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●申し込み・問い合わせ先　東御市民まつり実行委員会事務局　
　　　　　　　　　　　　　商工観光課　商工労政係（北御牧庁舎内）☎67－1034

●問い合わせ先　総務課　総務係（本館2階）☎64－5876

　東御市役所では、節電と地球温暖化防止に取り組んでいます。

エコスタイルで勤務中

　毎年、多くの市民の方に参加をしていただき、夏の風物詩として定着してきた東御市民まつりも今年で
11回目を迎えます。
　市民まつり実行委員会事務局ではイベントの企画や踊りの推進、当日までの準備会議、当日の運営を一緒
にお手伝いしてくださるスタッフを募集しています。
　東御市民まつりに対するアイデアを思う存分発揮していただき、一緒に夏まつりを作っていきましょう。

☆ボランティアスタッフ募集！

　下記日程で踊り講習会を開催します。どなたでも参加できますので、ぜひお友達・ご近所誘い合って
ご参加ください。

　７月８日（水）午後６時から上記の踊り講習会前に行います。各責任者になる方はご出席ください。
（抽選会の詳細につきましては、後日事務局より通知します。）

☆踊り講習会開催日

☆踊り連抽選会

※室内用の運動靴、水またはお茶など各自ご持参ください。

　特に、夏季は冷房設備の運転時間短縮を図るため、１０月３０日（金）まで軽装で執務しています。
皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

日　　程 時　　間 場　　所
７月　２日（木）

午後7時30分～午後9時

ふれあい体育館
７月　８日（水） 第一体育館
７月１６日（木） ふれあい体育館
７月２２日（水） 第一体育館

8月1日（土）田中商店街にて開催決定!!

○時間　午後6時～午後8時15分

☆踊り連参加者募集！  
まつりのメインイベント！
♪♪～ TOMI, to me ! ～♪♪を
お友達、ご近所、職場の仲間と一緒に踊ろう！

東御市民まつり東御市民まつり

○申込締切　7月1日（水）まで
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●問い合わせ先　企画財政課　広報統計係　☎64－5806

●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　総務課　総務係（本館2階）☎64－5876　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　子育て支援課　保育係（子育て支援センター）☎64－5903

主催／東御市民大学運営委員会

■応募方法
▪勤務期間　　6カ月以内（栄養士は、必要に応じ、再度の任用あり）
▪応募書類　　・東御市職員採用試験申込書（履歴書）
　　　　　　　・資格取得が確認できる免状等の写し（栄養士のみ）
　　　　　　※応募書類は、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。
▪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。
▪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。　　　

■募集内容

職 　 種 栄養士 一般事務

業 務 内 容 市立保育園の栄養管理、衛生指導　等 文書の整理（東部町合併以前の公文書）

勤 務 場 所 東部子育て支援センター 東御市役所

募 集 人 数 若干名 若干名

勤 務 時 間 常勤（土・日・祝日を除く）
午前8時30分～午後5時15分　

常勤（土・日・祝日を除く）
午前8時30分～午後3時30分　

勤 務 開 始 ７月中旬を予定 ８月1日から6カ月程度

応 募 資 格 栄養士の資格 パソコンの基本操作（ワード、エクセ
ル）ができる方

応 募 期 間 ６月２５日（木）（当日消印有効） ６月２５日（木）（当日消印有効）

７月４日（土）
午後１時30分～午後３時（開場：午後１時）

日　時 ７月２４日（金）
午後６時30分～午後８時（開場：午後６時）

中央公民館  ２階  講義室 場　所 中央公民館  ２階  講義室

宮
みやした

下　知
ともしげ

茂　氏 講　師 藻
もたに

谷　浩
こうすけ

介　氏

海野宿の成り立ちと歴史 演　題 知られていない地域の姿

・聴講無料
・申込不要 その他

・聴講無料
・定員50名
・聴講を希望される方は、下記へお申込み
　ください。

平成27年度 市民大学公開講座

市の臨時職員を募集します

　市では、毎月１日のお昼に緊急警報の試験放送をしています。
　いざという時のため、防災ラジオの電源を入れ、正しく放送が聞こえるか確認しましょう。

防災ラジオの緊急動作を確認しましょう
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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　上下水道課　業務係　☎71－9100　

●提出・問い合わせ先　上下水道課　下水道係　☎64－5874　FAX62－0233
　　　　　　　　　　　　　　Eメール：jyougesuidou@city.tomi.nagano.jp

今回は、韓国語を学ぶきっかけの場として、「韓国語を話そう」を計画しました。

応募資格　　市内在住で、平成27年4月1日
現在満20歳以上の方

任　　期　　２年間（平成27年9月1日から
平成29年8月31日まで）

任務内容　　年1～2回の審議会への参加
募集人数　　５名以内

応募方法　　６月２６日（金）までに、下記へお申
　　　　　　　し込みください。（持参・郵送も可）
　　　　　　　申込書は、市ホームページからダウン

ロードしていただくか、下記にてお渡
しします。

選考方法　　書類審査の上決定し、応募者へ通知し
ます。

　市では、上下水道事業の運営等について必要な事項を審議する「上下水道事業運営審議会」の委員を
公募します。

❖募集内容　　1.発見日時　
　　　　　　　2.発見場所（場所が特定できるように詳しくご記入ください。）
　　　　　　　3.発見数（おおよその数）　
❖募集方法　　ほたる発見情報について、電話、FAX、Eメールでご報告ください。
　　　　　　　なお、持参の場合は、勤労者会館１階上下水道課に設置している情報箱に投函してください。
❖募集期間　　８月３１日（月）まで

　今年も、皆様からのほたる発見情報をもとに「ほたる発見マップ」を作成します。たくさんの情報をお
待ちしています。

　昨年は多くのほたる発見情報のご提供ありがとうございました。今までの「ほたる発見マップ」
は市のホームページでご覧いただけます。

日　　時 ６月２４日（水）

講座内容

・ハングル文字の構造を学習。
・韓国語の文法理解。
・日本語と韓国語の共通点、相違点を学ぶ。
・ハングル文字で自分の名前を書いてみよう。
・韓国語を使った簡単な買い物場面。
・韓国語によるタクシーに乗ったときの家まで
　の帰り方を伝える場面。

時　　間 午後6時～午後8時

場　　所 北御牧中学校

講 座 名 韓国語を話そう

講 師 町
まちだ

田　達
たつひこ

彦　先生

申込期限 ６月１７日（水） 定　　員 10名（5名以上で開講）

そ の 他 詳細につきましては、後日通知します。受講料は無料です。

第1弾 6月開講学校公開講座受講生募集

ほたる発見情報を募集します！
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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　　　　　　　   
　　　　　　　　　　　　　（特非）東御市体育協会（第一体育館内）☎62－2200

●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

●問い合わせ先　生活環境課　生活安全係　☎64－5896

開 催 日　　７月１９日（日）　競技開始　午前9時
場　　所　　東部中学校　校庭
申込締切　　７月３日（金）
申込方法　　小・中学生は、各学校で取りまとめます。
　　　　　　　高校生と一般の方は、下記へお申し込みください。

◆日 　 時　　７月８日（水）　午前10時～午後3時
◆集合場所　　総合福祉センター 2階 駐車場
◆行 き 先　　・びんぐし湯さん館（入浴、昼食）　・味のかけはし本舗（買い物）
◆対 象 者　　在宅で介護しているご家族の方　
　　　　　　　※要介護の方が、入所施設や病院を長期的に利用されている場合は除きます。
◆定　　員　　20名（定員になり次第締め切ります）
◆参 加 費　　1,000円（昼食代込み）　
◆申込方法　　６月１９日（金）までに、下記へお申し込みください。
　　　　　　　送迎をご希望の方は、申し込みの際にお知らせください。

　在宅で家族を介護している皆さんの心と体のリフレッシュを目的に交流会を開催します。
　今回は坂城町へ出掛け、温泉に浸かりながら日頃の疲れを癒やして楽しく過ごしたいと思います。

　平成27年度から、交通災害共済掛金の短期割引制度が導入されます。
　加入期間によって掛金が違うため、金融機関の窓口で加入手続きができなくなります。
❖金融機関で加入手続きができなくなる日
　６月３０日（火）

※加入を希望される場合は、お手数ですが、市
の生活環境課窓口で加入手続きをしてくださ
い。

※平成27年2月上旬に各世帯へ郵送された共済
加入申込書（青い印字のハガキ）も使用でき
なくなります。

❖短期割引による掛金一覧表（15歳以上の方）

種　　目　　・小学生（４年生以上）男女　100ｍ　　
　　　　　　　・中学生男女　100ｍ　　　　　　　　　
　　　　　　　・高校生、一般男女　100ｍ　　　　　　
　　　　　　　・小学生（４年生以上）男女　1,000ｍ
　　　　　　　・中学生男女　1,500ｍ

・高校生、一般男女　1,500ｍ　　　
・中学生男女　走り幅跳び
・高校生、一般男女　走り幅跳び
・小学生（4年生以上）男女　100m×4リレー
・中学生男女　200m×4リレー

共済加入期間 共済掛金
10カ月～12カ月（6月1日現在） 400円

7カ月～9カ月（6月30日加入手続きから） 300円
4カ月～6カ月（9月30日加入手続きから） 200円

1カ月～3カ月（12月31日加入手続きから） 100円
※15歳未満の方（平成12年4月2日以降にお生まれの方）は、市で自動加
入のため手続きは不要です。

第12回 東御市　　陸上競技大会

東北信市町村交通災害共済加入
6月30日以降の手続きにご注意ください
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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

主催／東御市男女共同参画週間実行委員会
共催／東御市　東御市男女共同参画推進会議　東御市女性団体連絡協議会

●応募・問い合わせ先　東御市観光協会事務局　〒389-0404　東御市大日向337（北御牧庁舎内）
　　　　　　　　　　　☎67－1034　FAX67－3337　Ｅメール：info@tomikan.jp

日　　時　　６月２１日（日）午後1時30分～午後4時15分　(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
内　　容　　・発表　バリアフリー合唱団「コールレインボー」のみなさんによる合唱
　　　　　　　・映画　「あさひるばん」 　
　　　　　　　・展示　男女共同参画に関する資料の展示

チケット　　大人　500円　　高校生以下　200円
チケット取扱い所　・東部人権啓発センター（平日午前８時30分～午後5時15分）
　　　　　　　　　　・東御市文化会館サンテラスホール（午前9時から午後10時）　

　男女共同参画啓発　　６月19日（金）～21日（日）東御市文化会館  ロビー
　パネルの展示　　　　６月22日（月）～29日（月）東御市中央公民館  ２階ロビー

　東御市観光協会では、市を訪れた観光客の皆さんに対して、市の誇る歴史や文化、自然など優れた観光資源を
広く紹介する「地域観光ガイド」組織を立ち上げ、地域のあたたかい“おもてなし”をもって案内していただけ
る方を広く募集します。ガイド養成講座も併せて開講しますので、ガイド経験の有無は問いません。
　市の魅力を多くの来訪者に紹介してくださる意欲のある方をお待ちしています。

～明るく元気に東御市をＰＲしてくださる方をお待ちしています！～

　野球部員として白球を追い掛けていた浅本・日留川・板東は、その名字から3人揃って「あさひるばん」
と呼ばれ、マネージャーの幸子に惚れ込んでいた。
　それから30年後、３人は別々の道を歩んでいた。そんな３人の元にかつてマドンナだった幸子が病気と
の知らせを受け、３人は再び結集し騒動を起こす・・・。

出演　國村　準・板尾　創路・山寺　宏一  他
　　

あさひるばん 「釣りバカ日誌」の生みの親、やまさき十三の初監督作品！
笑いと涙の
　　爆笑ムービー

募集対象者 東御市の観光や歴史等に関心があり、観光スポットを案内いただける方。
※市内在住の有無は問いません。

募 集 内 容 「湯の丸高原観光案内ガイド」と「海野宿観光案内ガイド」のどちらかをご希望く
ださい。

応 募 方 法

東御市観光協会ホームページ内にある「地域観光案内ガイド登録申請書」をダウン
ロードし、必要事項をご記入のうえ、持参、郵送、ファクシミリ又はＥメールで下
記へ送付してください。
※登録申請書は、観光協会窓口（北御牧庁舎）又は観光・産業シェアスペース（東
　御市商工会館内）にもあります。

募 集 期 間 ６月１日（月）から７月３日（金）まで

男女共同参画社会をめざして映画を中心としたつどい
男女共同参画週間(6月23日～6月29日)に合わせ、週間事業を実施します

“地域観光ガイド”として活動してみませんか？
東御市の魅力を紹介する
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●申し込み・問い合わせ先　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
　　　　　　●申し込み先　生活環境課　生活環境係（本館1階） ☎64－5896

●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

ミカン箱くらいのダンボー
ル箱にリサイクル基材（腐
葉土、米ぬか等）を入れ毎
日出る生ごみを入れます。

₁日₁回はかき混ぜま
す。微生物が生ごみを
分解します。

〔二次処理〕₄～₅倍の量の栄養分のな
い土を混ぜて風通しのよい日陰に夏場は
約₁カ月、冬場は約₂カ月置き、時々水
をたしてかき混ぜる。
安全な有機堆肥になります。

各種検診がはじまりました
～1年に一度、各種検診・健康診査で健康状態と生活習慣を確認しましょう～

❖締め切り　　６月３０日（火）までに、電話またはFAXで下記へお申し込みください。
❖場　　所　　東部クリーンセンター
❖そ の 他　　７月中に開催します。（詳しい日程については、申し込まれた方にハガキでご案内します）

＊ダンボール式生ごみリサイクル基材等は、会場にて無償で提供しますので、ダンボー
ル箱等の用意は不要です。

＊継続をご希望の方は、補充用基材を無償で提供しますので、東部クリーンセンターへ
お越しください。

　生ごみは、燃やせるごみのおよそ3～4割を占め、80～90％が水分です。燃やすためには大量の重油と
費用がかかります。生ごみをリサイクルすることで、ごみの燃焼量やCO₂を削減できます。気軽に取り組
める、生ごみの減量化・堆肥化への方法をご紹介します。

1各種がん検診
　　東御市民で対象年齢であれば、保険証に関係なく受けられます。転入等でまだお申し込みがお済み

でない方は、お早めに下記までご連絡ください。
＜東御市で実施するがん検診＞　
　①大腸がん検診　　②前立腺がん検診　　③胃ABC検診　　
　④子宮頸がん検診　　⑤乳がん検診　　⑥肺がん検診（らせんCT検査、喀痰検査）

2生活習慣病予防のための健診
　　ご加入の医療保険（東御市国民健康保険、協会けんぽ等）と年齢によって受け方が異なります。

＜東御市で実施する健診＞
　①特定健診：平成27年度に40～74歳で、東御市国民健康保険の方。
　②健康診査：平成27年度に19～39歳の方で申し込みをされた方は保険に関係なく受けられます。
　③後期高齢者健診：平成27年度に75歳以上の方で申し込みをされた方。
　※人間ドックを受診される方は、改めて健診を受ける必要はありません。
　※特定健診は、40～74歳の方に対して保険証の発行元が健診を実施します。
　　東御市国民健康保険以外の方は、保険証の発行元へお問い合わせください。

＊詳しくは東御市民カレンダー添付の「保健ごよみ」または市ホームページをご覧ください。

ダンボール式生ごみリサイクル講習会
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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　道路の側溝等は　建設課　管理係（別館3階）　　　　☎64－5892
　　　　　　　　農業用用排水路等は　農林課　耕地林務係（別館2階）☎64－5894

【放送時間　9：00〜　15：00〜　21：00〜】
≪番組案内≫6月1日（月）〜6月19日（金）

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
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※
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
。

　水路や側溝に落ち葉や石、ごみなどが詰まっていると、大雨の際に水路としての機能が阻害され、時と
して思わぬ水害の原因となります。次の点にご注意ください。

・落ち葉や空き缶などのごみが詰まっていませんか
・生垣や庭木などの枝が張り出し、水の流れを阻害していませんか
・草が水路内に垂れ下がっていませんか
・草刈した後の草が流れて、桝

ます

などで詰まっていませんか
・土砂や泥が堆積したり、石が落ちていませんか

梅雨の季節を迎える前に、身近にある水路が降雨による増水時に十分機能するように点検し、必
要によっては掃除や草刈りをするなど、保全・管理にご協力をお願いします。
また、農業用用排水路については、それを利用する耕作者等が日頃から点検・管理することが重
要です。事前に見回り点検し、地元の改良区や水利組合、周辺の方々と連携した管理をお願いします。

１日 （月） 第36回東御市舞踊発表会　～前半～

２日 （火） 第36回東御市舞踊発表会　～後半～

３日 （水） 第11回東御市合唱祭

４日 （木） 東御市消防団音楽隊
　第9回定期演奏会

５日 （金）
青少年健全育成講演会　
　講師：木曽茂氏
　（望月少年自然の家所長）

６日 （土） 第8回道の駅雷電まつり
　子ども相撲大会「雷電場所」（5月3日）

７日 （日） 第8回道の駅雷電まつり　
　太鼓演奏（5月3日）

８日 （月） 月刊とうみチャンネル5月号  ～前半～

９日 （火） 月刊とうみチャンネル5月号  ～後半～

10日 （水） 月刊とうみキッズ5月号

11日 （木） 東御市議会第2回定例会開会（6月4日）

12日 （金） 上田アンサンブルオーケストラ
第10回定期演奏会（再）

13日 （土） 第8回道の駅雷電まつり　
　芸能発表（5月4日）

14日 （日）
出場区  子ども相撲大会（4月29日）
和地区  子供相撲大会　　　　　　　
　（10時、16時、22時）

15日 （月） 生中継9：00～　
東御市議会第2回定例会一般質問

16日 （火） 生中継9：00～　
東御市議会第2回定例会一般質問

17日 （水） 大正琴鈴木会　
　第35回定期演奏会　︿前半﹀

18日 （木） 大正琴鈴木会　
　第35回定期演奏会　︿後半﹀

19日 （金）
長野県市町村対抗駅伝（4月29日）
おじゃまします！～東御市祢津西宮区～
　（10時、16時、22時）

再

再

再

再

再

再

再

再

再

再

「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
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〜】

とうみチャンネル

梅雨の季節を前に
水路等の保全・管理をお願いします
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 情報発信によるページです。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。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

　シルバー派遣就業を前提に、福祉移送サービス運転の基礎
的な知識を習得し、一人でも多くの高齢者が地域における活
躍の場に参画できることを目的としています。
○講 習 名／福祉移送サービス運転者講習
○講習期間／①コース　₇/₁（水）、₇/₄（土）
　　　　　　　　　　　₇/₅（日）、₇/30（木）
　　　　　　②コース　₇/₄（土）、₈/31（月）
　　　　　　　　　　　₉/₅（土）、₉/24（木）
○申込方法／₆月₅日（金）～₆月23日（火）の間に、下記

へお申し込みください。
○対 象 者／県内在住のシルバー派遣就業を希望する60歳以

上の方
○定　　員／①②各コースそれぞれ15名（応募多数の場合は

選考となります）
○受 講 料／無　料
○講習会場／上小トラック研修会館など
●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

○日時／₆月19日（金）午後₁時30分～午後₄時
○場所／ハナラボ　ウンノ（上田市中央₂-10-15）
○講師／キューオーエル株式会社　宮島　正子さん
○受講／無料　先着20名（託児：満₁歳～未就学児童10名）
○主催／長野県男女共同参画センター他
●申し込み・問い合わせ先

上田市市民プラザ・ゆう　☎0268－27－2988

　あの幻想的なほたるの飛び交う時期を迎えようとしていま
す。今年も大勢の皆さんにお越しいただきたく、お知らせし
ます。
○期　　間／₆月27日（土）～₇月₄日（土）
○イベント／日時　₆月27日（土）午後₇時30分～
　　　　　　場所　大川区民広場（和郵便局近く）
　　　　　　〔雨天の場合は大川公民館〕
　　　　　　内容　開会行事、ほたるについての説明
●問い合わせ先／（出沢）☎63－6074

　手作り手芸品・お菓子・野菜・花・家庭用品等の販売、楽
しく遊べるコーナーなどたくさん企画してみなさんをお待ち
しています。 　ご家族そろってお出かけください。 　
○日　時／₇月₄日（土）午前10時～正午 　
○場　所／くるみ幼稚園ホール・園庭 　
○その他／駐車場には限りがあります。乗り合わせでお越し
　　　　　ください。マイバック・小銭をお持ちください。
●問い合わせ先／くるみ幼稚園　☎62－0164

　失業・倒産・多重債務・家庭問題等について弁護士が相談
に応じ、併せて保健師による心の健康を含む健康相談『くら
しと健康の相談会（無料）』を、₆月、₉月、12月、平成28
年₃月の金曜日に行います。
○日　　時／₆月19日、26日、₉月₄日、11日、18日、25日
　　　　　　12月₄日、11日、18日、25日
　　　　　　平成28年₃月₄日、11日、18日、25日
　　　　　・いずれも金曜日　午前₉時30分～午後４時
○会　　場／上田合同庁舎 上田保健福祉事務所 ₂階相談室
○対　　象／失業、倒産、多重債務、家庭問題等で、法律相

談が必要な方。あわせて気力が湧かない、眠れ
ない、体調がすぐれないなどの健康の不安があ
る方。また、就労や福祉に関する相談を必要と
されている方。

○内　　容／予約による弁護士相談と健康相談（₁時間／
人）、職業相談、福祉相談

○スタッフ／弁護士、保健福祉事務所保健師等
　　　　　　＊必要に応じて、公共職業安定所、社会福祉協

　議会、保健福祉事務所福祉課等職員
○予約方法／弁護士の相談については開催日₄日前までに、

弁護士以外の福祉、就労等の相談を併せて希望
する場合には開催日₁週間前までに、上田保健
福祉事務所健康づくり支援課　まで電話等でお
申し込みください。

●問い合わせ先／上田保健福祉事務所　健康づくり支援課　
保健衛生係　保健師　☎25－7149

○日　時／₇月₅日（日）午前₈時30分
　　　　　（予備日）₇月26日（日）午前₈時30分
○場　所／東御中央公園　テニスコート
○参加費／無　料
○種　別／一般男子の部（A級クラス；経験者）
　　　　　　　　〃　　（B級クラス；初心者）
　　　　　壮年男子の部（50歳以上）
　　　　　一般女子の部（A級クラス；経験者）
　　　　　　　　〃　　（B級クラス；初心者）
　　　　　壮年女子の部（50歳以上）
　　＊本年度から、ミックスが上記の種別に変更となってい
　　　ます。
○対　象／東御市在住または在勤の方（高校生以下は除く）
○締　切／₆月28日（日）までに、下記へお申し込みくださ
　　　　　い。
●申し込み・問い合わせ先／東御ソフトテニス協会事務局

（久保）☎090－4180－2620・FAX62－0419

第24回コトヒラ杯東御ソフトテニス大会

高齢者活躍人材育成事業
福祉移送サービス運転者講習受講生募集

くるみ幼稚園バザー

女性起業家と話そう！月
つき

1
いち

サロン

第14回　大川ほたる祭り

くらしと健康の相談会（無料）の開催
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●提出・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
　　　　　　　　　　　　〒389-0502  東御市鞍掛197  総合福祉センター

●問い合わせ・申し込み先　社会福祉協議会（総合福祉センター内）☎62－4455

６月１０日（水）は児童手当の支払日です

　児童手当の受給者（請求者）の方には、受給資格確認のため毎年6月に現況届を提出していただくこと
になっています。
　提出していただく書類は、6月上旬に市からお送りしますので、必要事項を記入し、下記の書類を添え
て提出してください。
　提出がない場合には、6月以降の児童手当の支給が一時保留となりますのでご注意ください。

◎手続きが必要な方（市から現況届の書類を郵送します。）
▪提出書類　　①児童手当現況届（同封）
　　　　　　　②添付書類・請求者と対象児童の健康保険証の写し
　　　　　　　・今年1月2日以降、東御市に転入された方は前市町村発行の所得課税証明書
▪提出期限　　６月３０日（火）
▪提出窓口　　下記へ持参いただくか、郵送願います。
　※児童手当現況届は「子育て世帯臨時特例給付金提出用」の返信用封筒に一緒に同封しても構いません。
　　その際、添付書類等漏れのないようご確認ください。提出期限にご注意ください。

　6月10日（水）は児童手当の支払予定日となっています。今月の支払い内容は2月から5月分です。
10日以降に預金通帳の記帳等でご確認ください。
　なお、児童手当の新規・額改定(増額)請求手続きを5月15日以降にされた方は、今回（6月10日）の
お支払いはありません。次回10月の支払いになりますので予めご了承ください。支払日については広報
お知らせ版で後日お知らせします。
　また、請求手続きがまだお済みでない方は、お早目の手続きをお願いします。
　公務員の方につきましては、勤務先で手続き・支払等をご確認ください。

日　　時　　６月２０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
対　　象　　結婚をお考えのお子さんを持つ親御さんや結婚の相談を受ける方、
　　　　　　　イマドキの婚活事情を知りたい方等
参 加 費　　無　料
講　　師　　コミュニケーションアドバイザー　鈴

すずき

木 優
ゆうこ

子 氏

　イマドキの婚活事情や婚活に必要なコミュニケーション術が楽しく学べるセミナーです。

講師プロフィール
20年前より、アロマテラピー＆ハーブ業界に携わり、アロマテラピー講師として活躍。
その後、各種企業のお客様サポートセンターにて、人と人とのコミュニケーションを
円滑にするためのスタッフ教育や、応対品質管理などを担当。現在では、コミュニケ
ーションアドバイザーとして活躍。長野県主催婚活セミナー、県内外自治体や民間企
業でも講師を務める。特に婚活に役立つコミュニケーション術の講演に人気がある。

児童手当の現況届提出のお願い

婚活応援セミナー
〜イマドキの婚活者とのコミュニケーション術〜
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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

●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、金融機関から教育資金の融資を受けた
保護者に対し利息の一部を補助します。

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。省略できる書類（納税証明書）もありますの
で、詳細については、お問い合わせください。
1在学証明書（申請年度の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（前年度の申請と同一の場合は省略できる）
3市県民税に係る特別徴収税額決定通知書もしくは納税通知書の写し
　または課税証明書（いずれも平成26年度に係るもの）
4納税証明書（申請日前３ヶ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

・と　き　　６月１０日（水）・６月１７日（水）　
　　　　　　午後3時20分～午後4時
・ところ　　BOOK 童夢みまき
・対　象　　小学生

おはなし会
　おはなしボランティアが、絵本の読み聞かせ・紙芝居などを行います。

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
れているものです。

対 象 と な る
借 入 金

教育施設で修学するために、入学金、授業料、生活費等について金融期間から融資を受け
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金融機関のことです。

交 付 対 象 者

金融機関から教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金額（課税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

　　ア課税所得金額の算定の基礎とする年の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益支払額

　　イ15歳以下の扶養家族があった者　当該扶養親族一人につき33万円
　　ウ16歳から18歳までの扶養家族があった者　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26年4月から平成27年3月の間に支払った利息が対象です。（平成26年3月以前の利息
は対象外です）

利 子 補 給 率 2.5％（約定利息が2.5％未満の場合は当該利率）

借入金の限度額 300万円

1．利子補給金（補助金）の内容

教育資金利子補給のご案内
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●提出・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

●申し込み・問い合わせ先　東御消防署　予防係　☎62－0119
　　　　　　　　　　　　　上田地域広域連合消防本部　予防課査察指導担当　☎26－0029

１　支給対象者
　　平成27年6月分の児童手当の受給対象の方（基準日平成27年5月31日において児童手当の支給要件

に該当するものとして市が認める者。ただし特例給付対象者は除く。）に対して支給されます。
２　申請から支給まで
　⑴　申請書の配布

　支給対象者と思われる方に、市から申請書をお送りします。「子育て世帯臨時特例給付金」と
「生活応援商品券」の申請書を兼ねています。＊公務員の方には、勤め先から案内があります。

　⑵　申請書の提出
　申請書に必要事項を記入のうえ申請期間内に郵送するか、窓口に提出してください。
　申請期間　　６月１日（月）から９月１日（火）

　⑶　支給の決定
　支給要件を満たした方には、支給決定通知と商品券が郵送され、申請書に記載した指定口座に給
付金が入金されます。支給要件に該当しなかった方には、不支給決定通知をお送りします。

▪子育て世帯臨時特例給付金
　　消費税率引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して臨時特例的な給付措置として対象児童一人

につき３千円を「子育て世帯臨時特例給付金」として支給します。
▪生活応援商品券
　　対象児童一人につき２千円の「生活応援商品券」を交付します。
　　商品券の利用期限は平成27年12月31日です。

※臨時福祉給付金については、８月頃ご案内します。

同封の返信用封筒について
　児童手当現況届、子育て世帯臨時特例給付金申請書（兼生活応援商品券申請書）と合わせてご利用いた
だいても構いません。ただし、児童手当現況届の提出期限は6月30日（火）となっていますので、ご注
意ください。

上小防火管理者
協議会員 左記以外

甲種防火管理
新規講習 ２,０００円 ４,０００円

乙種防火管理
新規講習 １,５００円 ３,０００円

▪日　　時　　７月２３日（木）・２４日（金）
　　　　　　　午前９時～午後４時30分（予定）
　　　　　　　甲種は両日受講必須
　　　　　　　乙種は２３日（木）のみ受講
▪対　　象　　防火管理業務を行うことのできる
　　　　　　　管理的な立場にある方
▪場　　所　　真田中央公民館  大ホール
▪定　　員　　80名程度
　　　　　　　（定員になり次第締め切ります）　

▪受 講 料　　テキスト代を含む

▪申込方法　　６月２２日（月）午前9時から
　　　　　　　下記窓口にて受付を行います。
　　　　　　※電話での申し込みはできません。

子育て世帯臨時特例給付金と生活応援商品券のお知らせ

子育て世帯の方へ支給します

甲種・乙種防火管理者新規資格取得講習会
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●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

●申し込み・問い合わせ先　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）
　ごみ減量アドバイザー３Ｒ(リデューズ･リユース･リサイクル)推進委員会事務局　☎63－6814

●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

�実 施 期 限　　平成２８年２月２９日（月）休診日を除く
�対 象 者　　平成27年度中に30・40・50・60・70歳になられる市民の方
　　　　　　　　対象の方にはすでに受診票を郵送しています（お一人年１回のみ）。
�自己負担金　　500円（検診料）その他治療が必要な場合は別途治療費がかかります。
�受 診 方 法　　通知の中にある医療機関へ電話予約をしてから受診してください。

　歯周病は､炎症によって歯肉や歯を支えている骨が破壊される病気です｡歯周病になっても､始めは痛み
がほとんどなく､知らないうちに炎症が進行します｡ひどくなると歯肉から血やウミが出て口臭が強くなり
ます｡また､歯がぐらつきすき間ができて､抜けてしまいます｡最近では､心臓病や糖尿病､脳梗塞といった全
身の病気に関与していることもわかってきました｡
　この機会にぜひ､歯周疾患検診を受けて自分の口の中を確認してみましょう。

循環型社会の形成を進めるには、環境へさまざまな負荷を与えていることを自覚して行動するとともに、
ものを大切にするライフスタイルへの見直しを進めていくことが重要です。
ごみに関連する知識を得ながら多くの仲間と新しい体験をして、学んだことを幅広く活かしましょう。

開催期間　　₇月から11月まで  毎月₁回  平日の午後  全₅回（予定）
場　　所　　東部クリーンセンターほか
内　　容　　・市のごみの現状と課題　・市の環境問題、不法投棄 等
　　　　　　　・ごみ処理施設等先進地視察研修　・各班の活動内容の紹介
　　　　　　　・生ごみ堆肥化実習、意見交換など
定　　員　　10名程度
申込方法　　６月２６日（金）までに、下記へ電話でお申し込みください。
そ の 他　　詳細につきましては、申し込まれた方に直接ご案内します。

～ごみを減らすことをいっしょに考えていきましょう！～

◆日　　時　　６月１９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　　弁護士による法律相談については、事前に予約が必要です。
　　　　　　　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があります。

※相談には、弁護士・司法書士・人権擁護委員・行政相談委員・消費生活相談員が応じます。相談料は無料で、
秘密は厳守されます。

　中高年者の9割は歯周病にかかっています。歯を失う原因の5割は､歯周病によるものです｡

❖法律相談　❖登記、クレジット・サラ金相談　❖人権相談　❖行政相談　❖消費生活相談
相　談　内　容

「ごみ減量アドバイザー」養成講座  第11期受講生募集

歯周疾患検診を受けましょう

今月の「人権よろず相談所」



⑭ お知らせ版 №258（2015.₆.₁）

●請求窓口・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

●問い合わせ先　教育課　人権同和教育係　☎64－5902

◉特別弔慰金の趣旨
　戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、
国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金（記名国債）を支給するもの
です。
　第十回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年５万円に増額す
るとともに、５年ごとに国債を交付することとしています。

◉支給対象者
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成２７年４月１日（基準日）において、｢恩給法による公務扶助
料｣や｢戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金｣等を受ける方（戦没者等の妻や父母等）がいない
場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。

　　1　平成２７年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
　　2　戦没者等の子
　　3　戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
　　　　　※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかにより、順番
　　　　　　が替わります。
　　4　上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）
　　　　　※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有していた方に限ります。
◉支給内容　　額面25万円、5年償還の記名国債
◉請求期間　　平成２７年４月１日から平成３０年４月２日
　　　　　　　※請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金を受けることが出来なくなりますので、ご注意く
　　　　　　　　ださい。

　　　　　　※平成32年4月1日を基準日とする特別弔慰金については、平成32年4月1日から請求受
　　　　　　　付を開始する予定です。

　下記日程のとおり、滋野地区における人権啓発学習会を開催します。
　ワークショップ（体験型参加学習）やビデオ視聴をして、私たちの身のまわりにある人権問題を隣近所
の皆さんと考えましょう。

◦時　　間　　午後７時～午後９時

開催日 会　場 開催日 会　場

６月１２日（金） 赤岩公民館 ６月２２日（月） 別府公民館

６月１５日（月） 片羽公民館 ６月２３日（火） 原口公民館

６月１６日（火） 桜井公民館 ６月２５日（木） 聖公民館

６月１８日（木） 大石公民館 ６月２６日（金） 乙女平公民館

６月１９日（金） 中屋敷公民館 ６月３０日（火） 王子平公民館

第十回特別弔慰金が支給されます
戦没者等のご遺族の皆さまへ

滋野地区人権啓発学習会
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●問い合わせ先　生活環境課　環境対策係（本館1階）☎64－5896

●問い合わせ先　上下水道課　業務係　☎71－9100

▪ 区などが行う地域の駆除活動に、進んで参加しましょう
▪ 見回りや草刈りなど、所有地の管理を徹底しましょう

 ❖アレチウリ駆除研修会のお知らせ❖

６月２７日（土）は「まちをきれいにする月間」
有害帰化植物駆除統一行動日です

　アレチウリやオオブタクサなど、野生化して繁殖している外来種で、地域の自然環境や生活に害を及ぼ
している植物を、一般的に有害帰化植物と呼んでいます。
　ゴミの不法投棄の温床となるほか、まわりに暮らす人の花粉アレルギーを誘発するなど、他人の迷惑
にもなります。

　 駆除の基礎知識を学びながら、実習で千曲川の環境保全を実施します。

□日　　時　　６月２７日（土）　午前10時～午前11時30分
□場　　所　　集合・講習：海野マレットゴルフ場駐車場
　　　　　　　駆 除 実 習：マレットゴルフ場駐車場周辺・海野の千曲川右岸河川敷
□日　　程　　10：00　講習…「アレチウリの生態と駆除のポイント」講師　上小地方事務所環境課
　　　　　　　10：30　実習…抜き取り等による駆除
□そ の 他　　服　装…長袖、長ズボン、長靴、軍手、帽子
　　　　　　　持ち物…鎌、飲み物、状況により雨具
　　　　　　　＊小雨決行です。
□申込方法　　６月１９日（金）までに、下記へ電話でお申し込みください。

　水道メーターは、計量法によって８年（検定満期）ごとの交換が義務付けられており、市では検定満
期をむかえる水道メーターの交換を６月中旬から11月までの期間に行います。
　該当する方には、お知らせのハガキ「水道メーター（量水器）の交換について」をお送りします。
　交換は市が依頼した『東御市指定給水装置工事事業者』が、お伺いして無料で行います。

❖交換作業時のお願い
・作業のため敷地内に入らせていただきます。立会いは必要ありませんが、不在の場合でも交換させて

いただきますので予めご了承ください。
・メーターボックスの上に車を駐車したり、周囲に物を置いたりすると、作業に支障がありますので、

移動にご協力ください。
・犬や家畜などはメーターから離れた場所につないでおいてください。
・作業は30分程度で終了しますので、作業中の断水等にご理解、ご協力ください。
・メーター交換後、水が濁ることがありますので、水を少し流してからお使いください。

❖その他
　・メーターボックス周辺の舗装や植栽の状況により、交換に支障が出たり、時間を要したりします。

舗装や植栽等の工事を行う場合は、市の指定事業者に相談し、メーターボックスやカウンター設置
について適切な処理をしてください。

有害帰化植物を駆除しよう！
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●問い合わせ先　消防課　消防団係（東御消防署内）☎62－0119

●申し込み・問い合わせ先　袮津公民館　　　　　　　　☎62－0251
　　　　　　　　　　　　　和コミュニティーセンター　☎62－0201

　この大会は、日頃の訓練の成果を発表するとともに、災害現場で士気のある迅速で安全な行動が
とれることを目的に行われます。地域に根ざした消防活動を目指し取り組んでいる消防団員に、あ
たたかい声援をお願いします。

日時　６月１４日（日）午前7時〜正午
会場　東御中央公園グラウンド

（天候によりグラウンドが使用できない場合は、会場を変更します）

　操法練習時に消火栓を使用することがあり、一部水道水に濁りが
発生し、ご迷惑をおかけする場合がありますが、ご理解とご協力を
お願いいたします。
●問い合わせ先　上下水道課　水道係　☎64－5884

　本年も２地区合同企画として開催します。
　コマクサ鑑賞や池の平湿原を散策してみましょう。
　インストラクターも同行します。参加は無料です。
日　　時　　７月５日（日）
行　　程　　和コミュニティ－センター 8：30発　　　袮津公民館 8：40発　
　　　　　　　地蔵峠　→　池の平駐車場　→　見晴台　→　三方ヶ峰　→　
　　　　　　　池の平湿原【昼食・休憩】　→　池の平駐車場　→　地蔵峠　　
　　　　　　　祢津公民館 14：50着　　  和コミュニティーセンター 15：00着　　　　　　　　　
　　　　　　　※各公民館から地蔵峠の往復は、バスを利用します。地蔵峠から三方ヶ峰までの往復は、
　　　　　　　　約4時間程度です。
募集人員　　40名（袮津地区20名・和地区20名）定員になり次第締め切ります。
申込方法　　６月２４日（水）までに、下記へ電話でお申し込みください。
　　　　　　　受付時間　月・水・金曜日　午前8時30分～午後5時15分
　　　　　　　　　　　　火 ・ 木 曜 日　午前8時30分～午後0時30分
持 ち 物　　昼食、水筒、雨具、登山にふさわしい服装、はき慣れた靴
講　　師　　森  勝

まさる

 さん・清水　 基
もとい

 さん
そ の 他　　小学生は保護者同伴でお申し込みください。

バス バス

バス

バス バス

第12回 東御市消防 大会
 

ポンプ操法
ラッパ吹奏

袮津・和公民館 共同企画 三方ヶ峰登山


