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滋野保育園新園舎
建物見学会のお知らせ

昨年から建設工事をしておりました滋野保育園が３月15日
（金）に完成します。
つきましては、地域の皆さまにご覧いただきたく、建物見学会を開催いたします。大勢のお
越しをお待ちしております。
■日

時

３月17日
（日）午前10時〜午後３時

■場

所

滋野保育園新園舎（大石配水池南側）

■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にてお越しください。

●問い合わせ先

子育て支援課 保育係
（旧商工会館２階） 64−5903
滋野保育園 63−6468
東保育園 62−3291

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★











旧市立図書館の不用となった
備品をお譲りします

★日

時

３月１
７日
（日）午前10時〜午後２時

★会

場

中央公民館

１階

☆備品名及び品数
図書館用机
５

座

木

棚

雑

郵 便 受 け
１

整

製
１

卓

木 製 書 架
３５

机 上 衝 立
４

紙 芝 居 架
１

誌
1

架

図書館用椅子
２１

ロビー用椅子
７

ロビー用テーブル
１

理
１

台

返却ボックス
１

カード入れ
１

１

☆お譲りできる方
東御市内にお住まいの方
☆販売方法
＊当日は先着順での販売となります。
＊販売価格は概ね５００円から２万円で、備品ごとに設定します。
＊代金は、当日現金でお支払いください。
＊購入した備品は、購入者の責任において搬出してください。
（搬出に際してのトラック等の貸出、手伝い等の人員配置はありません。）
＊現状渡しです。引き渡し後の故障や不具合、補償等については一切責任を負いませんので、
あらかじめご了承ください。
※詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、下記へお問い合わせください。
●問い合わせ先

② お知らせ版（2013．3．1）

総務課

財政係
（本館２階） 62−1111
（代表）

空き家活用相談会を開催します
市では※空き家バンク事業を行い、空き家の活用が円滑に進むお手伝いをしています。
今回は空き家となっている住宅を所有されている方々を対象に、下記のとおり「空き家活用
相談会」を開催しますので一度ご相談ください。
これを機会に、空き家の活用を考えてみませんか？

□日 時
□場 所

３月17日
（日） 午前９時〜正午
中央公民館 第4学習室
相談は無料です。
空き家で困っていることはありませんか？
・空き家があり、今後の利用方法に困っている。
・当面使う予定がないので、誰かに貸したい。
・空き家を所有しているが、管理が大変で困っている。
・売れる空き家かどうか分からない。

＊詳しくは下記または、市ホームページからお問い合せください。
空き家バンクホームページ
●問い合わせ先

建設課

住宅係
（別館３階） 64−5882

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

八重原簡易水道をご利用の皆さまへ

4月から水道メーターの
検針日が変更になります
八重原簡易水道を利用されている皆さまの水道メーター検針日を、市内検針時期統一のため
平成25年4月から検針期間を偶数月の上旬１０日間に変更となりますので、ご理解とご協力をお
願いいたします。

変更前
偶数月の下旬（１
０日間）



変更後
偶数月の上旬（１
０日間）

※調整のため、通常２月下旬に行っていた検針を３月初旬で実施します。
※４月検針以降は、隔月（偶数月）の上旬（１日〜１０日）検針となります。
※納付書の発送や口座振替日には変更はございません。

●問い合わせ先

上下水道課
上下水道課

料金センター
（上下水道庁舎内） 64−5883
業務係
（上下水道庁舎内）
71−9100
お知らせ版（2013．3．1） ③













回 東御市子どもフェスティバル
0
1
第

参 加 団 体 募 集

子どもたちが経験や体験を通し､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。
今年も子どもフェスティバルが盛大に行われるように､一緒に催し物に参加していただける
団体を募集します。

●開 催 日

５月１
１日
（土）

●開催場所

東御中央公園一帯

参加していただける団体は3月15日
（金）
までに下記へご連絡をお願いします。
＊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。
＊詳細につきましては､下記へお問い合わせください。
●申し込み・問い合わせ先

生涯学習課

青少年男女共生係
（中央公民館内） 64−5906

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★













北御牧地区公民館主催事業

歌聖「西行法師」ゆかりの
ゆかりの地を訪ねて
地を訪ねて

東信地域には、平安時代末期から鎌倉時代初期に活躍した歌人である「西行法師」の伝説が
多くあることをご存じですか。今回、北御牧公民館では、下記のような史跡めぐりを計画しま
した。多数の皆さんのご参加をお待ちしています。
日

時

３月３０日
（土）午前８時45分〜午後３時30分

講

師

東信史学会会長

集合場所
見学コース

みやもと

たつろう

宮本

達郎 先生

東御市役所入口前駐車場
8：45東御市役所出発 → 9：20小諸市布引観音
（西行法師庵跡）
→ 10：30赤岩
（西行法師屋敷跡）・田中
（田中の米）
→ 上田市塩田公民館
（昼食）→ 13：30上田市中野
（信濃西行塚）
→ 14：10山田峠
（西行の戻り橋１）・別所温泉
（西行の戻り橋２）
→ 15：30東御市役所解散

募集定員 ２５名（定員になり次第締め切ります）
参 加 費 ５００円（昼食代）
募集締切

３月２５日
（月）までに下記へお申し込みください。

そ の 他 市のバスを利用します。
歩くことに適した服装（暖かい服装）でお越しください。
●申し込み・問い合わせ先

④ お知らせ版（2013．3．1）

北御牧公民館

67−3311
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師な

こんにちは！「たけのこ学級」です

託児ボランティアさん募集！

年間14回、ご都合の良い日だけ、０〜3歳のお子さんを2時間ほど
「たけのこ学級」は今年度で２１年目を迎え、これまで延べ１１４０人余りの皆さんが仲間作りをし
てきました。お母さんが学習している間、０〜３歳のお子さんをお子守してくださる託児ボラ
ンティアさんを募集いたします。
小さな子どもを持つお母さんに、どうかあなたの力を貸してください。

＊お子さんが好きな方ならどなたでも。
＊年間１４回

平日のおよそ午前９時３０分〜午前１１時３
０分。

都合の良い日や時間だけでもかまいません。
＊ボランティア保険に加入しますので、安心して活動して
いただけます。
ボランティアにご協力いただける方は、３月22日
（金）までに下記へご連絡ください。
皆さまのお申し込みをお待ちしています。
●申し込み・問い合わせ先

生涯学習課

青少年男女共生係
（中央公民館内） 64−5906

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★








東御市勤労者互助会加入のご案内

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。
◆加入手続きのご案内
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
（加入は事業所単位が原則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。
●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
お知らせ版（2013．3．1） ⑤









第３回 星空観望会参加者募集

今回は、春の星座を中心に観望会を行います。星座や惑星などに興味のある方の参加をお待

ちしています。
☆日

時

３月30日
〔土〕午後７時〜午後８時

☆会

場 和コミュニティーセンターおよびその周辺

☆内

容 センターにて〜春の星座・星についてのお話
センター周辺にて〜星の観望
※曇りや雨の場合は、プロジェクターで映像
を見ながら星のお話をします。
こ ばやし

☆解

説

小林

まさ き

将喜 さん

☆持ち物 懐中電灯や双眼鏡（お持ちの方）
☆その他 ・お申し込みは必要ありません。
・夜間に行いますので、小学生は保護者の方とご参加いただくか、送迎してもらっ
てください。
・暖かい服装でお越しください。
・参加者には「簡易星座早見表」を差し上げます。
●申し込み・問い合わせ先

和コミュニティーセンター

６２−０２０
１
（火・木曜日は午前のみ）

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
















生涯学習課
生涯学習係 青少年男女共生係 は
北御牧庁舎へ事務所を移転します

舞台が丘一帯の公共施設整備事業に伴う中央公民館の工事期
間中、生涯学習課 生涯学習係及び青少年男女共生係は、北御牧
庁舎２階へ事務所を移転いたします。
期間中、皆さまにはご不便やご迷惑をお掛けしますが、ご理
解、ご協力をお願いいたします。

移 転 期 間：平成25年3月25日（月）
〜平成26年3月末【予定】
移転先住所：〒389-0404 東御市大日向337番地
電話及びファクシミリは自動転送となりますので、番号の変更はござ
いません。

●問い合わせ先

生涯学習課 生涯学習係
（中央公民館内）
64−5885 FAX64−5610
生涯学習課 青少年男女共生係
（中央公民館内） 64−5906 FAX64−5610

⑥ お知らせ版（2013．3．1）











東御市農業委員会からのお知らせ

遊休農地の解消にご協力を

農業委員会では昨年８月から１
１月にかけて農地法に基
づく農地の利用状況調査を行いました。調査結果に基づ
き、遊休農地の所有者の方に指導等を行い、遊休農地解消
に向けた取組みをしていただきます。遊休農地を無くし、
有効利用することで食料自給率の向上や豊かな田園景観
づくりが期待できます。
この３月から農業委員会が遊休農地の解消のための指
導を、対象となる方に行いますので、ご理解、ご協力をお
願いします。

農地法に基づく遊休農地対策の流れ
①農業委員会が市内の農地が適正に利用されているか状況を調査します。

②農業委員会が遊休農地の所有者の方に、農地をきちんと利用していただくようよう指導を
行います。
（自分で耕作するか、誰かに貸し付けるかなどを指導します）

指導を受け入れていただけない場合

③農業委員会が所有者の方に、遊休農地であることの通知をします。

④所有者の方は、農地をきちんと利用することを具体的に示した計画書を農業委員会に提出
していただきます。

提出いただいた計画書が不適切な場合、提出いただけない場合等

⑤農業委員会が所有者の方に、誰かに貸すなどの必要な措置をとるよう勧告します。

勧告を受け入れていただけない場合

⑥農業委員会が遊休農地を利用したい者が利用できるよう所有者の方と協議を行わせ、協議
が不成立の場合等には県知事の裁定により、利用したい者が利用できるようにします。
●問い合わせ先

東御市農業委員会事務局
（別館２階

農林課内） 64−0535
お知らせ版（2013．3．1） ⑦

「健康生きがいづくりアドバイザー」
養成講座 受講生募集
みな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・
１
６日）のおよそ１ヵ
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
メールアドレス：shiho-tomi＠city.tomi.nagano.jp
64−5806 FAX63−5431

しなの鉄道ダイヤ改正のお知らせ
しなの鉄道では３月16日（土）
にダイヤ改正を行います。
今回の改正ではJR新幹線、小海線、篠ノ井線との接続を改
善するとともに、増便運行を軽井沢―小諸間で（上り・下
り合わせて14本）継続実施いたします。
また、今回の改正から、115系２両編成列車を導入する
ため、一部の列車を除き２両、３両、５両編成の運転とな
るとともに、戸倉〜長野間もワンマン運転を開始するため、
しなの鉄道全線がワンマン運転区間となります。（朝夕の
列車など一部の列車には車掌が乗車いたします。
）
※詳しい内容につきましてはホームページをご覧ください。
http://www.shinanorailway.co.jp/
●問い合わせ先／しなの鉄道 上田駅 22−1400
小諸駅 0267−22−0141

お手玉リーダー養成講座
（旧

第９期生募集

信州お手玉学校）

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「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。
○講座日時／毎月 第３火曜日（全１
１回）
午前１０時〜午前１
１時３
０分
○会
場／東部人権啓発センター
○募集人員／30名（定員になり次第締め切ります）
○受 講 料／年間3,000円（資料代、郵送代、保険料等）
○主
催／とうみお手玉の会 会長 山岸 62−2956
指導者 日本のお手玉の会 有段者３名
○開 校 日／４月16日
（火）午前１
０時〜１１時３
０分
○申込締切／３月30日
（土）※申し込まれた方には、詳細内
容を後日ご連絡します。
●申し込み先／とうみお手玉の会 64−2037（掛川）
62−2344（川上）

1.2級建設機械施工技術検定試験
○対
象／建設機械操作施工に従事している者
○学科試験日／６月16日
（日）
○受験手数料／１級 10,100円
２級 10,100円（1種別につき）
○申込期間／３月８日（金）
〜４月５日
（金）
○実地試験／日時：８月下旬〜９月上旬
対象：学科試験合格者
※詳細につきましては、ホームページをご覧ください。
http://www.jcmanet.or.jp/shiken/index.html
●問い合わせ先／
〒105-0011東京都港区芝公園3-5-8機械振興会館
一般社団法人 日本建設機械施工協会 試験部
03−3433−1575

⑧ お知らせ版（2013．3．1）

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13日（土）
〜６月22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１
０時３０分から
○場 所／上田駅前ビル パレオ２階 会議室
○定 員／先着２
０名
○受講料／25,000円
○締切日／３月31日
（日）
※ＦＡＸでの資料請求の場合は住所、氏名、電話番号を明
記してください。
●問い合わせ先／・ＦＡＸ62−3276（浅倉）

長野県食品安全・安心条例に関する
説明会の開催
４月１日から施行される条例に関する説明会を開催しま
す。
○日
時／３月７日
（木）
午前の部 １
０時３０分〜正午（受付１
０時）
午後の部 ２時〜３時３
０分（受付１時３
０分）
○内
容／①長野県食品安全・安心条例の概要について
②食品等の自主回収の報告について
○参集範囲／県民・食品を取り扱う業者
（生産者団体、製造・輸入・加工・販売者など）
○会場・申し込み先／上田保健福祉事務所 25−7152
●問い合わせ先／県庁食品・生活衛生課
026−235−7155

「県立高等学校

通信制課程」の生徒募集

長野西高等学校と松本筑摩高等学校では、４月からの通
信制課程の生徒を募集します。
○入学資格／・中学校もしくはこれに準ずる学校を卒業し
た方、または今年３月に中学校を卒業見込
みの方
・中学校卒業と同等以上の学力があると認め
られた方
○願書受付期限／４月２日
（火）午後５時
●問い合わせ先／長 野 西 高 等 学 校 026−234−2262
松本筑摩高等学校 0263−47−1526

「看護学生修学資金貸与希望者」募集
長野県の県立病院では、看護師または助産師を目指して
いる方に修学資金を貸与し、学生生活をサポートしていま
す。なお、県立病院に一定期間勤務した場合は、返還免除
となります。
あなたの夢の実現のため、ぜひご活用ください。
○募集期限／５月31日
（金）
○貸 与 額／月額５万円または８万円
○貸与期間／養成学校の正規の在学期間内
※詳細につきましてはホームページをご覧ください。
http://www.pref-nagano-hosp.jp/
●申し込み・問い合わせ先／
地方独立行政法人長野県立病院機構本部事務局
修学資金担当 0120−173−314

平成２５年度科学研究費助成金のご案内
科学の研究・発明に取り組まれている皆さんへ
科学研究を奨励するため、県内の自然科学を研究する個
人及び団体に対して、助成金を交付しています。
○申請期限／５月１０日
（金）
（当日消印有効）
○交付対象／県内で科学研究をしている個人または団体。
ただし次に該当する場合には交付できません。
①自然科学以外の研究
②既に完成している研究
③既に完成している研究を実用化または企業
化するための研究
④国・県・市町村等の公的研究所、試験場等
の研究者が行う研究で、当該研究所、試験
場等の本来業務に密接に関連するもの
⑤他の助成を受けている研究
○助成金額／３０万円以内
○採択基準／科学研究費助成の交付決定にあたっては、次
に掲げる基準により審査を行います。
①目的が具体的、明確であるもの
②研究者の研究実績、研究随行の熱意がある
もの
③成果が期待できるもの
○申請方法／申請用紙に必用事項をご記入の上、提出して
ください。
申請用紙はホームページからもダウンロード
できます。
（http://w2.avis.ne.jp/˜nkagaku）
※詳細につきましては、ホームページをご覧ください。
●問い合わせ先／
〒380-8570 長野市南長野字幅下692-2長野県庁
長野県教育委員会事務局 文化財・生涯学習課内
財団法人 長野県科学振興会事務局
026−235−7437

上田創造館より
絵 手 紙 展
〜絵手紙にまごころを託して〜
絵手紙本来の目的に返り、送る相手を想って出す手紙を
展示します。
○日 時／３月１５日
（金）
〜３月２
４日
（日）
午前９時〜午後５時
○会 場／１階 エントランスホール 入場無料

子ども天才講座５周年記念
〜お絵かき・造形発表会〜
幼児と子どもたちの芸術展
○日 時／３月１６日
（土）
〜３月２
０日
（水・祝）
午前９時〜午後５時（最終日は午後４時）
○会 場／１階 文化ホール
○ワークショップ／
・３／１６ 落書き診断
当日参加 午後１時３
０分〜午後３時30分
お子さまの作品をお持ちいただければ、表現
についてアドバイスいたします。
・３／１７ こね・ぐちゃ小麦粉遊びで、パン作り？
要事前申込

①午前１
０時３０分〜正午
②午後１時３
０分〜午後３時
①②ともに先着２
０名（２歳〜小学３年生）
●申し込み・問い合わせ先／上田創造館 23−1111

遺言・相続等

無料相談

〜相続を争族にしないために〜
○日 時／３月19日
（火）
午後１時〜午後４時
○会 場／総合福祉センター ３階 302研修室
○内 容／遺言 相続 成年後見 など
○その他／事前予約は必要ありません。
次回の予定は４月23日
（火）です。
●問い合わせ先／長野県行政書士会会員
行政書士事務所マードレ 64−7739

平成２６年の歌会始
平成26年歌会始のお題は「静」と定められました。
（注）お題は「静」ですが、歌に詠む場合は「静」の文字
せい ひつ

どう せい

が詠み込まれていればよく、「静 謐」、「動 静」のよ
しづ

しづ

うな熟語にしても、また、
「静 か」
、
「静 まる」のよ
うに訓読みしても差し支えありません。
詠進歌の詠進要領は宮内庁ホームページをご覧いただく
か、直接、宮内庁式部職宛に郵便番号、住所、氏名を書き、
返信用切手を貼った封筒を添えて、９月２
０日
（金）
までにお
問い合わせください。http://www.kunaicho.go.jp/
○詠進の期間／９月30日
（月）（当日消印有効）
○郵便の宛先／〒100-8111 宮内庁 とし、封筒に「詠進
歌」と書き添えてください。詠進歌は，小さく折って封入
して差し支えありません。
●問い合わせ先／長野県総務部秘書課総務係
026−232−2002

第３５回童謡唱歌のつどい
「待ちに待った春を歌う！」
春の喜び溢れる大自然を、皆で、大声で歌いませんか。
○日
時／３月１
２日
（火） 受付 午後１時
開演 午後１時30分
○会
場／レストラン「キャロット」 62−3730
東御市本海野（国道１
８号線沿い）
○会
費／1,000円（ケーキ、飲み物、資料代）
○募集人員／先着6０名
●申し込み・問い合わせ先／
「四季の森」里山を守る会 （森）・FAX62−3850
090−9358−1591

丸子修学館高等学校100周年記念美術展
本年度100周年を迎えた本校の美術部とOBの作品を展
示いたします。皆さまのご来場をお待ちしております。
○期 間／3月23日（土）
〜3月31日（日）
○時 間／午前９時〜午後５時（最終日は午後３時まで）
○場 所 梅野記念絵画館
（この展示に関しては入場無料）
東御市八重原 芸術むら公園内（月曜休館）
●問い合わせ先／
丸子修学館高等学校 同窓会係（児平） 42−282７

お知らせ版（2013．3．1） ⑨

●問い合わせ先
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市民課

国保年金係
（本館１階） 62−1111
（代表）











平成２４年度教育資金の利子補給の

申し込みは3月29日
（金）
までです

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、教育施設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
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2３年４月から平成2４年３月の間に支払った利息に係るもの
（平成2３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

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23年度に係るもの）
（４）平成23年度分の納税証明書
（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
●申請・問い合わせ先

子育て支援センター

子育て支援係
（旧商工会館１階） 64−5814
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『人権よろず相談所』を開きます
今月の「東御市人権よろず相談所」を、下記のとおり開催します。
●日 時 ３月１５日
（金） 午前９時〜午前11時
●場

【受付時間は、午前８時45分〜午前10時30分です。
】
所 北御牧庁舎

相 談 内 容
・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
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皆さんが相談に
応じます。相談料は無料で、秘密は厳守されます。
●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。
予約される方は下記までお申し込みください。
なお、予約の状況により相談をお受けできない場合もありますのでご承知お
きください。
●予約・問い合わせ先

東部人権啓発センター

64−5902

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★











東御市文化協会からのお知らせ

「桜花賞」囲碁大会

多くの皆様のご参加お待ちしています。
日

時 ３月24日
（日） 午前９時〜午後４時
（受付：午前8時30分〜8時50分）

場

所 北御牧公民館（北御牧庁舎２階）

参 加 費

大人1,000円

対戦方法

自己申告のハンディ戦

表

５位まで表彰及び副賞があります。

彰

そ の 他

高校生以下500円

どなたでもご参加いただけます。
事前の申し込みは必要ありません、気楽にご参加ください。
全員に参加賞及び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

お 願 い

北御牧児童館で「子供囲碁教室」を行っていますが、用具が不足しており、指
導するうえで苦慮しておりますので、折りたたみの碁盤、碁石を提供していた
だける方はご協力をお願いいたします。

●問い合わせ先

⑫ お知らせ版（2013．3．1）

生涯学習課

生涯学習係
（中央公民館内） 64−5885

とうみチャンネル
《番組案内》
3月1日（金）〜３月18日（月）
【放送時間 19：30 23：00 翌日 7：00 10：00 13：00 16：00】
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
１日
〜東御市内の話題〜 ※放送時間は下記参照
組
の
景観講演会〜千曲川ワインバレーの田園風景〜
内
２日 （土） 講師：玉村豊男氏
容
＜中継録画＞１９：３
０〜
（再放送はありません）
11日 （月） 平成２５年東御市議会第１回定例会代表質問
は
瞳輝いて保育の翼 〜２月生まれの誕生会〜
場
３日 （日）
北御牧保育園
＜中継録画＞１９：３
０〜
（再放送はありません）
合
12日 （火） 平成２５年東御市議会第１回定例会
に
第17回長野県小学生ドッジボール選手権大会
よ
代表質問、一般質問
４日 （月） ［再］
り
＜中継録画＞１９：３
０〜
（再放送はありません）
変
13日 （水） 平成２５年東御市議会第１回定例会一般質問
更
５日 （火） 月刊とうみチャンネル２月号 〜前半〜
に
＜中継録画＞１９：３
０〜
（再放送はありません）
14日 （木） 平成２５年東御市議会第１回定例会一般質問
な
る
６日 （水） 月刊とうみチャンネル２月号 〜後半〜
事
Weekly
!
ウィークリーとうみ
（金）
15日
が
〜東御市内の話題〜 ※放送時間は下記参照
信州医学振興会 夜間健康講座
あ
（木）
７日
<東御市保育園・幼稚園 卒園記念番組>
り
第７回 おしっこを出す仕組みについて
（土）
16日
みんな元気に！もうすぐ1年生 〜北御牧保育園〜 ま
す
<東御市保育園・幼稚園 卒園記念番組>
８日 （金） Weekly ! ウィークリーとうみ
17日 （日） みんな元気に！もうすぐ1年生〜田中・祢津保育園〜 ︒
〜東御市内の話題〜 ※放送時間は下記参照
あ
ら
<東御市保育園・幼稚園
卒園記念番組>
９日 （土） 春のくるみ会
18日 （月） みんな元気に！もうすぐ1年生〜滋野・東保育園〜 か
じ
め
※Weekly ! ウィークリーとうみ 毎週金曜日放送
ご
了
【放送時間 7：00 10：00 13：00 16：00 20：00 23：00】
承
く
※Weekly ! ウィークリーとうみ ［再］ 毎日21：45放送（金曜日を除く）
だ
さ
＜生中継＞ 平成２
５年東御市議会第１回定例会 ３月５日
（火） 代表質問
午前9：０
０より
い
３月６日
（水） 代表質問・一般質問 午前9：０
０より
︒
３月８日
（金） 一般質問
午前9：０
０より
東御市議会中継のため放送時間 10：00、13：00、16：00の放送はお休みです。

３月

（金）

平成24年度東御市味のセミナー講演会
「とうみの食で育む元気な心とからだ」
10日 （日） 講師：管理栄養士・NR・日本きのこマイスター協会
認定講座講師 塩入公子氏

Weekly ! ウィークリーとうみ

「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。

●問い合わせ先

企画課

ケーブルテレビ係

67−2981

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★












『防災ラジオ』を
ご活用ください

『防災ラジオ』は災害等の情報をお知らせするのはもちろんですが、ふだんはエフエムとうみ
の専用ラジオとしてもお使いいただけます。毎日3回のラジオ市報とうみをはじめ、おくやみ
情報や市民情報広場をご活用ください。
【ラジオ市報とうみ】

【市民情報広場】

朝 …午前７時40分
昼 …午後０時40分

毎週木曜日 …午後４時〜午後４時55分
市民の皆さんに向けて、行政情報を放送してい
ます。お知らせ、イベント情報、行事の告知、議
会だよりなど身近な話題を提供いたします。

夕 …午後６時40分
【おくやみ情報】
夕 の放送終了後

なお、エフエムとうみ（78.5MHZ）は市販のラジオや車載ラジオでも聴くことができます。
●問い合わせ先

企画課

秘書広報係
（本館２階） 64−5806
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北御牧人権啓発センター
学習会 開催

市内２か所の人権啓発センターのひとつ、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。差別問題を直視し、その難題解決に命のエネルギーを注ぐ教育指導者を
迎えての講演です。

講

へこたれへん

演

まつむら

講師

〜人はきっとつながれる〜
さとひろ

松村 智広 氏

日 時

3月16日
（土）午後１時30分〜午後３時

会

北御牧人権啓発センター

場

■プロフィール
・1957年 三重県伊賀市に生まれる
・大学卒業後 中学校教員となる
・三重県人権啓発センター
（財）反差別・人権研究所みえ勤務
・「みえ人権教育・啓発研究会」代表

●問い合わせ先

大会議室
■主な著書
「
『同和』教育する人、この本とーまれ！」
「明日かがやく」共著
「あした元気になあれ」
「続・あした元気になあれ」
「だまってられへん」
「へこたれへん」

東部人権啓発センター

64−5902

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
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海野宿滞在型交流施設
指定管理者 募集

宿泊のできるレストラン「海野宿滞在型交流施設」
の整備工事が今年からはじまりました。
この事業は、海野宿にある歴史的建造物（文化財）を整備し、広く公開活用することで、伝
統的建造物への理解と文化振興を図り、併せて地域活性化と観光振興に寄与することを目的と
しています。
平成25年度末までに工事を完了し、平成26年度中のオープンを目指して進めています。
また、平成２
５年度には、この施設を管理運営していただける指定管理者を決定する予定です。
応募方法など、詳細については、下記へお問い合わせください。

●問い合わせ先

⑭ お知らせ版（2013．3．1）

商工観光課

観光係
（北御牧庁舎内） 67−1034
この広報は大豆油インクを使用しています。

