（花岡）☎64−3881

　このたび、上田信用金庫東部町支店は平成２６年１２月１日（月）より「とうみ支店」に店
舗名を変更することになりました。
　なお、公共料金（保育料、水道料金、税金）等の自動引落しについて、変更手続きは必要あ
りません。そのままご利用いただけます。

やさしい男女共同参画セミナー

くるみ祭り・品評会　開催

東御市指定金融機関等の一部名称変更
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●問い合わせ先　農業農村支援センター（別館2階  農林課内）☎64－5887

●問い合わせ先　農林課　耕地林務係（別館2階）☎64－5898

　農業農村支援センターでは、農業委員会とJA信州うえだ、JA佐久浅間の共催により、下記の
日程で農地相談会を開催します。この相談会は優良農地を認定農業者・新規就農者等、地域農
業の担い手に集積することを目的としています。
　水田・畑地・巨峰等の樹園地で10アール以上の貸し付けまたは借り受けをご希望の方は、
お近くの相談会場へお越しください。

▪持ち物　・土地・家屋・償却資産名寄帳（税務課発行）または、固定資産税課税明細書
　　　　　・印　鑑
　　　　　・貸したい農地の地番や面積がわかるようにしてお越しください。

①農地維持支払
　　農地や水路の草刈り、泥上げ、農道の路面維持などの地域資源の基礎的な保全活動
②資源向上支払
　◦地域の質的向上を図る共同活動
　　水路、農道などの施設の軽微な補修や、景観形成などの農村環境を保全する活動
　◦施設の長寿命化を図る活動
　　水路、農道などの施設の長寿命化のための補修・更新などの活動

農業者やその他の地域住民、自治会、土地改良区などで構成される組織

５年間（平成27年度から平成31年度まで）
※取組みを検討する場合は、１１月１８日（火）までに下記へご相談ください。

1事業の内容

2対象となる組織

3活動期間

　市では、本事業を活用して、農村の自然環境や景観の保全・形成等、多面的機能を最大限発
揮させるため、地域ぐるみで効果の高い共同活動と農業者ぐるみで先進的な営農活動を一体的
かつ総合的に実施する組織を支援します。

開催日時
午前９時～午前11時30分 午後１時30分～午後４時

地区および会場 地区および会場

１１月２５日（火）
滋野地区 田中地区

JA滋野店 ２階 会議室 市役所別館 ４階 会議室

１１月２６日（水）
祢津地区 和 地 区

JA祢津店 ２階 会議室 JA和店 ２階 会議室

１１月２７日（木）
北御牧（川西）地区 北御牧（川東）地区

北御牧庁舎 ２階 第３学習室 北御牧庁舎 ２階 第３学習室

農地相談会  開催

多面的機能支払交付金事業のご案内
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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　福祉課　福祉援護係（総合福祉センター内） ☎64－8888
　　　　　　　　長野県児童虐待・DV 24時間ホットライン ☎0263－91－2410

　「障害者週間」（12月₃日〜₉日）に併せて東御市障がい者福祉のつどいを開催します。
誰もが参加できる社会の実現に向けて一緒に考えてみませんか。参加は無料です。

＊日　時　　１１月２９日（土）午前９時30分～正午
＊場　所　　中央公民館 ３階 講堂
＊内　容　　◇式　典（体験発表　他）
　　　　　　◇座談会　「ユニバーサル社会の実現をめざして」
　　　　　　　　　　　誰もが参加できる社会の実現に向けて、ユニバーサルスポーツの取り
　　　　　　　　　　　組みを紹介します。
　　　　　　主催／東御市障がい者福祉のつどい実行委員会　社会福祉協議会

1身体的虐待
　　殴る、蹴る、激しく揺さぶる、熱湯をかける、首を絞める、タバコの火を押
しつける、おぼれさせる、逆さ吊りにする、冬に戸外に閉め出すなど。
2心理的虐待
　　言葉で脅す、無視する、心を傷つけることを繰り返し言う、他の兄弟姉妹と
激しく差別するなど。子どもの目の前でDVを行う。
3ネグレクト（養育放棄）
　　適切な食事を与えない、風呂に入れない、家に閉じ込める（子どもが学校に
行きたがっているのに、行かせない）、重大な病気になっても病院に連れて行
かない、乳幼児を家に残したまま度々外出する、パチンコ店の駐車場の自動車
内に乳幼児を放置する、同居人による1、2、4の虐待を放置するなど。
4性的虐待
　　子どもへの性交、性的行為を強制する、性器や性交を見せる、ポルノ写真の
被写体に強要するなど。

　児童虐待とは、保護者が子どもに対し次の行為をする事をいいます（その行為が虐待にあた
るかどうかは保護者の意図にかかわらず、子どもの視点で判断します）。

児童虐待の定義

相談してください　ご自身が妊娠や出産で不安におもったときや悩んだとき。
　子育て中の方へ　子育てに悩んだ場合は、早めに下記へご相談ください。相談だけでなく、

　様々な支援を受けられる場合があります。
通告してください
　皆　さ　ん　へ　児童虐待を受けたと思われる子どもを発見したら、下記へご連絡くださ

　い。「子どもを守るだけでなく保護者や家庭支援のきっかけになる」と
　考えましょう。

第11回東御市障がい者福祉のつどい

～ ～
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●問い合わせ先　人権同和政策課　男女共同参画係　☎64－5902

●問い合わせ先　子育て支援課　子育て支援係　☎64－5814

●申し込み・問い合わせ先　人権同和政策課　男女共同参画係　☎64－5902

　豊かに暮らせる男女共同参画のまちづくりをめざして、地域づくりについて共に語りあい、
学びあえる場として、祢津地区にて地区懇談会を開催します。

❖日　時　　１１月１５日（土）午後７時〜午後９時（受付　午後６時30分）
❖場　所　　祢津公民館
❖内　容　　男性も女性も共に取り組む「子育て・福祉・地域づくり」
　　　　　　主催／東御市男女共同参画推進会議　東御市

＊日　時　　１１月２１日（金）　午前10時～午前11時30分
＊場　所　　中央公民館 3階 講堂　一般聴講可
＊テーマ　　「地域みんなで子育て支援」～こころに原風景を育てよう！～

＊講　師　　白梅学園大学長　汐
しおみ

見  稔
としゆき

幸 氏

プロフィール
教育学、子どもの発達的人間学(教育人間学)、特にことばと人間形成を専門とする教育哲学者の一
人。わかりやすくユーモアにあふれた講演内容は、プロの教育者から子育て中の親まで幅広く支
持されている。東京大学大学院教育学研究科教授を経て、現在、白梅学園大学学長を務める。

＊その他　　申込不要。託児をご希望の方はお知らせください。

Ë開 催 日　　１１月１９日（水）午前９時〜午前11時
Ë場　　所　　東部人権啓発センター ２階 相談室
Ë対 象 者　　市内にお住まい、または勤務されている方
Ë定　　員　　４名（お一人30分程度）
Ë申込方法　　下記へ電話でお申し込みください。
　　　　　　　託児もありますので、ご希望の方はお申し込みの際にお知らせください。
Ë内　　容　　DV、結婚・離婚、隣人とのトラブル等、法律問題に関すること
Ëそ の 他　　問題解決のために、法律上どうしたらよいのかを相談できます。
　　　　　　　あらかじめ、相談したい内容を簡単な書面にしてお持ちください。

　女性弁護士だからこそ相談できるデリケートなお悩みもあるかもしれません。この相談会で
は、弁護士があなたの日々のお悩みをお聞きし、法的アドバイスをします。
　相談は無料ですが、弁護士が既に受任している依頼者の相手から相談を受けた場合には、弁
護士倫理の関係から相談をお受けできませんのでご承知ください。

男女共同参画まちづくり地区懇談会

第4回 子育て支援サポーター
養成講座 講演会

平成26年度地域少子化対策強化事業「子育てしやすい地域づくり事業」

女性弁護士による法律相談会 開催



      

 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
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○日時／11月26日（水）午後1時～午後4時
○場所／上田市役所 南庁舎 ₆階「真田の間」
○内容／土地の境界に関わるトラブルの悩み
　　　　土地建物に関する登記等のこと
○予約／受付時間 午前10時～午後₃時
　　　　（ただし、正午～午後₁時を除く）
●申し込み・問い合わせ先

長野県土地家屋調査士会　☎026－232－4566

　中小製造業、オフィスビル、商業施設、宿泊施設、病院、
公共施設等の設備の「省エネルギー診断」を、隊員₄～₅
名が現場に伺って実施し、具体的な改善事項の指摘と、改
善に必要な投資費用と回収年月の試算、省エネ効果、温室
効果ガスの削減量等を提示します。診断は無料です。
※年間40社程度実施
　http://www.dia.janis.or.jp/~nccca/shien/syoenepatp.htm
●申し込み・問い合わせ先
セイコーエプソン株式会社広丘事業所　☎0263－54－1461

　北信・東信地区の皆さまの手話ダンス交流会を開催しま
す。手話ダンスの経験のない方も、是非、ご覧ください。
○日時／11月16日（日）午前10時～午後₃時30分
○場所／東御市中央公民館 ₃階 講堂
●問い合わせ先

手話ダンスサークルレインボー（後藤）☎62－1565

おりがみ教室「クリスマス飾りを折る」
○日　時／11月16日（日）午前10時～正午
○会　場／₁階 第₄・₅研修室（参加費300円）
○申込み／当日（作品を持ち帰る袋をご持参ください）
太陽の観察（黒点、プロミネンスの観察）
○日　時／11月22日（土）午前10時～正午
○会　場／天体観測室（参加無料）
○申込み／当日（直接会場へお越しください）
星空コンサート～湯澤かよこ～
○日　時／11月28日（金）午後₇時から
○会　場／₄階 プラネタリウム室
○出演者／湯澤かよこ　オサカミツオ（ギタリスト）
※チケット発売中1,000円（全席自由席）
子どもは天才講座「アートなクリスマスケーキづくり」
○日　時／12月20日（土）午前10時～午前11時30分
○会　場／₁階 文化ホール（参加費500円）
○対　象／未就学児（₂歳以上）とその保護者
○申込み／11月20日（木）から電話申込み開始
●申し込み・問い合わせ先／上田創造館　☎23－1111

　ロマンあふれる昔の百体観音のあった道を１番から20番
まで歩いてみませんか。
○日　時／11月16日（日）午前₉時～午後₁時
○場　所／新張公民館　午前₈時30分集合
○講　師／楢

ならはら

原　聚
あつむ

 氏　佐
さとうとしあき

藤利明 氏
○日　程／講師が₁～20番観音それぞれの場所で説明をし

ます。豚汁をご用意します。
○持ち物／水筒、筆記用具、雨具、ウォーキングに適した

服装（防寒対策）でお越しください。
○その他／申込不要。当日お越しください。
●問い合わせ先／新張活性化委員会（楢原）☎64－2654

○日　時／11月22日（土）午前10時～正午
○場　所／滋野小学校
○持ち物／エコバック、上履き
○バザー／未使用品販売、農産物、ゲームコーナー、パン
　　　　　くるみおはぎ販売・シュークリームの実演販売
○資源回収／アルミ缶、紙類、布類など（市回収表参照）

当日持参いただいたお子さんには、ゲームコ
ーナーのチケットを差し上げます。

○駐車場／旧滋野保育園をご利用ください。
●問い合わせ先

滋野小学校140周年記念事業事務局（原沢）☎62－0404

○日　時／11月21日（金）
　　　　　午前₉時20分～午後₂時30分
○場　所／上田市文化センター（無料）
○展　示／木彫、俳句、川柳、俳画、書道、ちぎり絵　他
○ステージ発表／午前₉時20分～正午
　　　　　詩吟、寸劇、ハーモニカ演奏、手話ダンス
　　　　　マジック、アルパ演奏
○講　演／午後₁時～午後₂時30分
　　　　　演題　「真田幸村父子と大坂冬の陣・夏の陣」
　　　　　講師　堀

ほりうち

内　泰
やすし

 氏（郷土史研究家）
●問い合わせ先／上田保健福祉事務所福祉課　☎25－7124

上小地区賛助会活動発表会　開催

滋野小学校140周年記念事業
バザー・資源回収　開催

省エネパトロール隊による
省エネ診断のご案内

旧湯道を歩こう！
百体観音の素晴らしさを学ぼう

第21回手話ダンス交流会

上田創造館だより

土地家屋調査士の行う無料相談会
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●申し込み・問い合わせ先　人権同和政策課　人権同和政策係　☎64－5902

○日　時／11月₉日（日）　
　　　　　午後₁時～午後₄時（開場　午後₀時30分）
○場　所／中央公民館 ₃階 講堂
○テーマ／目指そう8020 いい歯は一生の宝！
○内　容／8020達成者の表彰
○特別講演／講師　有限会社 丸山珈琲　
　　　　　　　　　　　　代表取締役　丸

まるやま

山　健
けんたろう

太郎 氏
　　　　　　演題「つながりがもたらす最高の一杯～
　　　　　　　　　　　　　　コーヒーバイヤーの仕事」
　　　　　　クイズタイム、展示　他
●問い合わせ先／上田小県歯科医師会　☎22－2160

　県内就職を目指す大学（院）・短期大学・専修学校に通
う学生及び既卒₃年以内の方を対象に、就職に関する情報
を提供する「就職情報提供サービス」をメール等で配信し
ていますので、ご利用ください。
　また、本サービスは保護者の皆さまも登録いただけます。
お子さまのUターン就職支援のためにもご活用ください。
○提供情報
　・各地域の合同企業説明会（面接会）の開催情報
　・就職活動に役立つセミナー情報
　・自治体等職員採用情報　など
○利用方法／「長野県　就職情報提供サービス」と検索し

ていただき、電子申請にてお申し込みいただくか、下記
へお問い合わせください。

●問い合わせ先／県庁労働雇用課　☎026－235－7201

　地球温暖化防止及び大気汚染防止のため、自動車税を環
境配慮型に変える全国一律の「グリーン化特例」が平成14
年度から実施されています。改正後の内容は下記の通り。
①環境負荷の大きい自動車

◆日　　時　　１１月２１日（金）　午前₉時～午前11時　
　　　　　　　　　　　　受付時間　午前₈時45分～午前10時30分
◆場　　所　　東部人権啓発センター
◆事前予約　　弁護士の法律相談は予約が必要ですので、下記へお申し込みください。
　　　　　　　ただし、予約の状況により相談をお受けできない場合はご承知ください。　　

※相談には、弁護士・司法書士・人権擁護委員・行政相談委員・消費生活専門相談委員の方が
応じます。相談料は無料で、秘密は厳守されます。

対象自動車 新車新規
登録の時期 増額割合

バス・
トラック

ディーゼル車 H16.₃以前
概ね10％

ガソリン・LPG車 H14.₃以前

バス・
トラック以外

ディーゼル車 H16.₃以前
概ね15％

ガソリン・LPG車 H14.₃以前

対象自動車 減額率
新車新規登
録年度⇒
減額年度

電気自動車・燃料電池自動車・天然
ガス自動車（一定の排出ガス基準を
満たすもの）

概ね
75％ H26年度⇒

H27年度

H27年度⇒
H28年度

プラグインハイブリッド自動車・ク
リーンディーゼル乗用車

H17排出ガ
ス基準＋75
％低減

か
つ

H27度燃費基準＋20
％達成かつH32年度
燃費基準達成車

H27度燃費基準＋20
％達成車（H32年度
燃費基準未達成車） 概ね

50％
H27度燃費基準＋10
％達成車

②環境負荷の小さい自動車

●問い合わせ先／県庁税務課　☎026－235－7051

第18回上小「いい歯の日」フェスタ開催 自動車税グリーン化特例の見直しについて

「就職情報提供サービス」をご利用ください

今月の「人権よろず相談所」

❖法律相談：裁判、訴訟、契約、債権債務、損害賠償、相続、遺言など法律問題に関すること
❖登記、クレジット・サラ金相談：登記手続きやクレジット・サラ金問題などに関すること
❖人権相談：結婚・離婚、隣人・親子・兄弟・夫婦の関係調整と差別など人権に関すること
❖行政相談：行政機関への各種申請手続き、要望、陳情、苦情など行政に関すること
❖消費生活相談：日常生活での消費問題、商品勧誘等の苦情など消費生活に関すること

相　談　内　容
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●申請・問い合わせ先　市民課　生活環境係（本館1階）☎64－5896
　　　　　　　　　　　市民課　支所市民係（北御牧庁舎1階）☎67－3311

●申し込み・問い合わせ先　建設課　住宅係（別館3階）☎64－5882

近年、高齢者が加害者となる事故が多発しています。一般的に、年齢を重ねるとともに身体
機能等が変化し、運転能力が衰えます。悲惨な交通事故を防ぐためにも、自分の身体の状況と
運転能力に自信がないという方は、運転免許証の自主返納をご検討ください。

❖対 象 者　　運転免許証のすべてを自主返納された東御市民の方
❖支援内容　　東御市デマンド交通「とうみレッツ号」の利用回数券11枚綴り5枚
　　　　　　　を後日郵送でお届けします。
❖手続方法　　①上田警察署（上田市天神3−15−74　☎22−0110）または、
　　　　　　　　東信運転免許センター〔旧望月警察署〕
　　　　　　　　（佐久市協和131−1　☎0267−53−1550）で、
　　　　　　　　運転免許証の取消し手続きを　行ってください。

②下記申請先へ、公安委員会発行の「申請による運転免許の取消通知書」と印
鑑を持参し「免許証自主返納促進事業申請書」をご記入の上、申請してくだ
さい。※申請期間は取消通知書の記載日から1年以内となります。

　市では、古い建築基準で建てられた住宅の耐震診断を無料で実施しています。
　大規模な地震等の発生に備え、この機会に自宅の耐震診断をしてはいかがでしょう。
　診断を受けて危険と診断された住宅が、耐震補強工事を行う場合は工事に対する補助制度を
利用できます。（工事をする前に、申請が必要ですのでご相談ください。）

申込期間：平成２６年１２月５日（金）まで

1
①昭和56年5月31日以前に建築工事に着工していること
②一戸建てで自己所有であること
③木造住宅（在来工法）であること
　※建築確認申請を伴う増築や改築を行っている部分は対象外となります。

長野県に登録されている木造耐震診断士が、実地調査と所有者から提供された資料等に基
づいて住宅の耐震性能を評価します。
また、評価に基づき耐震補強案を作成し、概算の工事費用を算出します。

・壁などを壊さず、わかる範囲の情報に基づき診断します。
・住宅建築の際の図面等が、残っている方はご用意ください。
・住宅内を詳細に調査しますので、立ち会いが必要です。
・診断日について、診断士と十分調整できるようにしてください。

上記の3点のすべてにあてはまる場合

　　診断の対象となる住宅

　　耐震診断（無料で受けられます。）2

（1万円分）

耐震診断（無料）を実施しましょう
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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

●申請・問い合わせ先　福祉課　福祉推進係（総合福祉センター内）☎64－8888

【放送時間　9：00〜　15：00〜　21：00〜】

≪番組案内≫11月4日（火）〜20日（木）

「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！

　東御市では、給付金の給付対象者になると思われる方（世帯）へ申請書用紙をお送りしてい
ます。申請がまだお済でない方は、お早目に手続きをお願いします。申請書が届いていないか、
今一度ご確認いただき、対象となる場合は必要書類を添えて必ず期限内にご提出ください。
◦提出先　福祉センター（郵送可）、市役所本庁舎及び北御牧庁舎でもお預かりします。

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～

６日 （木） 月刊とうみチャンネル
　10月号　～後半～

７日 （金） とうみキッズ10月号

８日 （土） 平成26年度運動会
　～東御市立田中小学校～

９日 （日） 平成26年度運動会
　～東御市立祢津小学校～

10日 （月）
信州・果物と朗読紀行
岩崎信子さんと一緒に朗読駅伝
　　「クルミ物語」

11日 （火） 東部中学校第51回学芸発表会
　～開会式・ステージ発表～

12日 （水） 東部中学校第51回学芸発表会
　～校内音楽会～

13日 （木） 北御牧中学校かくま祭
　～開祭式・意見発表・吹奏楽部～

14日 （金） 北御牧中学校かくま祭
　～ミュージックフェスティバル～

15日 （土） 平成26年度運動会
　～東御市立滋野小学校～

16日 （日） 平成26年度運動会
　～東御市立和小学校～

17日 （月）

「東御の日」記念講演会
　「地方の課題と可能性」
　講師：村山元展氏
　　　　　（高崎経済大学教授）

18日 （火） 「東御の日」記念式典

19日 （水）

近未来の小商い
　～山の上のパン屋に
　　　　　　　人が集る理由～
　講師：平田はる香氏

20日 （木）

テレビ版行政ラジオ番組
「そよ風にのせて」
　～御牧ふれあいの郷づくり協議会～
滋野小学校5年生米作り学習
（10時、16時、22時）

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
。

※
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
。

再

再

再

再

再

再

再

再

「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」の

申請期限を延長しました
・申請期限 12月26日（金）まで

郵送の場合は、平成27年1月1日（消印有効）
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●問い合わせ先　税務課　住民税係（本館1階）☎64－5877
　　　　　　　　上田税務署　☎22－1234　　

●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

　個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方（住民税申告の方も含まれます）
は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要になりました。

※上記いずれかの会場にお越しください。駐車場が狭いため、自家用車のご利用は極力ご遠慮
　ください。開催会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

日　時　１１月２９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 
講　師　信州大学医学部特任教授　信州大学名誉教授

演　題　元気の源～人の為に汗をかくことが意欲を生み元気の源となる～

開　催　日 対象者 開催会場

１１月１１日（火）
午前10時30分～正午 不動産所得者

上田市民会館
２階　大会議室

（上田市二の丸1-2）
午後1時30分～午後3時 農業所得者

１１月１２日（水） 午前10時30分～正午 事業所得者

１１月２１日（金）
午前10時30分～正午 事業所得者 千曲市役所更埴庁舎

３階　講堂
（千曲市大字杭瀬下84）午後2時～午後3時30分 不動産所得者

１１月２５日（火）
午前10時30分～正午 事業所得者 東御市勤労者会館

２階　大会議室午後2時～午後3時30分 不動産所得者

記帳説明会　日程表

日時　平成２７年１月３１日（土）
　　　　午後１時30分～午後３時（開場　午後１時）
会場　中央公民館　２階　講義室
演題　健康維持は若い時から
講師　公益財団法人　身体教育医学研究所長　岡

おかだ

田　真
しんぺい

平　氏

★第５回東御市民大学講座のご案内★

主催／東御市民大学運営委員会

平成26年度  第4回東御市民大学講座
健康とスポーツ講演会

大
おおはし

橋　俊
としお

夫 氏

聴講無料
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●問い合わせ先　商工観光課　観光係（北御牧庁舎内）☎67－1034

海野宿 ・ 宿場内交通規制
9：00～16：30

売店 ・ おでんなど

至大屋駅

フェイスブック
試験運用中！！

消防車展示

玩具展示館開放

縁　側　開　放 ほうとう・くるみおはぎ

海野宿資料館
開放・説明

短歌・俳句・川柳
作品展示

フォト展示館・矢島行康記念館開放

シ
ャ
ト
ル
バ
ス
の
り
ば

こども広場
綿あめなど

越中八尾おわら風の盆
（宿場内一帯）

白鳥神社境内会場
▪浦安の舞　▪空手道演武
▪名物ほうとう・くるみおはぎ
▪樽酒のサービス
▪子どもすもう

人力車運行

WC

WC

WC

WC WC

中央会場売店うんのわ
▪甘酒
▪やきとり

WC

WC

深まる秋の一日…江戸時代の雰囲気の中で楽しいふれあい、出会いを！
第　

回
24 11月23日（日）

午前9時30分～午後
4時

海野名物！加賀の殿様絶賛のおいしい“ほうとう”  地元産“くるみおはぎ ”を召し上がれ！

～スケジュール～
9：30 開会式・オープニングテープカット
 （ファンファーレ：消防音楽隊）
10：20 浦安の舞
10：40 時代衣装行例（江戸時代の海野宿再現）
11：00 宏地会　空手道演武
11：30 子どもすもう
12：30 浦安の舞 
13：00 越中八尾　おわら風の盆
14：00 時代衣装行例
15：00 越中八尾　おわら風の盆

□特産品の販売（海野萌芽の里米ほか）
□短歌・俳句・川柳のつどい
　（表彰・入賞作品展示）
□写真コンテスト・展示
□人力車に乗ろう
□縁側開放
□無料開放（海野宿資料館・玩具展示館）

催し物がいっぱい！おいしい特産品もぞくぞく！

※イベント内容は変更になる場合があります。

ほう が

市役所　　海野宿 9：30～16：15
シャトルバス運行

□10：30～ 販売　野菜ほうとう　小豆ほうとう　くるみおはぎ
□10：00～15：00　甘酒・やきとり
　　樽酒・綿あめ無料サービス
　　昭和のあそび

こうちかい

やつお

https://www.facebook.com/tomicity.sns

連絡先　海野宿ふれあい祭実行委員会（町田）☎64−3070
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●問い合わせ先　東御消防署　予防係　☎62－0119

●申し込み・問い合わせ先　企画財政課　広報統計係（本館2階）☎64－5806

78.5MHz
確認
照明

☞

TV

防災ラジオ

本品

　火災は、火気を使用する機会の多い冬季から春季にかけて多く発生しています。昨年は全国
で48,028件の火災が発生しました。火災種別でみると建物火災が25,015件と最も多くなって
います。また、住宅火災による死者の約７割が高齢者です。
　住宅火災を防ぐため、下記のポイントを心がけましょう。

－３つの習慣－
　▶寝たばこは、絶対にやめる。
　▶ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
　▶ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
－４つの対策－
　▶逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
　▶寝具や衣類、カーテンへの着火を防ぐために、防炎品を使用する。
　▶火災の小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
　▶お年寄りやお身体のご不自由な方を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

『住宅防火　いのちを守る　７つのポイント』

　市では、地形や建物構造等の原因により防災ラジオの聴
こえが悪い世帯へ、ケーブルテレビと防災ラジオをつない
で聴こえを良くする部品の貸与を行います。

❖貸 与 品　　アンテナ整合器
　　　　　　　（防災ラジオとケーブルテレビの接合機器）
❖対 象 者　　①市内在住
　　　　　　　②ケーブルテレビ加入者
　　　　　　　③65歳以上の高齢者及び視覚障がい者のいる世帯
　　　　　　　ただし、①②③のすべてに該当し、貸与品が接合できる場合に限ります。
❖貸与方法　　職員等による現地調査の結果、難聴と判断された場合に配布します。

秋の火災予防運動

平成26年度全国統一防火標語
１１月９日（日）～１５日（土）

「もういいかい 火を消すまでは まあだだよ」

防災ラジオの聴こえはいかがですか?


