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② お知らせ版 №237（2014.₇.₁）

●申し込み・問い合わせ先　火のアートフェスティバル実行委員会事務局	　　商工観光課　観光係（北御牧庁舎内）☎67－1034		FAX67－3337

●申し込み・問い合わせ先　東御市立図書館　☎64－5886

＊花火打ち上げ　　１０月１１日（土）　午後６時（予定）
＊協賛募集締切　　９月１日（月）まで

　企業や団体の皆さまからの協賛をお待ちしております。詳しくはお問い合わせください。

　日　　時　　１０月１１日（土）　午後 1時～午後5時　
　　　　　　　１０月１２日（日）　午前10時～午後2時
　　　　　　　＊上記の時間内で実行委員会がスケジュールを調整します。
　会　　場　　八重原芸術むら公園内　特設ステージ
　募集内容　　音楽、ダンスなどを行う個人やグループ
　　　　　　　出演時間は、準備と撤収を含めて約10分から30分程度です。
　申込方法　　８月１日（金）までに「火のアートフェスティバル2014出演申込シート」に

必要事項をご記入の上、下記へお申し込みください（持参・FAX・郵送可）。
＊出演申込シートは下記へご請求いただくか、市ホームページからダウンロー

ドしてください。
　そ の 他　　・出演日や時間は可能な限り調整しますが、
　　　　　　　　ご希望に添えないこともあります。
　　　　　　　　お申し込みが多数の場合や、スケジュール
　　　　　　　　調整できないときは抽選とします。
　　　　　　　・発表内容については、フェスティバルの趣旨を考慮し事前の審査を行います。
　　　　　　　・出演料や出演経費、交通費等はお支払いできません。

『火のアートフェスティバル2014』のステージに出演してくださる方やグループを募集します。

今年もやります！八重原の夜空を彩る打ち上げ花火！

　ふしぎ？科学マジックを体験してみよう！理科の原理を使った楽しい手品を見ながら、科学
を楽しむ教室です。マジックグッズの工作も予定しています。ぜひご参加ください。
日　　時　　７月２７日（日）　午後1時〜午後3時30分
場　　所　　東御市立図書館 2階 研修室1
対　　象　　小学校3年生から6年生
定　　員　　30名（定員になり次第締め切ります）
申込方法　　下記へお電話でお申し込みください。

参加費
無料

参加費
無料

火のアートフェスティバル2014 10月11日（土）・12日（日）開催

ステージ出演者・グループ募集！

協賛企業・団体募集！

ふしぎ？科学マジック 開催科学実験教室
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●申し込み・問い合わせ先　火のアートフェスティバル実行委員会事務局	　　商工観光課　観光係（北御牧庁舎内）☎67－1034		FAX67－3337

●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）

　初めての方はもちろん、親子、仲間と「楽しい“やきもの”づくり」を体験してみませんか。
作品は『火のアートフェスティバル2014』期間中に、芸術むら公園内の登り窯で焼成します。
作り方は、陶芸家の亀

かめい　あさ お

井朝雄先生と陶芸グループべと
4 4

の皆さんが、手ほどきをしますので、お
気軽にご参加ください。

　場　　所　　芸術むら公園内　憩いの家「やきもの道場」
　参 加 費　　1,800円（粘土₁kg、素焼き、釉

ゆう

かけ、焼成代込み）
　　　　　　　※やきものづくりの当日、受付でお支払いください。
　募集人数　　各日とも40人（定員になり次第締め切ります）
　申込方法　　７月２２日（火）までに、下記へお申し込みください（電話、FAX可）。
　持ち物等　　タオル、エプロンなど、汚れてもよい服装でお越しください。
　製 作 品　　自由（お一人₁点とさせていただきます）
　※作品は、11月上旬に北御牧庁舎で展示させていただいた後、お引き渡しします。
　※作品は慎重に取り扱いますが、不測の事態も予想されます。あらかじめご了承ください。

登り窯のスタッフを体験してみませんか
　陶芸教室でのやきものづくりと併せて登り窯焼成作業も体験してみませ
んか？フェスティバル当日にスタッフとして参加いただいた方には、上記
の陶芸教室参加費を無料に（お返し）いたします（先着10名）。
　詳しくは下記までお問い合わせください。

開　催　日 時　　　間
７月２５日（金） 午後7時30分〜午後9時30分　受付 午後7時から

７月２６日（土） 午後1時30分〜午後3時30分　受付 午後1時から

７月２７日（日） 午後1時30分〜午後3時30分　受付 午後1時から

▶日　　時　　８月１日（金）　
　　　　　　　午前８時30分～午前11時（受付は午前８時）
▶場　　所　　滋野コミュニティーセンター
▶定　　員　　30名（定員になり次第締め切ります）
▶受 講 料　　無　料
▶申込方法　　７月２５日（金）までに、下記へお申し込みください。
▶持 ち 物　　筆、墨等用具一式、新聞紙（用紙は用意します）

火のアートフェスティバル2014 10月11日（土）・12日（日）開催

陶芸教室参加者募集！

「写 経」開 催滋野公民館開催

世界にひとつ
だけの作品を

作ってみませんか？
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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）体育協会事務局（第一体育館内）☎62－2200

●花火に関する申し込み・問い合わせ先　北御牧地区夏まつり実行委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東御市商工会	北御牧支会）☎67－3382

　ご家族やお友達で、今年の夏祭りに花火をあげてみませんか？
ご結婚・ご誕生祝いやこの夏の思い出にいかがでしょうか。

北御牧地区
夏まつり

　場　　所　　浅間高原カントリー倶楽部
　参加資格　　市内在住の方または、市内企業や事業所にご勤務の方
　参 加 費　　一般　2,000円　　ゴルフ協会員　1,000円
　プレー費　　８月２４日（日）　8,900円（昼食、ソフトドリンク付き）
　　　　　　　８月２５日（月）　6,900円（昼食、ソフトドリンク付き）
　申込方法　　申込書に必要事項をご記入のうえ、参加費を添えて下記へ
　　　　　　　直接お申し込みください。
　　　　　　　※電話でのお申し込みはできません。
　受　　付　　７月２４日（木）～８月４日（月）（定員になり次第締め切ります）
　　　　　　　受付時間は平日のみ（午前₉時～午後₅時　時間厳守です）
　定　　員　　８月２４日（日）　200名　　　８月２５日（月）　200名
　注　　意　　セルフプレーです。

☀日　　時　　８月１４日（木）午後₇時40分から打ち上げ開始
　　　　　　　少雨決行（雨天時はふれあい体育館にてイベント開催）
　　　　　　　大雨時は、８月１５日（金）に順延の予定です。
☀場　　所　　北御牧グラウンド
☀代　　金　　お祝い花火　₃号₁発		5,400円　₄号₁発		8,640円　₅号₁発		10,800円
　　　　　　　この他にも承りますのでご相談ください。
☀申し込み　　７月２３日（水）までに、お申し込みください。書類をお送りします。
☀そ の 他　　慶祝花火以外にも、個人や団体からの協賛による花火も募集しております。

切　り　取　り　線

「市民ゴルフ大会」申込書
どちらかに○をしてください

参加日　　　　８月２４日（日）　・　２５日（月） 一　般　・　ゴルフ会員

氏名 年　　月　　日生　　歳 ☎

住所 企業・事業所名



お知らせ版 №237（2014.₇.₁）⑤

●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　北御牧地区夏まつり実行委員会事務局（北御牧庁舎内）☎67－3311

�募集作品　　写真（Ａ４版以内）　絵画（８号以内）　詩　俳句　川柳　短歌　歌
　　　　　　　形式、用紙は問いません。
�応募資格　　市内にお住まいまたはお勤めの方で、個人、家族、団体など
�出品方法　　お一人８点以内
�応募期間　　７月１日（火）～１０月３１日（金）まで
�応募方法　　期間中に中央公民館及び各地区公民館へ応募用紙を添えてご提出ください。
�応	募	先　　滋野コミュニティーセンター　☎62−0401	 祢津公民館　☎62−0251
　　　　　　　和コミュニティーセンター　☎62−0201	 北御牧公民館　☎67−3311
�選　　定　　公民館役員を中心に地区ごと「ふるさと八景」として選定いたします。
�展　　示　　中央公民館及び各地区公民館へ展示いたします。

　市内５地区は、それぞれが個々に伝統や文化、培われた長い歴史を持っています。
　そこで、かけがえのない我がふるさとに、もう一度心と目を向け、
ふるさとの良さを地区八景として表現してみましょう。
　作品を文化祭や広報等で紹介し合うことによって、改めて地区の
良さを再確認し、共有することで地域の活性化に役立てましょう。

日　　時　　８月１４日（木）　午後₄時～午後₇時（予定）
場　　所　　北御牧グラウンド（みまきニュードカンコ会場内）
出 店 料　　1,000円
申 込 み　　７月２３日（水）までに、下記へお申し込みください。
そ の 他　　軽トラック市では、荷台で野菜や果物等を販売します。
　　　　　　　実行委員会出店の販売品と同一の場合等、販売品によってはお受けできない場

合もございます。

住　所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名 電話番号

応募地区名 田　中　・　滋　野　・　祢　津　・　和　・　北御牧

応募作品 写　真　・　絵　画　・　詩　・　俳　句　・　川　柳　・　短　歌　・　歌

作品題名

「ふるさと八景」応募用紙
切　り　取　り　線

田中　滋野　祢津　和　北御牧

「ふるさと八景」を探そう！
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●応募・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

●問い合わせ先　和コミュニティーセンター　☎62－0201（火・木曜日の午後を除く平日）

　日々の暮らしの中で感じたこと、伝えたいことなどを短歌、俳句、川柳、現代詩で
表現してみませんか。皆さんのご応募、お待ちしております。

○募集部門および投稿数（一般の部）
　　　　　　短歌₂首、俳句₃句、川柳₃句、現代詩₁編　いずれも未発表の作品に限ります。
○応募資格　◦東御市または東信地域に住んでいる方　　◦東御市の企業に勤めている方
　　　　　　◦東御市の短歌会、俳句会、川柳会、詩の会の会員及び各会と交流のある方
　　　　　　◦東御市内の児童や生徒
○応募期間　７月２４日（木）～８月２２日（金）【必着】
　　　　　　締め切り後は作品の受付はいたしませんのでご了承ください。
○投 稿 料　₁部門につき1,000円（児童や生徒が一般の部に応募する場合は500円）
○応募方法　◦作品は、専用の原稿用紙に書いてください。
　　　　　　　ただし現代詩部門については、400字詰原稿用紙3枚以内とします。

◦専用の原稿用紙は、中央公民館、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、北御牧公民館、市立図書館にあります。市ホーム
ぺージからもダウンロードできます。

◦住所、氏名、電話番号を明記し、投稿料を添えて下記へ応募してください。
　郵送で応募する場合は、郵便小為替を同封してください。
【応募先】〒389-0517　東御市県288−4  中央公民館内

　　　　　　　　　　　東御市短詩型文学祭実行委員会事務局
○文 学 祭　◦日　時　１１月１５日（土）午後１時より
　　　　　　◦場　所　中央公民館

　梅雨明けのこの時期は、思いがけずきれいに晴れ渡り、ハッとするような明るい星の輝きが
眺められることがあります。北斗七星や夏の大三角を手がかりに、春の星座や夏の星座を探し
ましょう。

☆日　　時　　７月２６日（土）　午後７時30分～午後８時30分
☆会　　場　　和コミュニティーセンターおよびその周辺
☆内　　容　　星についてのお話と星座観察
☆持 ち 物　　懐中電灯や双眼鏡（お持ちの方）

☆解　　説　　小
こばやし

林 将
まさき

喜さん
☆そ の 他　　・お申し込みは必要ありませんので、直接お越しください。
　　　　　　　・夜間に行いますので、小学生は保護者の方とご参加ください。
　　　　　　　・参加者には、簡易星座早見表をさしあげます。
　　　　　　　・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。

第11回 東御市 短詩型文学祭作品募集
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●申し込み・問い合わせ先　福祉課　高齢者係（総合福祉センター内）☎64－8888

●申し込み・問い合わせ先　浅間山系ミヤマシロチョウの会事務局　東御市教育委員会　　　　　　　　　　　　　生涯学習課　文化財・文化振興係（中央公民館2階）☎75－2717

　市と市高齢者クラブ連合会では、今日まで夫婦力を合わせ良き家庭を築き、社会
に貢献されたご苦労に敬意を表し、結婚して49年目を迎えるにあたり祝賀式を開催
します。対象となるご夫婦のお申し込みをお待ちしています。
開 催 日　　９月１９日（金）
場　　所　　中央公民館 3階 講堂
申込方法　　８月１８日（月）までに、申込書に必要事項をご記入の上、下記へお申し込み

ください（持参・電話可）。お祝品などの都合により、締切日以降のお申し込
みはできませんのでご了承ください。

対 象 者　　昭和40年₁月₁日～昭和40年12月31日までに結婚された
　　　　　　　ご夫婦（結婚49年目の夫婦が対象となります）。
そ の 他　　＊これ以前に結婚されたご夫婦でも、これまで金婚祝賀を
　　　　　　　　受けていない方は対象となります。
　　　　　　　＊申し込みをされた該当のご夫婦には、後日案内状を送付させていただきます。
　　　　　　　＊信濃毎日新聞に金婚式のご夫婦のお名前が掲載されますが、今年度金婚祝賀

式の対象となる皆さまは、来年の掲載（信濃毎日新聞に申し込みをした方の
み）となりますのでご了承ください。

✿日　　時　　７月２１日（月）　午前７時
✿集合場所　　湯の丸自然学習センター
✿行　　程　　烏帽子岳往復［	午前７時～正午ごろ	］
　　　　　　　高原の花々やミヤマシロチョウなど、高山蝶の観察をします。
✿持	ち	物　　雨具、飲み物（昼食）、帽子、ハイキングの服装が好ましい。
✿申し込み　　７月１８日（金）までに、下記へ電話でお申し込みください。
　　　　　　　当日参加も可能です。お気軽にご参加ください。

　県の天然記念物「ミヤマシロチョウ」が₇月上旬から₈月上旬にかけて烏帽子岳で見られま
す。近年激減し絶滅の危機に瀕

ひん

している希少な蝶で、木の葉がひらひら舞うようにゆったりと
飛びます。浅間山系ミヤマシロチョウの会では、₇月下旬の最盛期に合わせ、観察会を開催い
たします。皆さまのご参加をお待ちしております。参加費は無料です。

「金婚祝賀式」申込書
切　り　取　り　線

結婚年月日　　

昭和　　年　　月　　日

夫氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　歳）

妻氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　歳）

住所 ☎

平成26年度  金婚祝賀式のご案内平成26年度  金婚祝賀式のご案内

ミヤマシロチョウ観察会ミヤマシロチョウ観察会
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●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

●申し込み・問い合わせ先　東御市成人式実行委員会事務局
　　　　　　　　　　　　　生涯学習課　生涯学習・スポーツ係（中央公民館2階）☎64－5885

 「アケボノゾウの会」では、東御市の貴重なアケボノゾウ化石を守りこれからの子どもたちに
引き継いでいくために、 日々刻々と変化する化石発掘場所の観察会や学習会を行っています。
　今回は、北御牧郷土資料館でアケボノゾウ等の化石を見学した後、千曲川左岸（羽毛山）の
川原で、アケボノゾウの骨や足跡、植物、貝、昆虫等数多くの化石が産出している調査地を観
察します。
　130万年前、アケボノゾウが生活していた場所を、私たちといっしょに歩いてみませんか。

❖日　　時　　７月２７日（日）午前	8	時	30	分～午前11	時頃まで
　　　　　　　（雨天や河川増水の場合、北御牧郷土資料館の化石見学のみ）
❖集合場所　　北御牧郷土資料館前（芸術むら公園内、諏訪神社横）
❖募集人員　　20名程度で同伴者も含みます
　　　　　　　（定員になり次第締め切ります）。
　　　　　　　小学生以下は保護者同伴でご参加ください。
❖申込方法　　７月２５日（金）までに、事務局へお申し込みください。
❖持	ち	物　　軍手、飲料水等、帽子、滑らない靴でお越しください。
❖参	加	費　　無　料
❖連 絡 先　　アケボノゾウの会事務局（工藤）	☎67−2585　（中山）☎090−1867−7763
　 　

　平成₆年₄月₂日から平成₇年₄月₁日までに生まれた方を対象に『成人式』を行ないます。
該当される方は事前申し込みの上、ご参加ください。平成26年6月23日（月）現在、市内に住
民登録をされている方には、ご案内の通知をお送りします。
　なお、以前に市内にお住まいで、現在は住民登録されていない方もご参加いただけますので、
7月22日（火）までに、下記へご連絡ください。
☆開催日　　８月１５日（金）
☆時　間　　受　付　　午後１時〜　（予定：中央公民館）
　　　　　　式　典　　午後２時〜　　　　
　　　　　　祝賀会　　午後３時30分〜　（ラ・ヴェリテ）
☆会　費　　式　典　　２,０００円（予定）記念品代を含みます。
　　　　　　祝賀会　　３,０００円（予定）
☆お願い　　・会場内での飲酒や、酒類の持ち込みはご遠慮ください。
　　　　　　・飲酒された方のご入場はお断りします。
　　　　　　・他の方の迷惑になる場合は、ご退場いただく場合があります。

成人式をいっしょに運営していただける方を、まだまだ募集しています。
下記事務局までご連絡ください。募集 !!

平成26年度 「成人式」のご案内平成26年度 「成人式」のご案内
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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　子育て支援課　保育係（東部子育て支援センター2階）☎64－5903　　　　　　　　子育て支援課　子育て支援係（東部子育て支援センター1階）☎64－5814

　今回は、お子さんとご一緒に夏休みのひと時を過ごしていただけるきっかけの場として行い
ます。ご近所・お友達をお誘い合わせの上、ご参加ください。

第2弾 8月開講

学校公開講座受講生募集

✍申込方法　　７月２５日（金）までに、下記へ電話でお申し込みください。
　　　　　　　５名以上で開講します。
✍そ の 他　　詳細につきましては、後日通知いたします。
　　　　　　　受講料は無料です。

市の臨時保育士を募集します市の臨時保育士を募集します市の臨時保育士を募集します

開催場所 北御牧小学校 会 場 1年松組教室

講 座 名 国際理解　ブラジルを知ろう
講 師 村

むらやま

山　弘
ひろこ

子　先生開 催 日 ８月１日（金）
時 　 間 午後6時〜午後8時 募集定員 20名

講座内容
・ブラジルについて写真やビデオを見てミニ知識を学びます。
・実際にピラニアの剥製を見たり、ブラジル原産のフルーツ、アサイーの原液
　をお試しいただけます。

募集内容
勤 務 場 所 東御市立保育園 東部子育て支援センター
勤 務 時 間 午前８時30分～午後５時15分 午前８時30分～午後４時30分
募 集 人 数 若干名
勤 務 期 間 市の任用規定によります
勤務開始日 9 月１日（月）

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非常勤職員等登録申請書　　②東御市職員採用試験申込書
③保育士登録証の写し
なお、①②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/

応 募 方 法 応募書類を希望する勤務場所へご提出ください（持参・郵送可）。
・東御市立保育園：保育係　　・東部子育て支援センター：子育て支援係

募 集 期 限 ７月３１日（木）（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ご連絡します。

そ の 他 賃金等の諸条件につきましては、お問い合わせください。
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　　　　　　　　商工観光課　商工労政係（北御牧庁舎内）☎67－1034
●問い合わせ先　上田職業安定協会（上田商工会議所内）　☎22－4500
　　　　　　　　ハローワーク上田（上田公共職業安定所）☎23－8609

●問い合わせ先　建設課　都市計画係（別館3階）☎64－5914

▼日 　 　 時　　８月４日（月）	午後₁時～午後₄時
▼会　　　場　　上田東急イン	₃階	国際21クリスタルホール
　　　　　　　　（上田市天神₄−24−₁　上田駅南口徒歩₁分）
▼対 象 者　　平成27年₃月に大学院・大学・短大・高専・専修・能力開発校卒業予定の

方および各学校卒業後₃年以内の既卒者で就職を希望されている方
▼参加事業所　　上田地域の企業　
▼そ の 他　　参加は無料です。お申し込みは必要ありませんので、
　　　　　　　　直接会場へお越しください。
　　　　　　　　学卒者就職支援セミナーを同時開催します。
　　　　　　　　　「内定に近づくための動き方、魅せ方」
　　　　　　　　　　時間：正午〜午後０時50分

　　　　　　　　主催／東御市　上田市　長和町　青木村　上田職業安定協会　
　　　　　　　　　　　上田商工会議所　上田公共職業安定所（ハローワーク上田）

　応募対象　　市内で花づくりをしている個人・自治会・老人会・事業所・学校等
　応募方法　　応募用紙に必要事項をご記入の上、写真を添えて下記へご応募ください。
　　　　　　　窓口～建設課（別館 3階）、北御牧庁舎
　応募期間　　７月１０日（木）～７月３０日（水）
　審 査 日　　第一次審査：募集締切後、１週間以内
　　　　　　　第二次審査：第一次審査終了後、８月上旬
　審査方法　　第一次審査：応募いただいたすべてについて、書類審査と現地審査を行います。

第二次審査：第一次審査を通過されたすべてについて、審査員が現地で審査を
　　　　　　行います。

　部　　門　　個人の部
　　　　　　　団体の部（自治会、老人会 等）
　　　　　　　事業所の部
　　　　　　　学校の部（小中学校、保育園 等）
　賞　　　　　最優秀賞（賞状及び賞金２万円）全体で１作品
　　　　　　　優秀賞（賞状及び賞金１万５千円）各部門で１作品
　　　　　　　入賞（賞状及び賞金１万円）各部門で１作品
　　　　　　　参加奨励賞（賞状 他）

　花づくりを通じて美しく安らぎのある環境をつくると共に、「ふれあい」と「思いやり」の
ある地域づくり、人づくりを目指す「花いっぱい運動」の輪を地域全体に広げるため、花いっ
ぱいコンクールを開催します。皆さんのご応募をお待ちしています。

上田信州 地域夏季就職面接会開催

花いっぱいコンクール 参加募集
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●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

●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

　妊娠おめでとうございます。妊娠を告げられた時のお気持ちはいかがだったでしょう。喜び
や嬉しさだけでなく、未知の経験に対する心配や不安もあることでしょう。
　東御市では妊婦さんやご家族の方を対象に「もうすぐママパパ学級」を開催します。同じこ
ろに出産を迎える皆さんと一緒に学習しましょう。快適に楽しく妊娠期を過ごし、安心して出
産を迎えるために、助産師、保健師がどんな質問でもお答えします。
�場　　所　　総合福祉センター ₂階 保健センター
�スタッフ　　助産師・保健師・栄養士・保育士
�持 ち 物　　母子手帳、筆記用具
　　　　　　　第₂回はエプロン、三角巾、材料代４００円
�服　　装　　運動しやすい服装でお越しください。

�そ の 他　　第₂回は材料準備のため、開催日の₁週間前までにお申し込みをお願いします。
保育を希望される方は、前日までにお申し込みください。
ご家族の方は、妊婦体験ジャケットの試着ができます。
次回講座は11月₇日（金）から第₁回がスタートします。

Ë日　　時　　７月１６日（水）
　　　　　　　　①午前９時～午前９時30分 ②午前９時30分～午前10時
　　　　　　　　③午前10時～午前10時30分 ④午前10時30分～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）

※申込状況により、相談をお受けできない場合も
ありますので、ご承知ください。

Ë申込方法　　下記へ電話でお申し込みください（予約の方のみの相談となります）。
　　　　　　　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　　相談したい内容を簡単な書面にしてお持ちください。

女性弁護士による法律相談会 開催

第₁回「妊娠中の生活を
快適に過ごすために」

第₂回「赤ちゃんの成長と
お母さんの健康のために」 第₃回「産後の過ごし方」

日

時

８月１日（金） ８月２２日（金） ８月３０日（土）
午前9時15分～正午
（受付 午前9時）

午前9時15分～正午
（受付 午前9時）

午後1時～午後4時
（受付 午後0時30分）

内

容

＊開講式
＊妊娠の経過
＊妊娠中の生活、異常と対策
　について
＊分娩の経過

＊１日に何をどのくらい食べ
　たらよいか
＊鉄分たっぷりメニュー
＊うす味ってどんな味？
＊調理実習（要予約）と試食

＊授乳方法とおっぱいケア
＊家族計画
＊産後の心身の変化について
＊沐浴方法（実習）

もうすぐママパパ学級もうすぐママパパ学級
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●問い合わせ先　企画財政課　企画政策係（本館2階）☎64－5893　FAX63－5431

実 施 方 法

　市政への提言「私のひとこと」は、市民の皆さまとともに住みよいまちづくりを進める
ため、市民の皆さま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。
　市へのご提案、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。

　　　　　　７月31日（木）まで

投書用紙は右ページになります。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。
　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、右ページ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。
市ホームページからも投書できます。

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。
　また、回答はいたしかねます。
特定の個人を誹

ひぼう

謗・中傷するものについては、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、市立図書館、中央公民館　

受付期間

提言の記入方法

提言書の取扱いについて

投書箱の設置場所

提言書の送付

市政への提言「私のひとこと」
投書箱を設置します

市政への提言「私のひとこと」
投書箱を設置します



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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●申し込み・問い合わせ先　農林課　耕地林務係（別館2階）☎64－5898

●予約・問い合わせ先　東部人権啓発センター　☎64－5902

▶日　　時　　随時
　　　　　　　日程調整させていただきますので、下記までお問い合わせください。
▶内　　容　　①捕獲に伴う知識について
　　　　　　　②申請書類の記入、捕獲実施までの流れについて
　　　　　　　③箱罠の取扱いについて（実技）
　　　　　　　　※講習時間は概ね30分程度となります。
▶持 ち 物　　筆記用具、印鑑
▶申し込み　　随時受付しています。下記へ電話でお申し込みください。
▶そ の 他　　・捕獲後の処置（殺処分及び埋設）は自己対応となります。

・申請書類を記入していただく際に、捕獲実施場所の土地の地番が必要になり
ますので、農地での捕獲を予定されている方は、事前に確認をお願いします。

・講習会終了後、箱罠（捕獲資材）の配布を行いますので、積み込み可能な車
でお越しください。（箱罠寸法：0.4ｍ×0.4ｍ×0.8ｍ）

・箱罠の貸出期間は原則3カ月以内となります。
・箱罠は台数に限りがありますので、お待ちいただく場合があります。

　『安全捕獲講習会』を受講していただくと、狩猟免許を所持していなくても自らの住宅地及
び農用地（田畑）において、ハクビシンを捕獲することができます。
　ハクビシンが自宅の屋根裏に棲み着いてしまい困っている方や、農作物被害でお困りの方は、
ぜひ、受講してください。

◆日　　時　　７月１８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　　北御牧庁舎
◆事前予約　　弁護士による法律相談については予約が必要です。
　　　　　　　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。

ハクビシン安全捕獲講習会 開催

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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●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　教育課　人権同和教育係　☎64－5902

【放送時間　9：00〜　15：00〜　21：00〜】

≪番組案内≫7月1日（火）〜18日（金）

「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！

　下記日程のとおり、北御牧地区における人権啓発学習会を開催します。私たちの身のまわり
にある人権問題を、他人事でなく身近な問題としてみんなで集まり､考え、話し合ってみませ
んか。隣近所にも声を掛け、ぜひお出かけください。
▪時　間　　午後７時～９時

１日 （火） 第34回 大正琴鈴木会定期演奏会
＜前半＞

２日 （水） 第34回 大正琴鈴木会定期演奏会
＜後半＞　

３日 （木） 第7回 道の駅雷電まつり
　芸能公演＜前半＞

４日 （金） 第7回 道の駅雷電まつり　
　芸能公演＜後半＞

５日 （土） 平成26年度 校庭運動会
　～北御牧小学校～＜前半＞

６日 （日） 成26年度 校庭運動会
　～北御牧小学校～＜後半＞　

７日 （月） 第11回東御市子どもフェスティバル　

８日 （火） 百体観音ふれあいウォーク（5月18日）
出場子ども相撲大会（10時、16時、22時）

９日 （水） 月刊とうみ6月号　～前半～

10日 （木） 月刊とうみ6月号　～後半～

11日 （金） とうみキッズ　～6月号～

12日 （土） 長野県中学校総合体育大会上小地区
予選会①　東部中男子バスケットボール

13日 （日） 長野県中学校総合体育大会上小地区
予選会②　北御牧中男子バスケットボール

14日 （月） 長野県中学校総合体育大会上小地区
予選会③　東部中女子バレーボール

15日 （火） 長野県中学校総合体育大会上小地区
予選会④　北御牧中女子バレーボール

16日 （水） 長野県中学校総合体育大会上小地区
予選会⑤　東部中野球

17日 （木） 長野県中学校総合体育大会上小地区
予選会⑥　北御牧中野球

18日 （金） 長野県中学校総合体育大会上小地区
予選会⑦　東部中男女剣道（団体戦）

最
新
の
番
組
表
は
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ー
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ら
も
ご
覧
い
た
だ
け
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す
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※
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組
の
内
容
は
都
合
に
よ
り
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
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す
。
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ご
了
承
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さ
い
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再

再

再

再

再

再
再

開催日 会　場 開催日 会　場

７月１４日（月） 上八重原公民館 ７月２３日（水） 白 樺 公 民 館

７月１５日（火） 田 楽 平 公 民 館 ７月２４日（木） 切 久 保 公 民 館

７月１６日（水） 中八重原公民館 ７月２５日（金） 八 反 田 公 民 館

７月１７日（木） 山 崎 公 民 館 ７月２８日（月） 本下之城公民館

７月１８日（金） 下八重原公民館 ７月２９日（火） 田 之 尻 公 民 館

７月２２日（火） 芸術むら公民館 ７月３０日（水） 宮 公 民 館

とうみチャンネル

北御牧地区人権啓発学習会



      

 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

⑯ お知らせ版 №237（2014.₇.₁）

　

　道の駅・雷電くるみの里では、今年も道路をきれいにす
る運動を行っています。これは、車を運転する皆さんや歩
行者の皆さんに、より安全で快適に道路を利用していただ
きたい願いからです。この夏も、ボランティアをお願いし
て道路の清掃活動を展開いたします。ご賛同いただき、ご
参加ください。
○日　　時／₇月26日（土）　集合　午前₉時
　　　　　　　作業開始　午前₉時30分～午前11時
○集合場所／道の駅・雷電くるみの里　イベント広場
○作業内容／道の駅を中心に浅間サンラインの東西各₂㎞

の範囲の側道や土手の空き缶や、ゴミ拾いを
します。

○対 象 者／主旨に賛同していただける、小学生（保護者
同伴）、中学生、ボランティアグループ等の
方　

○申し込み／₇月18日（金）までに、下記へお申し込みく
ださい。

　　　　　　※中学生は、直接学校へお申し込みください。
○そ の 他／・ゴミ袋、軍手等は道の駅で用意します。
　　　　　　・参加された方には記念品を差し上げます。
　　　　　　・冷たい飲み物や豚汁のサービスもあります。
●申し込み・問い合わせ先

道の駅・雷電くるみの里　☎63－0963

　土地家屋調査士会では「土地家屋調査士の日」にあわせ
全国一斉に無料相談会を開催します。土地の境界、土地建
物の登記などにつきお悩みの方はお気軽にご利用ください。
○日時／₇月22日（火）～31日（木）の平日₈日間
○場所／各土地家屋調査士事務所
○予約／事前にお近くの土地家屋調査士事務所に電話予約

をしてください。相談先が分からない場合は事務
局へお問い合わせください。

●問い合わせ先
長野県土地家屋調査士会事務局　☎026－232－4566

　

おもしろ・ふしぎ体験広場
　いろいろな不思議を気軽に体験
○日時／₇月12日（土）　午後₁時30分～午後₃時30分
○会場／₁階 エントランス（参加無料）
手作り顕微鏡で花粉観察
　顕微鏡を作り、花粉や蝶の羽のリン粉を観察します。
○日時／₇月19日（土）　午前₉時30分～午前11時30分
○会場／₄階 科学実験室（参加無料）
○定員／20名（上小地域の小中学生とその保護者）
○申込／₇月16日（水）までに、お申し込みください。
●申し込み・問い合わせ先／上田創造館　☎23－1111　

○採 用 日／平成27年₄月₁日（予定）
○予定職種／薬剤師　診療放射線技師　臨床検査技師　
　　　　　　理学療法士　臨床工学技士　言語聴覚士　
　　　　　　臨床心理技師　福祉相談員
○受験資格／次のすべての条件を満たす方
　　　　　　①昭和30年₄月₂日以降に生まれた方

②職種に係る免許・資格を有する方もしくは
平成27年春までに行われる国家試験等によ
り、免許・資格を取得する見込みの方

○試 験 日／筆記試験₇月19日（土）JA長野県ビル
　　　　　　面接試験₈月₂日（土）JA長野県ビル
○申込締切／₇月10日（木）※当日必着
＊詳細は、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職員課
☎0120－173－314　☎026－235－7158

　子どもと高齢者との交流を深めながら、作物の収穫体験、
外遊びなど様々な体験を通じて「やる気」や「協調性」を
育てる体験教室を開催します。
○日　時／₇月28日（月）午前₈時30分～午後₄時
　　　　　＊ご希望により午後₅時までお預かりします。
○集　合／北御牧庁舎 ₂階
○対象者／小学校₁年生～₃年生
○定　員／20名（応募多数の場合は抽選となります）
○内　容／牧場体験（長門町）、ブルーベリー収穫体験、
　　　　　外遊び 他
○参加費／500円（保険料・材料費 等）
○申込み／₇月15日（火）までに、下記に用意してありま

す申込用紙に必要事項をご記入の上、お申し込
みください。

○持ち物／お弁当、水筒、敷物、帽子、雨具、参加費
○その他／事故防止のため保護者の送迎をお願いします。
●申し込み・問い合わせ先

　公益財団法人 上田地域シルバー人材センター東御支所
（北御牧庁舎内）☎61－6565

上田創造館だより

土地家屋調査士無料相談会

第11回 道の駅・雷電くるみの里夏休みイベント
道路清掃活動参加者募集

地方独立行政法人長野県立病院機構
医療技術職員募集

おじいちゃん、おばあちゃんと遊ぼう！
「夏休み子ども体験教室」
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○日　　時／₈月₃日（日）　開会式 午前₈時10分
　　　　　　　　　　　　　　受　付 午前₇時40分
○会　　場／東御市第一体育館、東御市第二体育館
○競技種目／一般₆人制男女バレーボール
○参加資格／同一チーム内に最低₃人の方が上小にお住ま
　　　　　　いまたは勤務する方
○参加募集／男子12チーム、女子₈チーム
　　　　　　（募集チーム数になり次第締め切ります）
○参 加 料／₁チーム　3,000円
○申込方法／₇月18日（金）までに、申込用紙に必要事項

（住所、審判員等）をご記入の上、お申し込
みください（持参・郵送可）。

○主催協賛／東御市バレーボール協会・JA信州うえだ
●申し込み・問い合わせ先

〒389-0592 東御市県281－₂（市役所内）
東御市バレーボール協会事務局（宮嶋）☎62－1111

　抜群の就職力！就職内定率98％（過去₅年間₃月末内定
率の平均）

※体験授業内容
　生産技術科　パソコンで₃Ｄの世界を体験しよう！
　制御技術科　会社で使うよ！メカトロニクスって何？
　電子技術科　無線通信に挑戦！
　情報技術科　LEGO MINDSTORMSでプログラミング体験
○送迎バス（₇月19日（土）のみ）
　行き／上田駅（温泉口）11：30発　12：30発
　帰り／工科短大（正門）15：00発　16：00発
●問い合わせ先／長野県工科短期大学校　☎39－1111

　看護職の就職プレ相談会（個別相談、情報提供）を行い
ます。なお、参加は予約制です。
○日時／₇月25日（金）午後₁時30分～午後₄時
○場所／ハローワーク上田
○相談担当者は、長野県看護協会ハローワーク担当者 他

詳しくは、長野県労働局または長野県看護協会ホームペ
ージをご覧ください。

●申し込み・問い合わせ先
長野県看護協会　☎0263－35－0067

　仕事や職業生活で強い不安、悩み、ストレスを抱え、心
の健康が損なわれている労働者が増えています。そこで、
第一線でメンタルヘルスケアに携わっているベテラン講師
を迎え、予防と復帰後の対応について講演を行います。
企業の管理職や人事労務担当者、労働組合役員、従業員の
方など、多くの皆さまのご参加をお待ちしております。
○日　時／₇月17日（木）　午後₁時30分～午後₃時
○場　所／佐久勤労者福祉センター 第₅会議室　
　　　　　佐久市佐久平南₄－₁（ＪＲ佐久平駅隣り）
○講演会／講師　佐

さとう

藤　起
きわこ

和子 氏（産業カウンセラー）
　　　　　演題　「しなやかな心とからだでストレスに向

き合う」
　　　　　　　　―生活の中で手軽にできるセルフケア―
○受講料／無　料
●問い合わせ先／長野県東信労政事務所　☎25－7144　

　長野県上小地方事務所では「信州山の日」を記念して、
湯ノ丸山親子登山を開催します。
　信州登山案内人がガイドを行うほか「山の動植物観察」
なども計画していますので、ふるって御参加ください。
○日　　時／₇月27日（日）「信州　山の日」
　　　　　　午前11時集合～午後₃時頃解散（予定）
○集合場所／湯の丸高原　地蔵峠駐車場
○定　　員／30名（申込先着順）
○対 象 者／親子１組（人数制限なし）小学校４年生以上
○参 加 料／無　料（主催者が保険加入）
○持 ち 物／昼食、飲み物、登山に適した服装や装備
○申し込み／₇月22日（火）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／上小地方事務所商工観光課

☎25－7140・FAX24－0331
Eメールjosho-shokan@pref.nagano.lg.jp

①インターネットを楽しく活用している
②インターネットでトラブルに遭ったけれど克服した
③青少年のインターネット利用について頑張った等の手記

を募集しています。優秀作品は、インターネット協会の
ウェブで公開します。皆さまより沢山のご応募をお待ち
しております。

○募集期間／₇月15日（火）午後5時まで  
○応募対象／インターネットを利用する方ならどなたでも  
○応募文字／1,000～2,000文字程度
　　　　　　マンガの場合Ａ₂～₄ページ程度
○賞金賞品／最優秀者（₅万円）₃名
　　　　　　他複数名へ賞金・賞品を授与
○詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
●申し込み／一般財団法人インターネット協会　

☎03－6435－6693　　http://www.iajapan.org/contest/

　　　　　開催日
内容

₇月19日（土）
12：00～16：00

₉月₆日（土）
10：00～14：00

学校概要等説明 ○ ○

展示コーナー ○ ○

校内見学 ○ ○

体験授業 ※

入試相談 ○ ○

看護職の復職をお手伝いします

「信州山の日」湯ノ丸山親子登山 参加募集

長野県工科短期大学校
オープンキャンパス2014

第5回　信州うえだ東御市
『６人制バレーボール大会』参加募集

『こころの健康づくりフォーラム』開催

インターネット利用にまつわる手記を募集中 !
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　固定資産税の賦課期日である1月1日における固定資産の状況
等を正確に把握するため、次のようなときには市（税務課資産
税係）に届出をお願いしています。
　届出は毎年12月末日までにお願いします。この届出に基づき
現地調査等を行い、届出をしていただいた年の翌年度から変更
した内容により課税させていただきます。
　なお、届出の用紙は、税務課資産税係にあります。また、市のホームページからダウ
ンロードすることもできます。

　家屋を取り壊した（一部の取り壊しも含みます。）ときは、「家屋滅失届」により市に
届出をしてください。これは、存在しない家屋に固定資産税が課税されることを防ぐため
に行っていただくものです。なお、滅失登記をされた場合についても届出をお願いします。

⇒【未登記家屋所有者変更（兼未登記家屋所有）届書】
　登記をしていない家屋（ここでは「未登記家屋」といいます。）の所有者名義を変更し
たとき、または未登記家屋を取得・所有することになったときは、「未登記家屋所有者変
更（兼未登記家屋所有）届書」により市に届出をしてください。（届出人は新所有者です。）
　届出の際、所有者を変更したことがわかる書類（売買契約書、遺産分割協議書、贈与契
約書などの写し）を添付してください。

　住所変更等に伴い、固定資産税の納税通知書の送付先を変更したいときは、「納税通知
書送付先変更届」により市に届出をしてください。
　届出をしていただいた年の翌年度から新しい住所に納税通知書を送付します。
　＊登記簿の住所の変更は、法務局で手続きをお願いします。

　納税義務者（所有者）が死亡された後、賦課期日現在において相続登記が未了の場合や
相続される方が未定の場合には、相続人の代表者を決めていただくための「相続人代表者
指定（変更）届出書」を提出していただくことになります。

　家屋の用途を変更した場合は、「家屋用途変更届」により市に届出をしてください。例
えば、店舗や事務所などに使用していた家屋を住宅に変更した場合やその反対の場合です。
　特に、住宅に変更した場合は、当該土地は住宅用地となり、土地の固定資産税に対して
住宅用地の特例が適用される場合があります。

◎家屋を取り壊したとき　⇒【家屋滅失届】

◎登記をしていない家屋の所有者の変更等をしたとき

◎納税義務者の住所が変更になったとき　⇒【納税通知書送付先変更届書】

◎納税義務者が亡くなられたとき　⇒【相続人代表者指定（変更）届出書】

◎家屋の用途を変更したとき　⇒【家屋用途変更届】

次のようなときは、市に届出をお願いします

固定資産税 届出・家屋調査
ご協力をお願いします
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●問い合わせ先　税務課　資産税係　☎62－1111（代）（内1171・1172）

　住宅耐震改修・バリアフリー改修・住宅省エネ改修工事を実施し
た住宅について、固定資産税が一定期間減額される制度があります。
申告方法等の詳細については、下記までお問い合わせください。

　昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、今年度については、平成26年1月2日から平成27
年1月1日までの間に建築基準法に基づく耐震基準に適合した改修工事を実施した住宅が対象
です。　
　対象住宅の120㎡相当分までの固定資産税の2分の1が減額されます。
　減額期間は、平成27年度分の1年間です。		

　平成19年1月1日以前に建てられた住宅で、今年度については、平成26年1月2日から平成27
年1月1日までの間に、バリアフリー改修工事を実施した住宅で、高齢者、障がい者の方が居
住している等の居住要件を満たすものが対象です。
　対象住宅の100㎡相当分までの固定資産税の3分の1が減額されます。
　減額期間は、平成27年度分の1年間です。		

　平成20年1月1日以前に建てられた住宅で、今年度については、平成26年1月2日から平成27
年1月1日までの間に、住宅省エネ改修工事を実施した住宅が対象です。
　対象住宅の120㎡相当分までの固定資産税の3分の1が減額されます。
　減額期間は、平成27年度分の1年間です。		

　平成26年1月2日以降に新増築された家屋を対象に、平成27年度からの固定資産税と都市計
画税の基礎となる評価額を算出するための家屋評価を実施しています。

　調査では、税務課職員（固定資産評価補助員）が伺い、床面積や
建物内・外部の仕様などを確認させていただきますので、ご理解と
ご協力をいただきますようお願いいたします。
　なお、職員は「固定資産評価補助員証」を携行していますので、
お求めいただければ提示いたします。

　東御市では、家屋課税台帳に登録してある事項と現況を照らし合わせ、①課税台帳に登録
されていない未調査による課税漏れ、②課税台帳に登録されているが既に取り壊し、滅失さ
れている家屋を調査し、固定資産税の公平・公正な課税を目指して現地調査を実施していま
す。市役所税務課職員が伺いましたらご協力をお願いします。
＊調査にあたる税務課職員は腕章・名札を着用し、固定資産評価補助員証を携行しています。

市の職員を装った「かたり調査」にご注意ください！

＊改修に係る部分の工事費が、50万円を超えているもの（平成25年3月31日までに契約した工
事については30万円以上のもの）が対象です。

＊上記の減額措置を受けるには、改修工事後3カ月以内に市へ申告をお願いします。
（３カ月を過ぎてしまった場合は、ご相談ください。）
＊バリアフリー改修に伴う減額と住宅省エネ改修に伴う減額は、重複して適用を受けられます。

◎住宅耐震改修

◎バリアフリー改修

◎住宅省エネ改修

家屋調査にご協力をお願いします

家屋照合現地調査実施のお知らせ

次の改修工事を実施した家屋の固定資産税が
一定期間減額されます
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●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

●問い合わせ先　企画財政課　広報統計係（本館2階）☎64－5806

市ではこれまでも東部町誌・北御牧村誌を販売してまいりましたが、東御市発足10周年を
迎えたことを記念して両誌を特別価格にて販売いたします。
郷土を知り、学習するためのすばらしい資料ですので、この機会にぜひご購入ください。残
りがわずかなものもありますので、お早めにお問い合わせください。

東部町誌歴史編（上・下）	　8,000 円　→　3,200 円
東部町誌民俗編	 5,000 円　→　2,000 円
東部町誌歴史年表	 2,500 円　→　1,000 円
北御牧村誌歴史編（Ⅰ）	 5,400 円　→　2,700 円
北御牧村誌歴史編（Ⅱ）	 5,400 円　→　2,700 円
北御牧村誌自然編	 8,400 円　→　4,200 円
北御牧村誌民俗編	 5,400 円　→　2,700 円
北御牧村誌全四冊セット	 18,500 円　→　9,250 円

＊販売方法　　下記へ直接お越しいただき購入いただくか、電話で予約も可能です。

◆調査の意義・重要性をご理解いただき、ご回答をよろしくお願いいたします◆

総務省　経済産業省　都道府県　市区町村

平成２６年経済センサス ‐基礎調査
平成２６年商業統計調査を一体的に実施します

政府の統計調査を装った「かたり調査」にご注意ください
　調査員は、調査員証を必ず携行しています。不審に思われた場合は、調査員証の提示
を求めるか、下記へお問い合わせください。

あなたの回答が、日本経済の力になる！

●経済センサス‐基礎調査は、事業所及び企業の活動の状態を調査し、全ての産業分野におけ
る事業所及び企業の従業者規模等の基本的構造を全国及び地域別に明らかにするとともに、
各種統計調査の基礎となる母集団情報の整備を図ることを目的として実施します。

●商業統計調査は、商業を営む事業所について、産業分類別、従業者規模別、地域別等に従業
者数、商品販売額等を把握し、我が国商業の実態を明らかにし、商業に関する施策の基礎資
料を得ることを目的として実施します。

東部町誌･北御牧村誌特別価格販売
東御市発足10周年記念
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●申請・問い合わせ先　小諸年金事務所　　　☎0267－22－1080　　　　　　　　　　　市民課　国保年金係　☎62－1111（代表）

●問い合わせ先　教育課　青少年教育係（中央公民館2階）☎64－5906

　経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、保険料の納付の免除や猶
予される制度があります。
申請は原則、毎年度必要　免除等のサイクルは７月から翌年６月まで
　　平成26年6月までの保険料の免除等が承認されている方で、平成26年7月以降も引き続き

免除等を希望される方は、改めて申請をする必要があります。
　　引き続き免除の希望をされる場合は、できる限り７月中に申請をお願いします。
あらためて申請する必要がない方
　　平成26年6月までの保険料は全額免除または若年者納付猶予が承認されており、「継続免

除審査申出受付済｣の通知を受けている方は、7月に改めて申請する必要はありません。
　　※継続して申請があったものとして引き続き日本年金機構で審査が行われます。
免除や猶予の申請対象期間
　　平成26年4月から、申請した月の2年1カ月前までさかのぼって免除や猶予の申請ができ

るようになりました。（※1）申請はいつでも行えますが、申請が遅れると申請対象期間が短く
なります。また、免除の申請をせずに、納付期限から2年を経過した保険料に関しては、時
効により免除の申請ができなくなりますので、お早目のお手続きをお願いします。

　　なお、免除の審査は申請対象期間に対応する前年所得に基づいて行われます。（※2）

　　　※１　例：平成26年7月に申請した場合…平成24年6月分から申請が可能となります。
　　　　　　　　なお、年度ごとに₁枚ずつの申請書の提出が必要です。最大で4枚の申請書

　　　　　　　（該当年度に応じて複数枚の申請書を提出いただきます）の提出。
　　　※２　例：平成26年7月に26年7月〜27年6月分の申請をすると、平成26年度分の所

　　　　　　　得（平成25年中の収入）が審査の対象となります。
申請場所　　市民課	国保年金係
申請する時の持ち物
　　・年金手帳　　・印鑑　　
　　・離職を原因として申請する場合は
　　　「雇用保険被保険者 離職票」 または 「雇用保険受給資格者証」

・と　き　７月16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・パネルシアターなどを行います。お
気軽にお越しください。大勢の皆さんのご参加をお待ちしております。

平成26年度
国民年金保険料免除申請のご案内
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●問い合わせ先　第九管区海上保安本部　☎025－285－0118　　　　　　　　東御消防署　救急係　　☎62－0119

●問い合わせ先　市民課　生活環境係（本館1階）☎64－5896

楽しいマリンレジャーシーズンですが、ちょっとした不注意が命に係る事故につながる危険
があります。安全に楽しむために次のことに留意してください。

自己救命策の確保　３つの基本！
　●ライフジャケット等の常時着用
　●防水パック入り携帯電話の携行
　●海のもしもは１１８番
海水浴での一般的な注意事項
　★強風、波浪の高いときは遊泳しない！
　★遊泳区域で泳ぐ
　★子どもだけの遊泳はさせない！
　★保護者は子どもから目を離さない！
　★お酒を飲んだら泳がない！

　　通学路・生活道路の安全確保と歩行者保護の徹底
　歩行者の交通事故死者のうち68.8%は道路を横断中でした。
　夏休みに入り交通事故が増加する傾向にあります。歩行者の皆さんは、道路を横断する
ときは必ず近くの横断歩道を利用して、安全確認をしっかり行いましょう。

　　全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
　シートベルト・チャイルドシートは「命綱」です。すべての座席で、正しく着用しまし
ょう。

　　飲酒運転の根絶
　職場・地域・家族 みんなが協力して、飲酒運転を「しない」、「させない」を徹底しま
しょう。

　　自転車の安全利用の推進
　自転車利用者が加害者となる交通事故が発生しています。自転車も車両です。責任を自
覚してルールを守り安全利用に努めましょう。

　夏休みを間近に控え通学に慣れてきた子どもや、外出する機会の多くなった高齢者、交通弱
者を保護すべき立場にあるドライバーに対し、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を
呼び掛け、交通事故防止の徹底を図ります。

　運動の重点

　運動の目的

夏の全国交通安全運動
7月19日（土）～7月25日（金）

スローガン「信濃路は ゆとりの笑顔と ゆずりあい」
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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　生涯学習課　文化財・文化振興係（中央公民館2階）☎75－2717

第３回：９月２７日（土）　時間　午後2時30分～午後4時（開場：午後2時）

　　　　　　　　　　　　　講師　料理研究家　山
やまもと

本　麗
れいこ

子　氏
　　　　　　　　　　　　　演題　作るよろこび　食べるたのしみ
　　　　　　　　　　　　　会場　中央公民館	２階	講義室

次回の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

東御市文化協会からのお知らせ

日　時　７月２６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

演　題　若者が作るコメ作りと魅力　
　　　　　　　　　～農業経営の面白さ～
交流会　聴講者と自由に意見を交わすことができる場を計画いたしました。
　　　　　気軽に語り合いましょう。　　

　　日　　時　　７月２７日（日）　午前9時30分〜午後5時
           　　　　　 受付 午前9時〜9時20分
　　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位までと敢闘賞があります。
　　そ の 他　　申し込みは必要ありませんので、どなたでも気軽にご参加ください。
　　　　　　　　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

多くの皆様の
ご参加お待ち
しています。

「第25回文化協会長杯」囲碁大会

笹
ささだいら

平　達
たつや

也 氏
聴講無料

申込不要
〈プロフィール〉
　　風土Link株式会社 代表取締役
　　八重原米研究会代表　
　　前農業青年クラブ会長
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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

　今年は踊りに参加する方に、抽選番号付きの「10周年記念うちわ」を事前に配布し、踊
りの休憩時間を利用して大抽選会を開催します‼当選した方や連には豪華景品をご用意して
いますのでお楽しみに♪　なお、今年は踊りコンクールは行いませんのでご了承ください。

　夜の部ステージで「～ハートつないで～ TOMI, to me !」を踊ってみませんか？

グループでの参加を募集します。

♦申込締切　７月１８日（金）
　　　　　　　なお、先着順で締め切らせていただきます。
♦出演時間　午後６時～午後８時15分の間
♦場　　所　第１ステージ（衣料センターたなか様	前）
　　　　　　第２ステージ（岩下商店様	南側）

　今年もやります！昼間のダンスイベント! ステージでストリートダンスを踊ってみませんか？

ジャンル等何も問いません。好きなダンスを披露したいグループを募集します。

♦申込締切　７月１８日（金）
♦時　　間　午後３時05分～午後５時30分の間
♦場　　所　第２ステージ（岩下商店様	南側）
　　　　　　※コンテスト等ではありません。なお、先着順で締め切らせていただきます。

8月2日（土）田中商店街にて開催!!

東御市民まつり東御市民まつり
東御市発足10周年記念事業

　☆「真夏の祭典 Street Dance in TOMI」
　　　　　　　参加ダンスグループ募集！

　☆まつりステージ（夜の部）で
　  「～ハートつないで～ TOMI, to me !」
　　　　　　　　　を踊るグループ募集！

10周年記念  “大抽選会” 開催


