
■〒389-0406　東御市八重原935-1　■TEL 0268-61-6161　■開館時間 9時～17時　■入館料 800円、小中学生は無料　■毎週月曜日休館

6月22日(土）　開場15時30分　開演16時00分

丸山晩霞記念館常設展

収蔵作品からベストセレクト

山本潤子 with 吉川忠英 ライブ in 東御
前売￥3,500
当日￥4,000

プレイガイド  東御市文化会館/ながこしカメラ/グリーンブックス・タカギ/平安堂（うえだ店、しおだ野店）/琴光堂楽器店/ヒオキ楽器佐久平店 ネット販売 http://xfun.ocnk.net/

～翼をください、卒業写真、冷たい雨 など、 
　　　　　　　　　　赤い鳥 から ハイ・ファイ・セット 、あの唄声にふたたび逢う～

やまもと　じゅんこ よしかわ　ちゅうえい

6月16日(日）迄

6月8日(土）～9月1日(日）

7月20日(土）～8月4日(日）

よねづ　ふくすけ

米津福祐の全貌展
後援：週刊上田新聞社 ■開場時間 10時～17時　■入場無料

ネットでも買える

下記プレイガイドで

アラカン世代に贈る

おとなの絵本展おとなの絵本展

故郷への思い、そして恩返しに

信州に こだわったら こうなった

KURASAWA コレクション展

三宅克己／南仏カーニュの教会堂

ギャラリー・トーク　6月15日（土）14時00分から

新規に収蔵した作品も公開します。

コレクションの過去と今、郷土に寄せる思い、そして
”終活”とコレクションなどについて。入館料のみ必要。

水彩画の夏、丸山晩霞の夏

開催中

きむ　とうげん

7月20日（土） 14時00分から金斗鉉氏の講演会と
10名様限定の似顔絵即描を開催します。ご希望の
方は前日までに文化会館へお申し込みください。

絵画道楽がいつの間にか、長野県の芸術文化の継承を考えはじめた。
特に東信地方出身、またはゆかりの深い画家たち
丸山晩霞、山本鼎を筆頭に、総勢18名100余点を展示します。

東御市文化会館 

サンテラスホール 丸山晩霞記念館
お問い合わせ　TEL 62-3700

〒389-0515  東御市常田505-1　FAX 0268-62-3262

6月15日(土）～8月25日(日）
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Ｑ　次のうち、何人を知っていますか？
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② お知らせ版（2013.₆.₃）

●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

※室内用の運動靴、水分補給用の飲み物を各自ご持参ください。

　この夏も「～ハートつないで～ TOMI, to me !」を踊りましょう！
下記日程で踊り講習会を開催いたします。どなたでも参加できます。
ぜひ、お友達やご近所をお誘い合ってご参加ください。

　踊りの好きな方であればどなたでも大歓迎です！年齢・性別・経験は問いません。活動
内容としては体育館で講習会を開催する時に、参加者の方に踊りの指導をしていただきま
す。指導するまでには３回ほどインストラクターのみで練習を行い、先輩インストラクタ
ーと共に踊りの練習をしますので、初心者でも大丈夫です。
　一緒に市民まつりのメインイベント「踊りコンクール」を盛り上げましょう！

　暑～い！熱～い！夏祭りの時期となりました。
「自分は踊るのは苦手だけど…お祭りの雰囲気は大好き!!」「イベントを自ら考えてみた
い!!」など、お祭り事が大好きな方は、是非この機会に市民まつりのボランティアスタッフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　として、夏を過ごしてみませんか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　年齢・性別等は問いませんので、興味のある方は
　　　　　　　　　　　　　　　　　ご応募ください。

☆踊り講習会開催日程表

☆ボランティアスタッフ募集！

☆踊りインストラクター募集！

東御市民まつり

日　　程 時　　間 場　　所

₇月₄日（木）・17日（水） 午後₇時30分～午後₉時 東御中央公園  第1体育館

₇月10日（水）・25日（木） 午後₇時30分～午後₉時 北御牧 ふれあい体育館



お知らせ版（2013.₆.₃） ③

●申し込み・問い合わせ先　建設課　住宅係（別館3階）☎64－5882

・独立の生計を営み、入居者と同等以上の収
入を得ていること

・市税等の滞納がないこと
・市内に居住していること　　　　　　　
・未成年でないこと
・連帯保証人のうち１人は入居者の₃親等以

内の親族とすること
・成年被後見人、または被保佐人でないこと

政令で定める収入基準に適合している者
・一般世帯：158,000円以下
・高齢者、障がい者等の世帯：214,000円以下

　※控除後の月額とは
　　所得額から同居親族₁人38万円
　　老人（70歳以上）１人10万円
　　16～22歳₁人25万円 等を控除し、
　　12（月数）で割った額

・₂名の連帯保証人が連署した入居誓約書

・連帯保証人の印鑑証明書

・所得証明書

・納税証明書などの市が指定する書類

・敷金（家賃₃カ月分）

※入居した日から14日以内に住所の変更手続

きを行ってください。

・現在、市内に住所または勤務場所を有

する者

・同居親族がある者

・住宅に困窮していることが明らかな者

・市税を滞納していない者

・入居予定者・同居予定者が暴力団員で

ない者

受付期間　　₆月₇日（金）～₆月14日（金）
　　　　　　　午前₈時30分～午後₅時15分（土・日曜日、祝日は除く）
抽選日時　　₆月26日（水）午前10時から　　
抽選会場　　市役所 別館₄階 会議室
申込方法　　必要書類を定められた受付期間内に、下記へ直接お申し込みください。
必要書類　　・入居申込書（請求していただくか、市ホームページからダウンロードして

ください）
　　　　　　　・入居予定者の住民票（家族全員のもの）
　　　　　　　・所得証明書（15歳以上全員）
　　　　　　　・納税証明書（完納証明書）
　　　　　　　・その他に入居者の状況に応じて市が指定する書類（身体障害者手帳の写し

など）

入居を許可するにあたっての注意事項

住宅入居のための条件 収入基準（※控除後の月額）

連帯保証人の条件

市営住宅入居者募集
募集住宅名 間取り 建設年度 所在地 募集戸数 家賃月額
島川原団地 ₂DK Ｈ15 島川原101番地₈ ₃ 17,900円～26,600円

田中中央団地 ₁LDK Ｈ17 田中117番地₁ 1 23,300円～34,600円  P無

＊間取りの表示　算用数字：室数　LDK：居間兼台所食事室　DK：台所兼食事室
＊家賃月額は入居者の収入により異なります。



④ お知らせ版（2013.₆.₃）

●問い合わせ先　子育て支援課　保育係（旧商工会館2階）	 ☎64－5903
　　　　　　　　子育て支援センター　子育て支援係（東部子育て支援センター）	☎64－5814

●申し込み・問い合わせ先　滋野コミュニティーセンター　☎62－0401（火･木の午後を除く平日）

業務内容　　
　▪職　　　種　　保育士
　▪募 集 人 数　　若干名
　▪勤 務 期 間　　市の任用規程によります
　

▪勤 務 時 間　　午前₈時30分～午後₅時15分

　▪勤 務 場 所　　東御市立保育園
　

▪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
　▪勤務開始日　　₈月₁日（木）以降随時
　

▪申し込み先
　　子育て支援課

　　　　　　　　　　保育係　　　　　　　　

応 募 方 法
　▪応 募 書 類　　①非常勤職員等登録申請書　②東御市職員採用試験申込書

①、②の書類につきましては、下記に連絡していただくか、市ホームペ
ージからダウンロードしてください。http://www.city.tomi.nagano.jp/

　　　　　　　　　③保育士登録証・教員資格等の写し
　▪応 募 方 法　　応募書類を下記へ持参していただくか、郵送してください。
　▪応 募 期 限　　₆月28日（金）（当日消印有効）
　▪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。

児童クラブ指導員
若干名
市の任用規程によります
₅時間～₈時間　
土曜日、学校休業日は変動します
市内の児童クラブ
保育士または小学校もしくは養護
教員資格をお持ちの方
₇月以降
子育て支援センター
　子育て支援係

日 　 時　　₇月₇日（日）　小雨決行
日 　 程　　午前₈時30分　湯の丸スキー場  駐車場  集合
　　　　　　　午前₉時00分　湯の丸スキー場  出発 → 見晴し岳 → 三方ヶ峰 → 池の平 →　
　　　　　　　午後₃時00分　湯の丸スキー場  到着（予定）
持 ち 物　　昼食・雨具・水筒・着替え等
申 込 み　　₆月14日（金）までに下記へお申し込みください。

　高山植物の花が真っ盛りの池の平を散策しませんか、今年も
皆さんが参加しやすい登山を企画しました。

第９回　滋野地区

三方ヶ峰登山参加者募集



お知らせ版（2013.₆.₃） ⑤

●申し込み・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

●申し込み・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）☎63－6814

　市では、文化会館の運営および事業について、ご審議いただくための「東御市文化会館運営
委員会」の委員を公募いたします。市民の文化芸術の振興について、
ご意見をいただける方のご応募をお待ちしています。
○応募資格　　次の項目すべてに該当する方
　　　　　　　・市内にお住まい、またはお勤めの方
　　　　　　　・20歳以上
　　　　　　　・文化芸術に関心があり、文化会館運営について熱心に考えていただける方
○募集人員　　若干名
○応募期間　　₆月10日（月）～₆月28日（金）
○応募書類　　所定の応募申込書（下記へご請求ください）
○任　　期　　₂年（₈月に委嘱予定）
○選　　考　　書類審査のうえ、決定させていただきます。

「東御市文化会館運営委員会」
委員を公募します

　東日本大震災をきっかけにエネルギーの大幅な見直しが迫られている今、ものを大切にして
循環型社会について考えていかなければならない時でもあります。
　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みませんか。ごみ減量アドバ
イザーは、学んだことを幅広く活かすことができます。あなたの積極的な参加をお待ちしてい
ます。お気軽にお申し込みください。

募集人員　　10名程度
申込方法　　₆月28日（金）までに下記へ電話でお申し込みください。
開催内容　　₇月から11月まで　毎月₁回　平日の午後　全₅回（予定）
講座予定　　・東御市のごみの現状と課題
　　　　　　　・東御市の環境問題、不法投棄など
　　　　　　　・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
開催場所　　東部クリーンセンターほか
そ の 他　　詳細につきましては、お申し込みをされた方に直接ご案内いたします。

ごみを減らすことを一緒に考えていきましょう！
『あなたの力が「今」だからこそ必要です』

「ごみ減量アドバイザー」養成講座
第10期受講生募集



⑥ お知らせ版（2013.₆.₃）

●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　社会福祉協議会　地域福祉係（総合福祉センター内）☎62－4455

日　　時　　₆月21日（金）　午後₁時30分～午後₃時30分
　　　　　　　　　　　　　　　（受付開始は午後₁時から）
場　　所　　市役所 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

　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就職活動の準備を
支援します。

　日　時　　第₁回　₇月19日（金）　
　　　　　　　　　　午前₉時30分～午後₁時
　　　　　　　　　　＜テーマ＞　手軽に出来るおやつ作り
　　　　　　第₂回　₈月₅日（月）
　　　　　　　　　　午前₉時30分～午後₁時
　　　　　　　　　　＜テーマ＞　夏野菜を使って、夏バテ防止！　　　　　　　　　
　場　所　　総合福祉センター ₂階 保健センター 調理室
　定　員　　30名（定員になり次第締め切ります）
　参加費　　各回200円
　持ち物　　エプロン、三角巾
　申込み　　₇月₅日（金）までに下記へお申し込みください。
　　　　　　※₁回のみの参加も可能です。ご都合に合わせてご参加ください。

　地域で“いきいきサロン”を行っている福祉運営委員さんやボランティアさん
を対象に料理講習会を開催します。
　地域で行う世代間交流などにもご活用ください。

“いきいきサロン”のための
参 加 者 募 集料理講習会



お知らせ版（2013.₆.₃） ⑦

●申し込み・問い合わせ先　市民課　生活環境係（本館1階）☎64－5896　FAX63－6908

●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　指導係　☎26－0029

■内容など共通事項
　会　　場　　信濃東部自動車学校（東御市和1506番地）
　講習内容　　座学（エコドライブ運転の操作を学びます）
　　　　　　　　エコドライブ実技（燃費計を装着した自動車を実際に運転します）
　　　　　　　　ディスカッション（実技結果をもとにエコドライブについて話し合います）
　申込方法　　①氏名　②年齢　③郵便番号・住所　④電話番号　⑤運転歴を下記へ電話で
　　　　　　　　お申し込みください。（FAX可）
　参 加 料　　1,000円（保険料など）
　参加条件　　市内在住で運転歴₁年以上の方
　募集定員　　各回₉名

■第１回　　開催日時　　₇月₇日（日）　午前₉時～正午ころ
　　　　　　申込締切　　₆月24日（月）
■第２回　　開催日時　　11月17日（日）　午前₉時～正午ころ
　　　　　　申込締切　　11月₅日（火）

　地球環境とお財布にやさしい“エコドライブ”は、“セーフティードライブ（安全運転）”
でもあります。
　今年度も下記のとおり₂回計画しました。皆さまのご参加をお待ちしています。

　日　　時　　₇月18日（木）・19日（金）※両日受講必須
　　　　　　　　午前₉時～午後₄時30分 
　場　　所　　上田市中央公民館 ₃階 大会議室
　　　　　　　　　上田市材木町1－2－3（上田市文化センター内）
　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
　定　　員　　100名程度（定員になり次第締め切ります）
　受 講 料　　会　員　3,500円（上小防火管理者協議会加入事業所）
　　　　　　　　非会員　5,000円
　申込開始　　₆月18日（火）午前₉時から
　申込方法　　上田広域消防本部 予防課または、東御・丸子・真田・依田窪南部の
　　　　　　　　各消防署の窓口へ直接お申し込みください。　
　　　　　　　　（注意：電話での予約およびお申し込みは出来ません）　

地球とお財布にやさしい運転を

エコドライブ講習会開催

甲種防火管理者新規資格取得
講習会開催のお知らせ



⑧ お知らせ版（2013.₆.₃）

●申し込み・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）☎・FAX63－6814
●申し込み先　　　　　	市民課　生活環境係（本館1階）　　　　　　　		☎64－5896

切　り　取　り　線

「ダンボール式生ごみリサイクル受講」申込書

申込締切　　₆月28日（金）まで
申込方法　　受講申込書へご記入のうえ、下記へお申し込みください。（電話・FAXも可）
会　　場　　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。）
＊持ち物：筆記用具

　　　　　　　＊ダンボール式生ごみリサイクル基材等は会場で原則無償提供しますので、ダ
ンボール箱の用意は不要です。

　　　　　　　＊継続したい方は、補充用基材を無償で提供いたしますので、東部クリーンセ
ンターへお越しください。

　　　　　　　＊出来た生ごみ堆肥を使うことができない方は乾燥した状態で、おおむね₃㎏
で同量の米ぬかと交換いたします。

ダンボール式生ごみリサイクルをあなたもやってみませんか？ごみ減量化の主役は生ごみで
す。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。

また、燃やすためには大量の重油と経費がかかります。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。どなたでも気軽に取り組める、生ごみの減量化・堆肥化へ
の方法をご紹介しますのでご参加ください。

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回はかきまぜま
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ヶ月、冬場は約₂ヶ月置き、時々水
をたしてかき混ぜる。
安全な有機堆肥になります。

講習会のお知らせダンボール
式生ごみリサイクル

住　　所 区　　名

〒
東御市

氏　　名 電話番号
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●問い合わせ先　市民課　生活環境係（本館1階）☎64－5896

1 区などが行う地域の駆除活動に、進んで参加しましょう

2 見回りや草刈りなど、所有地の管理を徹底しましょう

3 アレチウリ駆除研修会のお知らせ

₆月29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。
　市内各所でも、河川敷や空地、遊休農地などを中心に生い茂っています。地域
で、市民一人ひとりが、有害帰化植物の駆除にご協力ください。

　手入れのされない土地は、あっという間にアレチウリやオオブタクサ等の群生地に…。ゴ
ミの不法投棄の温床となる他、周りに暮らす方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。所有地はキチンと管理しましょう。

ご相談ください　☎61－6565
　機械や手間がなくて自分では草刈りできない方は、シルバー人材センターに
ご相談ください。
◦公益社団法人 上田地域シルバー人材センター 東御支所（東御市大日向337）

　アレチウリ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29日（土）　
　　　　　　午前10時～午前11時30分　※小雨決行
　会　場　　集合・講習　海野マレットゴルフ場駐車場
　　　　　　駆 除 実 習　海野マレットゴルフ場駐車場周辺および海野の千曲川右岸河川敷
　日　程　　午前10時　　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
　　　　　　午前10時30分　実習　抜き取り等による駆除の実習
　　　　　　午前11時30分　終了
　服　装　　長袖、長ズボン、長靴、軍手、帽子
　持ち物　　カマ、飲み物、状況により雨合羽
　申込み　　6月20日（木）までに下記へ電話でお申し込みください。
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●問い合わせ先　企画課　企画政策係（本館2階）☎64－5893　FAX63－5431

　「私のひとこと」は、市が住みよいまちづくりを進めるため、市民の皆様から市
政に対するご意見をお寄せいただき、市政運営に活かしていくためのものです。
　市政について日頃お考えのことやお気づきの点など、建設的なご意見、ご提言を
お待ちしています。
　お寄せいただいたご意見やご提言は、市長が拝見し、担当課より可能な限り回答
させていただきます。

　₆月30日（日）まで

投書用紙はこの用紙の裏面になります。投書箱設置場所
　にも備え付けてありますのでご利用ください。
　また、市ホームページからもダウンロードできます。
用紙１枚に１つの内容をご記入ください。内容が複数ある場合は、裏面の用紙
をコピーしてお使いください。
ご住所やお名前（方書まで）など、必要事項をご記入ください。
　なお、正確な記入がない場合は、回答いたしかねますのであらかじめご了承く
ださい。

電子メールでの投書を希望される方は、kikaku@city.tomi.nagano.jp　へ送信
してください。
携帯電話メールからの送信は、お使いの端末で迷惑メールブロックをされてい
る場合、市からの回答が受信できないことがあります。
ＦＡＸをご希望の方は下記へお送りください。

お寄せいただいたご意見やご提言は、個人が特定できないように編集したうえ
で、市報とうみや市ホームページで紹介させていただくことがあります。
匿名の方からのご提言は「ご意見」とさせていただきます。
　なお、回答はいたしかねます。
ご意見やご提言に対する回答は、業務の担当課による調査検討等の関係からお
時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

市役所本館１階、北御牧庁舎、総合福祉センター、市立図書館、
　滋野コミュニティーセンター、祢津公民館、和コミュニティーセンター

受付期間

提言の記入方法

提言書の送付

提言書の取扱いについて

投書箱の設置場所

実 施 方 法
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市政への提言「私のひとこと」投書用紙

お　　名　　前

ご　　住　　所

電　話　番　号

お住まいの地区

ご　　年　　齢

回　答　希　望

件　　　　　名 について

東御市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番地
ふ　　り　　が　　な

① 田中　  ② 滋野　  ③ 祢津　  ④ 和  　⑤ 北御牧

① 自宅　② 携帯　③ その他　　　　　　－　　

（本文：簡潔に記載してください）

① 10～19歳　② 20～29歳　③ 30～39歳　④ 40～49歳　
⑤ 50～59歳　⑥ 60～69歳　⑦ 70～79歳　⑧ 80歳以上

←
該当する
番号へ
○をして
ください
←

趣旨を
ご記入
ください

① 回答がほしい　② 回答は不要
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　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29日（土）～₇月₆日（土）
○イベント／日時　₆月29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
●問い合わせ先／（出沢）☎63－6074

　この事業は、厚生労働省の補助を受けて日本遺族会が実
施しており、先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対
象として、父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行う
とともに、同地域の住民と友好親善をはかることを目的と
しています。
○参加費／₉万円
※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／
長野県遺族会　☎026－228－0334

　スーパー、コンビニエンスストア、酒販店などのお酒を
販売している場所では、未成年者飲酒防止のための表示を
行うことなどが法律で定められています。
　関東信越国税局では、買い物などの機会を利用して、お
酒の陳列場所の未成年者飲酒防止のための表示状況やお酒
の販売価格などを確認し、税務署に連絡していただく「酒
類販売管理協力員」を募集しています。
　募集方法等の詳細につきましては、国税庁ホームページ
をご覧ください。http://www.nta.go.jp/
●申し込み・問い合わせ先／

上田税務署 総務課　☎22－1234

○採用予定日／平成26年₄月₁日
○受 験 資 格／昭和29年₄月₂日以降に生まれた方で
　　　　　　　看護師免許または助産師免許を有する方
　　　　　　　（来春までに取得見込みの方を含む）
○試 験 日／₆月22日（土）
○会 　 　 場／JA長野県ビル
○申 込 締 切／₆月13日（木）
※詳しくは当機構ホームページをご覧ください。
　http://www.pref-nagano-hosp.jp/honbu/kango
●申し込み・問い合わせ先／

機構本部事務局 職員課　☎0120－173－314

「視点を変えてまちづくり」　講師　後
ご と う

藤　健
けんいち

市氏
～Be Better 僕らの地球の宝さがし～
視点を変えて、地球の宝さがしにさあ出発♪
―そこらにあるのに、いままで気づかなかった―
―なんでそこにあるんだろう・・身近な大発見―
―言われて初めて気づいたすごいもの―
○日　時／₆月22日（土）午後₅時30分～午後₇時40分
○会　場／信州大学繊維学部 講堂
○定　員／200名
●問い合わせ先／
　一般社団法人 上田青年会議所 地域未来創造委員会

☎22－5074（平日 午前10時～午後₂時）

平成25年度 戦没者遺児による
慰霊友好親善事業の参加者募集

酒類販売管理協力員の募集

講演会のお知らせ

第12回  大川ほたる祭り

 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・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
 メールアドレス：shiho-tomi＠city.tomi.nagano.jp
      64－5806 FAX63－5431

地方独立行政法人　長野県立病院機構
第1回 看護職員（看護師・助産師）募集

実 施 地 域 実施時期 定員 締切

旧 満 州 ₈/₁～₈/10 40人 ₆/14

西部ニューギニア ₈/19～₈/28 35人 ₇/₄

ア ッ ツ 島 ₈/28～₉/₄ 13人 ₆/24

旧 ソ 連 ₉/₅～₉/13 30人 ₇/22

中 　 　 　 国（1 次） ₉/17～₉/25 45人 ₈/₂

マ リ ア ナ 諸 島 10/₁～10/₇ 40人 ₈/15

東部ニューギニア（1 次） 10/12～10/19 30人 ₈/28

ボルネオ・マレー半島 10/21～10/30 30人 ₉/₆

トラック・パラオ諸島 11/₂～11/₉ 40人 ₉/17

ソ ロ モ ン 諸 島 11/₉～11/16 20人 ₉/24

フ ィ リ ピ ン（1 次） 11/20～11/27 120人 10/₄

ミャンマー・ベトナム（1 次） 11/29～12/₈ 60人 10/15

台湾・バシー海峡 （H26）1/16～1/22 15人 12/₂

東部ニューギニア（2 次） ₂/₁～₂/₈ 34人 12/17

イ ン ド（2 次）
₂/12～₂/21 60人

10/11

ミ ャ ン マ ー（2 次） 12/27

フ ィ リ ピ ン（2 次） ₃/₅～₃/12 120人 ₁/21

中 国（2 次） ₃/20～₃/28 60人 ₂/₅

特 定 地 域 実施時期 定員 締切

ビ ス マ ー ク 諸 島 ₂/₁～₂/₈ 36人 12/17

西部ニューギニア ₂/₃～₂/12 36人 12/19

マーシャル・ギルバート諸島 ₃/15～₃/23 36人 11/15
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　東信労政事務所では職場におけるメンタルヘルス相談な
どの労働に関する相談をお受けしております。相談は秘密
厳守・無料で実施いたします。
　また、働く女性応援アドバイザーによる女性の就労相談
も実施しております。
○時　間／午前₈時30分～午後₅時　相談日は平日のみ
　　　　　（土・日曜日、祝日、年末年始は休み）
○場　所／東信労政事務所
●申し込み・問い合わせ先／長野県東信労政事務所
　（上田市材木町₁－₂－₆合同庁舎内₆階）☎23－1629

○日　時／₇月₇日（日）午前₈時30分
　　　　　（予備日）₈月11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／一般の部　壮年の部　申し込み状況によります。
○対　象／高校生以上の方
○締切日／₆月30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

○日　時／₆月19日（水）～₆月23日（日）
　　　　　午前₉時～午後₅時
○会　場／東御市文化会館 展示室　※入場は無料です。
●問い合わせ先／竹重好幸水石個展実行準備委員会

（竹重）☎63－5474

陶磁展2013「今私が追ってるテーマ」

　東信地区の陶芸家10名が、各ブースに分かれそれぞれの
個性を生かした展示に挑戦します。
○期　間／₆月₈日（土）～₆月16日（日）
○時　間／午前10時～午後₅時
○会　場／₂階  美術館  入場料無料
○主　催／陶磁○△□会
モーターを使って工作しよう　動く車を作ります。
○日　時／₆月22日（土）午前₉時～午前11時30分
○会　場／₄階  科学実験室  参加無料
○定　員／20名  小中学生とその保護者
○締　切／₆月19日（水）までに電話またはFAXでお申し

込みください。
太陽の観察　太陽の黒点やプロミネンスを観察します。
○日　時／₆月15日（土）午前10時～午前11時
○会　場／屋上 天体観察室・プラネタリウム室
　　　　　（雨天曇天のときは室内で体験）参加無料
●申し込み・問い合わせ先／上田創造館　☎23－1111

○受 験 資 格／
　①平成25年₄月₁日において、高校または中等教育学校

を卒業した日の翌日から起算して₃年を経過していな
い者及び平成26年₃月までに高校または中等教育学校
卒業見込の者

　②人事院が上記①に掲げるものに準ずると認める者
○試験の程度／高等学校卒業程度
○インターネットでの受験申込方法
　①申込期間　₆月24日（月）午前₉時～₇月₃日（水）
　　　　　　　（受信有効）

②申込方法　次のアドレスへアクセスし説明に従い入力
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

○郵送または持参での受験申込方法／
　①申込期間　₆月24日（月）～₆月28日（金）
　　　　　　　₆月28日（金）までの通信日付印有効
　②申込方法　第₁次試験地を管轄する人事院各地方事務

局に申込書を提出。なお、関東信越国税局
管内の試験地を管轄する地方事務局は次の
とおりです。　

　　　　　　　人事院関東事務局　〒330－9712
　さいたま市中央区新都心₁番地₁

　　　　　　　　　さいたま新都心合同庁舎₁号館
　　　　　　　　　　　☎048－740－2006～2008

○試 験 日／第₁次試験　₉月₈日（日）
　　　　　　　第₂次試験　10月17日（木）～25日（金）

のいずれか第₁次試験合格通
知で指定する日時

○試 験 地／
　第₁次試験　人事院各地方事務局が示した試験地であれ

ば、受験者の希望する全国のどの試験地で
も受験可能

　第₂次試験　第₁次試験合格通知書で指定する試験地
○試 験 種 目／第₁次試験　基礎能力、適性及び作文試験
　　　　　　　第₂次試験　人物試験及び身体検査
○合格発表日／第₁次試験　10月10日（木）
　　　　　　　最終合格発表　11月19日（火）
●問い合わせ先／土・日曜日、祝日等の休日は除く
【インターネット申込みに関すること】
　人事院人材局試験課　
　☎03－3581－5311 内線2333（午前₉時30分～午後₅時）
【その他に関すること】
　関東信越国税局人事第二課試験係
　☎048－600－3111 内線2097（午前₉時～午後₅時）

○日　時／₆月18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／予約優先
●申し込み・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
（東御市新屋39－1）☎64－7739

遺言・相続等　無料相談会
～相続を争族にしないために～

第22回コトヒラ杯
東御ミックスソフトテニス大会

上田創造館だより

第₂回 竹
たけしげ　よしゆき

重好幸「水石、苔鉢個展」

税務署職員採用試験について労働なんでも相談 
職場でのトラブルにお困りの
労働者・事業主の皆さまへ
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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

※詳しくは、『各種検診のご案内 平成25年度』をご覧いただくか、下記へお問い合わせください。

　胃検診＝ＡＢＣ検診　（今年度40歳～79歳の方）
　前立腺がん検診　　　（今年度50歳以上の男性）
　乳 が ん 検 診　　　（今年度40歳以上で偶数年齢の女性）

　喀
か く た ん

痰 検 査　　　（今年度50歳以上、喫煙者で痰が出る方）
　肺がんらせんＣＴ検診（今年度41歳以上で奇数年齢の方）
　婦人科（子宮頸がん等）検診　（今年度20歳以上の女性）

　大 腸 が ん 検 診　　　（今年度40歳以上の方）
　　　　　　　　　　　　

　協会けんぽ等、東御市国民健康保険以外に加入の方は、保険証を発行している医療保険
者へお問い合わせください。

　東御市国民健康保険加入の40歳～74歳の方全員…………特定健診
　　　　　　　　　　　　（現在、治療中の方も対象者です）
　19歳～39歳の東御市民で申し込まれた方…………………健康診査
　　　　　　　　　　　　（加入している保険は問いません）
　後期高齢者医療制度に加入で申し込まれた方……後期高齢者健診

各種がん検診は 保険証に関係なく東御市民の該当年齢で、申し込み
された方が受けられます。

生活習慣病予防のための健診は、保険証により受け方が異なります。

今、お持ちの保険証を確認してください。ご加入の医療保険者がわかります。

3

2
1

＊上記の検査項目は、身体計測・血圧・尿検査・血液検査等どれも同じです。
　また、対象の方は、大腸がん検診、前立腺がん検診、ペプシノゲン検査、ヘリコバクター・ピロリ

菌抗体検査を一緒に受けられます。
＊人間ドックを受診される方は、改めて生活習慣病予防のための健診を受診する必要はありません。

【実施期間】

【受診方法】市内の指定医療機関でご都合のよい日時に受診できます。詳しくは、受診券
に同封の案内をご覧ください。

【持 ち 物】受診券（青色の冊子）、保険証、健診費用
　　　　　　＊受診の際は、忘れずにご持参ください。

₆月₁日～平成26年₁月31日まで

市で受ける健診
です
対象者には受診
券を送付します

₆月までに受診票と
ご案内を送付します

検診日に合わせて
ご案内します

申し込みは必要ありません。直接市内の
指定医療機関で受けてください。

平成25年度

各種検診がはじまります
～市で受けられる検診の確認をお願いします～
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●問い合わせ先　企画課　ケーブルテレビ係　☎67－2981

●問い合わせ先　上下水道課　業務係　☎71－9100

【放送時間　19：30　23：00　翌日 7：00　10：00　13：00　16：00】

とうみチャンネル
≪番組案内≫  6月3日(月)〜6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。

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

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

　上下水道局では、市長の諮問に応じて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を設置しています。上下水道をご利用の皆さまから公募いたします。
▼任務内容　　年₁～₂回の審議会への参加
▼任　　期　　平成25年₉月₁日～平成27年₈月31日（₂年間）
▼募集人員　　₂名以内
▼応募資格　　市内にお住まいで、平成25年₄月₁日現在満20歳以上の方
▼応募方法　　₆月28日（金）までに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、下記にてお渡しいたします。
▼選　　考　　書類審査の上決定し、応募者の方へご通知いたします。

「東御市上下水道事業運営審議会」
委員を公募します

₃日（月） 月刊とうみチャンネル₅月号　～前半～

₄日（火） 月刊とうみチャンネル₅月号　～後半～

₅日（水）
信州医学振興会　夜間健康講座
第₉回　血圧の制御の本態

₆日（木）
東御市商工会和支会主催
第63回  和子供相撲大会 

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

₈日（土）
平成25年度 第27回蓼北中学生バレーボール大会
　～北御牧中学校女子Aチーム戦～

₉日（日）
平成25年度 第27回蓼北中学生バレーボール大会
　～北御牧中学校女子Bチーム戦～

10日（月）
平成25年度 第27回蓼北中学生バレーボール大会
　～東部中学校女子Aチーム戦～

11日（火）
平成25年度 第27回蓼北中学生バレーボール大会
　～東部中学校男子Aチーム戦～

12日（水）

平成25年度 祢津東町歌舞伎公演（前半）
三番叟・土蜘蛛退治
～祢津小学校歌舞伎クラブ、東町歌舞伎保存会～
（制作：上田ケーブルビジョン）

13日（木）

平成25年度 祢津東町歌舞伎公演（後半）
忠臣蔵七段目  一力茶屋の場
～東町歌舞伎保存会～
（制作：上田ケーブルビジョン）

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

15日（土） 平成25年度  北御牧小学校校庭運動会（前半）

16日（日） 平成25年度  北御牧小学校校庭運動会（後半）

17日（月）
<議会中継>　9：00～
平成25年  東御市議会  第2回定例会一般質問

18日（火）
<議会中継>　9：00～
平成25年  東御市議会  第2回定例会一般質問

19日（水）
<議会中継録画>　19：30～24：00
平成25年  東御市議会  第2回定例会一般質問

20日（木）
<議会中継録画>　19：30～24：00
平成25年  東御市議会  第2回定例会一般質問
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●問い合わせ先　東御市農業委員会事務局（別館2階）　　　　　　☎64－0535
　　　　　　　　㈶長野県農業開発公社上小支所（上小地方事務所内）☎23－1260（内線2439）

●問い合わせ先　道路の側溝等については　建設課　管理係（別館3階）　　　　☎64－5892

　　　　　　　　農業用用排水路等については　農林課　耕地林務係（別館2階）☎64－5898

土地を売ろうか。
農業をやめようか。
規模を縮小しようか。

農地を増やして
経営規模を
　 拡大したい！

　登録免許税15/1,000 が₈/1,000に軽減されます。
　不動産取得税が₂/₃相当に軽減されます。
　一定期間公社より借り受け後、取得することもできます。
　※農地売却代金の1.5％～₃％の公社手数料が別途かかります。

　譲渡所得が800万円まで特別控除されます。
　（買入協議制度を活用した場合 1,500万円まで特別控除）
　※農地売却代金の₃％または3.6％が公社手数料として別途かかります。
　※適正な価格で契約できます。
　※農地の賃貸借等も取り扱いしております。お気軽にご相談ください。
　（注）農業開発公社が売買する農地は、農業振興地域の農用地区域（青地）が対象です。
○不動産登記は市役所が行いますので、買いたい方・売りたい方ともに登記料がかかりません。

◎農地を買いたい方

◎農地を売りたい方

　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

　梅雨の時期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、改良区や地元の水利組合、周辺の方々と連携した管理
をお願いします。

河川、水路への草の投げ込みは下流域の皆さんに迷惑となりますのでお止めください。
お 願 い

農地の売買、ご相談ください !
ご相談は（財）長野県農業開発公社へ

梅雨の時期を前に
水路等の保全・管理をお願いします
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●問い合わせ先　農林課　農政係（別館2階）☎64－5894　FAX64－5881

　アメリカシロヒトリが発生する時期を迎えました。アメシロにより被害
を受けている樹木をそのまま放置すると、近隣の皆さんに迷惑がかかりま
す。お互いが注意し、以下の要領で「アメシロ徹底防除」を図りましょう。

1 防除方法

2 防除に対する支援措置

①荒廃地や管理が行き届かない樹木で、被害が予想されるものについては、できるだけ伐採
するよう心がけましょう（公共用地の樹木は市で対応しますので、被害状況をご連絡くだ
さい）。

②発生直後（発生から₂週間程度まで）のアメシロは、集団で固まっているので移動しませ
ん。この時期に発生したものは枝ごと切り落とし、焼くか踏みつぶします。

③アメシロが樹木全体に分散してしまった場合は、動力噴霧器等を利用して、殺虫剤を散布
します。

①	アメシロ防除用機械の無料貸出について
　　殺虫剤散布にあたり、機械を用意でき
　ない方には動力噴霧器を貸し出します。
　　ＪＡ各支所へ配備してありますので、
　事前に予約をしてご利用ください。

②	殺虫剤散布作業者（有料）について
　　自分で散布作業が実施できない方は、下記の方へ作業を直接依頼してください。
　　料金は₂ｔ車・50ｍホースでの散布作業について、₁ℓあたり30円です（それ以外の特

殊作業は割り増しとなります）。
　　また、作業にあたっては、近隣の土地所有者の承諾を得ていただくとともに、薬剤散布

を行う樹木へは、必ず赤テープ等で目印をお願いします。

③	樹木の伐採費用の半額を助成します
　　アメシロの被害を受けている樹木を伐採する場合、必ず事前に下記へお問い合わせくだ

さい。市指定業者が伐採を行うものは、伐採に要した経費の半額を助成します。

予約先　ＪＡ信州うえだ　
　　　　　滋野店　　　　　　☎62－0403
　　　　　東部営農センター　☎62－3322
　　　　　和　店　　　　　　☎62－0202

作業者連絡先（お近くの方にご依頼ください）
　・小林　俊洋さん（新　張）　☎63－7605
　・柳橋　琢夫さん（西　宮）　☎64－2003
　・荻原　一徳さん（曽　根）　☎64－3661
　・鳴沢　勇次さん（下八重原）☎67－3541

※散布を行う場合は、事前に周辺住民に、散布目的、日時、農薬の種
類、散布者名（連絡先）などを周知しましょう。特に近くに学校や
通学路がある場合は、学校や保護者へも周知しましょう。

市全域で
アメリカシロヒトリの撲滅を!!
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●提出・問い合わせ先　福祉課　福祉推進係　☎64－8888　
　　　　　　　　　　　〒389-0502		東御市鞍掛197		総合福祉センター

●問い合わせ先　総務課　総務係（本館2階）☎62－1111（代表）

　児童手当受給者（請求者）の方には受給資格確認のため、毎年₆月中
に現況届をご提出いただくことになっています。
　提出書類につきましては、₆月上旬に市から郵送します。書類の
注意事項をお読みいただきご提出ください。
　なお、期限内に提出されない場合は、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。

▪提出書類　　①児童手当現況届
　　　　　　　②添付書類　対象児童の健康保険証の写し
　　　　　　　③所得・課税証明書（今年₁月₁日以降東御市に転入された方のみ）

（扶養人数および所得控除額が記載された証明書で、該当者には、ご通知を
差し上げます）

▪提出期限　　₇月₁日（月）
▪提出窓口　　下記へ持参いただくか、郵送願います。
　※平成25年₅月以降、児童手当の新規または、額改定（増額）請求手続をされた方は、今年

度の現況届は提出する必要がありません。したがって書類は郵送しませので、予めご了承
ください。

10日以降に預金通帳の記帳等でご確認ください。
　なお、₅月20日（月）以降に児童手当の新規・額改定（増額）請求手
続きをされた方のお支払いは10月になりますので、予めご了承ください。
今後の支払日につきましては、市報とうみ『お知らせ版』に掲載します
のでご覧ください。

　※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。

₆月10日（月）は児童手当の支払予定日となっています。

　特に、夏季は冷房設備の運転時間短縮を図るため、₅月₇日（火）から10月31日（木）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。

　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

児 童 手 当 に つ い て
現 況 届 提 出 の お 願 い

児童手当をお支払いします
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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

●問い合わせ先　東御消防署　予防係　☎62－0119

�対 象 者　　平成25年度中に30・40・50・60・70歳になる方
�実施期間　　平成26年₂月末日まで（休診日は除く）
�費　　用　　500円
�受診方法　　対象の方には受診票を郵送させていただいています。
　　　　　　　通知の中にある医療機関へ電話で予約をして受診してください。
　　　　　　　（お一人様１回のみです）

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

　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。炎症が
ひどくなると歯肉から血やウミが出るようになり、口臭も強くなります。
　また、歯がぐらついたり、歯の間にすき間ができて、歯が抜けてしまいます。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せんか。

　私たちの周りには、たくさんの危険物があります。危険物といえばガソリンや灯油を思い浮
かべますが、他にも家庭で使用するてんぷら油、スプレー製品、化粧品、塗料も危険物になり
ます。
　これらは、私たちにとってなくてはならないもの
である反面、間違った取扱い方をすると「危険な
物」になってしまいます。
　危険物事故の多くは、管理不十分や使用方法の間
違いなど人的原因によるものがほとんどです。危険
物と上手に付き合い快適な生活をするために、事業
所におきましては、自主的な保安体制の確立をはか
り、また市民の皆さんには、正しく安全な取扱いを
お願します。

危険物安全週間推進標語は
₆月₂日（日）から₈日（土）まで全国一斉に行われます

「あなたこそ  無事故を任う  司令塔」です

歯周疾患検診を行っています
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●問い合わせ先　市民課　生活環境係（本館1階）☎64－5896

●事前予約・問い合わせ先　東部人権啓発センター　☎64－5902

　₆月は“環境月間”です。また、東日本大震災以降、化石燃料依存からの転換への関心が高
まっています。東御市の風土に合った省エネ・自然エネルギー・３Ｒ等をテーマに、日々の暮
らしを見直しましょう。
※₃Ｒとは・・・リデュース（減らす）リユース（繰り返し使う）リサイクル（再資源化）

○日　時　　₆月29日（土）　午後₂時から
○場　所　　勤労者会館₂階
○内　容　　

○持ち物　　ご自宅の電気代・ガス代、ガソリン・灯油代などのわかるもの
　　　　　　（ご希望の方には県内のうちエコ診断士による「うちエコ診断」を行います）
　　　　　　主催／東御市
　　　　　　共催／東御市環境市民会議

講演会
　演題　『とうみ版 エコライフのすゝめ』
　講師　省エネルギー普及指導員・環境カウンセラー
　　　　　宮

みやはら

原　則
の り こ

子さん　

参加費無料
申 込 不 要

◆日　　時　　₆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もありますので、ご承知

おきください。

　※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。

・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

今月の「人権よろず相談所」

まちづくり講座開催
『とうみ版 エコライフのすゝめ』



お知らせ版（2013.₆.₃） �

●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　子育て支援センター　子育て支援係（東部子育て支援センター）☎64－5814

日時　₆月29日（土）午後₁時30分～午後₃時 
　　　　（開場 午後₁時）
場所　北御牧公民館 講堂（北御牧庁舎₂階） 
演題　『花粉症と食物アレルギー』

聴講無料 申込不要

第₂回　日　時　₈月下旬開催予定　
　　　　内　容　詳細は決定次第お知らせ版に掲載します　　
　　　　会　場　北御牧公民館 講堂（北御牧庁舎₂階）
第₃回　日　時　11月上旬開催
　　　　　　　　（第10回東御市総合文化フェスティバルと同時開催予定）
　　　　内　容　詳細は決定次第お知らせ版に掲載します　
　　　　会　場　文化会館 サンテラスホール
第₄回　日　時　平成26年₂月15日（土）「歴史講座」 
　　　　内　容　講師　元上田市立博物館館長　寺島　隆史先生
　　　　会　場　北御牧公民館 講堂（北御牧庁舎₂階）

　花粉症は今や、我が国の国民病とまでに言
われるようになってきました。
　また、食物アレルギーに悩まされている人
も急激に増えています。この講演会では、花
粉症や食物アレルギーと食生活との関係につ
いてお話いただきます。
　高校生や一般の方にも分かりやすくお話い
ただけますので、大勢の皆さんのご参加をお
待ちしています。

主催／東御市　東御市教育委員会　東御市公民館

日　時　　₇月₄日（木）　午前10時～正午
場　所　　北御牧公民館 講堂（北御牧庁舎₂階）
持ち物　　紙袋　小銭

講師　　
　信州大学農学部教授　
　中

なかむら

村　宗
そういちろう

一郎 先生

次回以降の生涯学習市民大学講座のご案内

平成25年度  第１回  東御市生涯学習市民大学
信州大学出前講座「健康講演会」

 
合同バザーのお知らせ
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6 29（土）

いよいよプールの季節です！

市民プール
オープン

開設期間中（6/29～9/1）のみ、お間違えのないようお願いします
☎62－0625市民プール専用 【入場料】 3歳以上中学生以下……100円

（1回につき）
 一　般（高校生以上）…300円

 　　　（午前・午後の入替制）

開設期間　平成25年6月29日㈯～9月1日㈰

25 25

市民プール無料券 市民プール無料券
入場時間　9：30～12：30
　　　　　13：30～17：00

開設期間　平成25年6月29日㈯～9月1日㈰

入場時間　9：30～12：30
　　　　　13：30～17：00

（1枚につき一名様限り）（1枚につき一名様限り）

� お知らせ版（2013.₆.₃）

●問い合わせ先　生涯学習課　スポーツ係（特非）東御市体育協会（第一体育館内）	☎62－2200

●問い合わせ先　消防課　消防団係（	東御消防署内）☎62－0119

　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16日（日）午前₇時〜午前11時

会場　東御中央公園
（荒天の場合は会場を変更します）

　操法練習時には消火栓を使用しますので、一部水道水に
濁りが発生し、ご迷惑をおかけすることがありますが、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

グラウンド
屋外ゲートボールコート

第10回東御市消防 大会
 

ポンプ操法
ラッパ吹奏


