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② お知らせ版 №241（2014.₉.₁）

　　　　　　　　　　　〒389-0517　東御市県282－2
●提出・問い合わせ先　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　FAX64－3128　Eメール：kosodate@city.tomi.nagano.jp

　平成24年8月に「子ども・子育て関連3法」が国会で成立し、それを受けて平成27年4
月から「子ども・子育て支援新制度」が施行されます。
　「子ども・子育て支援新制度」は、幼児期の教育・保育の充実と地域の子育て支援を総
合的に推進することを目的としています。また新制度では、市町村が実施主体となり、教
育・保育、放課後児童健全育成（放課後児童クラブ）における各種基準条例を定める必要
があります。この度、素案ができましたので、「東御市パブリックコメント手続き実施要
綱」に基づき、この素案に対する市民の皆様のご意見をお寄せ下さい。
　①「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」　
　②「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」
　③「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」

【閲覧場所及び時間】
市役所本庁舎本館１階、市民ラウンジ、市立図書館※1、中央公民館 2階※2

総合福祉センター、北御牧庁舎の各行政資料コーナー
［時間］午前₈時30分～午後₅時15分（土・日曜日、祝日を除く）

※1	市立図書館：午前₉時～午後₆時30分（休館日を除く平日）
　　　　　　　　午前₉時～午後₅時（土・日曜日、祝日）
※2	中央公民館2階：午前₈時30分～午後₉時

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
　［時間］午前₈時30分～午後₅時15分（火・木曜日の午後、土・日曜日、祝日を除く）
　市ホームページ　http://www.city.tomi.nagano.jp/
【意見の提出方法】
　　閲覧場所または市ホームページより所定の用紙に住所、氏名、電話番号、ご意見等をご記
入のうえ、次のいずれかの方法によりご提出ください。
　　①閲覧場所に設置してある投函箱への投函
　　②郵便、FAXによる送付　　③電子メールによる送信
【意見を提出できる方】
　　①市内に住所を有する方
　　②市内に事務所、事業所等を有する個人または法人
　　③市内の事務所、事業所等に勤務している方
　　④市内の学校に在学している方
　　⑤パブリックコメント手続きに係る事案に利害を有する方
【意見の取り扱い】　お寄せいただいたご意見などは、素案見直しの参考にさせていただくと

ともに、ご意見に対する市の考え方を市ホームページへ公表します。なお、
個別には回答しませんのでご了承ください。

【閲覧期間及び意見募集期間】９月１０日（水）～１０月９日（木）

子ども・子育て支援新制度に係る
新設条例の素案について

ご意見（パブリックコメント）を募集します
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●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

競技種目、各地区競技責任者

※９月１０日（水）までに、各競技責任者へ電話でお申し込みください。
※各競技種目の詳細は、各競技責任者または第一体育館へお問い合わせください。

☆日　時　１０月５日（日）午前₈時20分から
☆場　所　東御市内体育施設　各小・中・高等学校施設など
☆開会式　東御中央公園グラウンド　午前₈時10分に整列

種　目（内容）会　場 田　中 滋　野 祢　津 和 北御牧

₁ 軟式野球（地区選抜等）
北御牧グラウンド、八重原グラウンド

栁澤　直孝
☎62－2419

田村　幹雄
☎63－5188

宮入今朝彦
☎64－4134

竜野　　豊
☎63－6708

山浦　千明
☎67－2063

2 ソフトボール（地区選抜等）
東御中央公園　グラウンド

坂田　浩一
☎64－2088

荻原　健二
☎62－3242

山口　幸知
☎62－3869

田中　貞見
☎62－3369

細谷喜美江
☎67－0120

3 バレーボール（団体）
東御市ふれあい体育館 	矢野三枝子　　☎34－5737

4 ソフトテニス（個人）
東御中央公園　テニスコート

桜井　裕樹
☎090－1653－2519

久保　　敦
☎090－4180－2620

5 剣　道（個人）
東御中央公園　武道館剣道場 栁沢　伸哉　　☎090－7018－9311

6 バスケットボール（団体）
北御牧中学校　体育館 若林　裕久　　☎080－1068－5855

7 サッカー（団体）
東御清翔高校　グラウンド 	関　　一法　　☎62－2123

8 ゲートボール（地区選抜等）
東御中央公園ゲートボール場（屋外・屋内1面）

飯島　嘉幸
☎62－3385

山浦　喜廣
☎63－5199

小山　常吉
☎62－0227

宇井　經雄
☎63－5219

田中　　清
☎67－3515

9 テニス（ダブルス）
東御中央公園　テニスコート 小林　文治　　☎64－2780

10 柔　道（個人・選抜等）
東御中央公園　武道館柔道場

上原　隆幸
☎64－5080

荻原　治樹
☎64－5670

山口　　正
☎62－3816

新井　一幸
☎64－2179

鳴澤　　力
☎67－2051

11 マレットゴルフ（個人）
海野マレットゴルフ場

小川　　忠
☎62－0902

宇野　　浩
☎63－0015

山越　明男
☎62－0076

佐藤　康二
☎62－2325

春原　明彦
☎67－2136

12 チャレンジ・ザ・ゲーム（団体）
東御市第二体育館 生涯学習・スポーツ係　　☎62－2200

13 ヘルシーダンス（社交ダンス）
北御牧公民館　講堂 小林　経明　　☎63－5601

14 弓　道（個人・団体）
東御中央公園　弓道場

五十嵐　寿
☎64－2505

長谷川　昭
☎62－2966

飛知和明弘
☎64－5404

押金　　孝
☎36－3421

飛知和明弘
☎64－5404

15 ビーチボール（団体）
東御市第一体育館　Ｂ・Ｃ面 竹内　利恵　　☎090－1999－5961

16 卓　球（個人・団体）
東御市第一体育館　Ａ面

中澤　正治
☎64－5193

阿部　晃久
☎63－6994

後藤美智子
☎63－6115

丸山　和彦
☎62－4922

渡邉　　昭
☎67－2614

17 グラウンドゴルフ（個人）
芸術むら公園　芝生コース

中村　善彦
☎62－1326

田口　昭己
☎64－5147

斉藤くにい
☎62－2342

塩入　和則
☎63－4035

伊藤　　稔
☎67－3907

18 身障者協会（フライングディスク）
東御中央公園屋内ゲートボール場1面

神村　岩男
☎63－5122

丸山　克壽
☎62－0194

柳沢　芳夫
☎62－0264

塚田　秀徳
☎64－3370

清水　秀明
☎67－3326

19 空　手（個人）
祢津小学校　体育館

武田　　靖
☎62－5072

町田　　守
☎64－5137

土屋みよ子
☎62－1592

小泉　英之
☎64－2861

田中　礼奈
☎67－2109

20 太極拳　午後1時30分～（個人）
東御中央公園芝生広場/雨天時第二体育館 渋谷　泰一　　☎64－2387

21 ふわっとテニス（ペア）
田中小学校　体育館 柳沢　武彦　　☎62－2738

第11回  東御市総合体育大会
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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　生涯学習課　生涯学習・スポーツ係（中央公民館2階）☎64－5885

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

　今回は、お子さんとご一緒に夜空を眺めながら、秋の夜長のひと時を過ごしていただける場
を企画しました。

■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 数 若干名 勤 務 期 間 市の任用規定によります

勤務開始日 採用試験の月、または、その翌月から

■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）

募 集 期 限 9月30日（火）※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。

開 催 日 ９月24日（水） 10月１日（水）・8日（水）・15日（水）
時　　間 午後7時～午後8時 午後7時～午後９時

講 座 名 親子で四季の星座を見よう（夏の星座） 天文ショーと地球温暖化

開催場所 祢津小学校　理科室 東御清翔高等学校　理科教室･天文台

講　　師 増
ますだ

田　 清
きよし

 先生
小
こばやし

林　俊
としふみ

文 先生　　

佐
さとう

藤　雅
まさのり

訓 先生

越
こしかわ

川　加
かなこ

菜子 先生

定　　員 親子で10組（５名以上で開講） 15名（５名以上で開講）

持 ち 物 双眼鏡・望遠鏡（お持ちの方） 筆記用具・ノートなど

申込期限 ９月17日（水）まで ９月24日（水）まで
申込方法 下記へ電話で申し込みください。

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。

第3弾 9月・10月開講

学校公開講座受講生募集
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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

●応募・問い合わせ先　市民課　生活環境係（本館1階）☎64－5896
　　　　　　　　　　　　　   Eメール：shimin@city.tomi.nagano.jp

Ë開 催 日　　９月１７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。

　市では、市民が健康で快適な生活を営むことができるよう生活環境や自然環境の保全につい
て調査審議していただくため、学識経験者や各種団体の代表者などで構成する「東御市環境審
議会」の委員を募集します。
◎応募資格　　市内に在住、在勤または在学で平成26年4月1日現在20歳以上の方
　　　　　　　ただし、国・地方公共団体の議員及び常勤の公務員は除きます。
◎任　　期　　委嘱の日から2年間
◎定　　員　　1名
◎委員の仕事等　
　　　　　　　①東御市環境をよくする条例に規定する目的達成のための施策策定に関すること
　　　　　　　②東御市環境をよくする条例に規定する規制基準及び開発基準の監視に関する
　　　　　　　　こと
　　　　　　　※審議会への出席にあたっては既定の報酬及び費用弁償旅費をお支払いします。
　　　　　　　※委員としての地位を政治的目的、営利的目的等に利用することはできません。
◎応募方法　　応募書及び作文を記載の上、下記へお申し込みください（持参・郵送・Ｅメー

ル可）。
　　　　　　　作文：８００字以内（自由様式）表題「環境保全と市民の義務」
　　　　　　　応募書は下記へご請求ください。
◎選考方法　　提出された応募書記載の社会的活動歴及び作文等を総合的に考慮して選考しま

す。選考の結果はご本人へお知らせします。
　　　　　　　なお、応募書類は返却できません。
◎応募期限　　９月１９日（金）（当日消印有効）

東御市環境審議会委員の募集
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●申し込み・問い合わせ先　建設課　住宅係（別館3階）☎64－5882

▪入居申込の受付
　■受付期間　　９月１６日（火）～２４日（水）
　　　　　　　　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　　１０月３日（金）午前10時から　市役所 別館₄階 会議室

入居申し込みにつきましては、必要書類を定められた受付期間内にご提出く
ださい。

▪一般募集

▪優先募集　部屋が身障者仕様のため、身体障がい者世帯の方の応募に限らせて頂きます。

▪入居申込に必要な書類
・入居申込書（市役所備え付けのもの）※市ホームページからダウンロードできます。
・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）

▪注意事項
・入居を許可するにあたっては、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と敷金（家賃₃カ月分）が必
要になります。

・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。
▪連帯保証人の条件

・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。

募集住宅名 間取り 建設年度 所在地 募集戸数 家　賃　（円）

日向が丘団地 3DKB
S61

海善寺854番地90
1 17,300～25,800

S62 2 17,600～26,200
瓜田団地 3DK S56 県118番地１ １ 17,000～25,400

募集住宅名 間取り 建設年度 所在地 募集戸数 家　賃　（円）
羽毛山団地 1LDK H16 羽毛山717番地１ 1 17,700～26,300

＊1 間取りの表示  算用数字：室数、LDK：居間兼台所兼食事室　DK：台所兼食事室　B:浴室のみ（風呂釜・浴槽持込）
＊2 家賃月額は入居者の収入により異なります。

市営住宅入居者募集

政令で定める収入基準に適合している方　
・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で割った額

・現在、市内に住所または勤務場所を有する方　・同居親族がある方
・住宅に困窮していることが明らかな方
・市税を滞納していない方
・入居予定者・同居予定者が暴力団員でない方

住宅入居のための
条件

収入基準
（控除後の月額※）
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●申し込み・問い合わせ先　東御市立図書館　☎64－5886

●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　生涯学習課　文化財・文化振興係（中央公民館2階）☎75－2717

ふるさとの歴史を訪ねて ふるさとの歴史を訪ねて その謎にせまる その謎にせまる 図書館歴史講座第2回

東御市文化協会からのお知らせ

　地域の歴史や文化に親しむことを目的に「ふるさとの歴史を訪ねて　～その謎にせまる～」
と題して講座を開催します。２回目となる今回も謎を解き明かします。参加は無料です。

▪日　　時　　１０月１８日（土）　午後１時30分～午後３時30分
▪内　　容　　武田氏の進出と滋野三氏
▪場　　所　　東御市立図書館 2 階 研修室１
▪定　　員　　60 名（定員になり次第締め切ります）

▪講　　師　　石
いしかわ

川　好
よしかず

一 氏
▪申込方法　　下記へ電話でお申し込みください。

　　日　　時　　９月２８日（日）午前10時～午後４時
	 	 									　　　　	受付	午前9時30分～午前9時50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　　優勝者にはカップ贈呈、５位まで表彰及び賞品あり
　　そ の 他　　申込不要。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

▪日　時　　９月２０日（土）〜２１日（日）
　　　　　　午前10時～午後₄時
▪場　所　　東御市和7785番地　
　　　　　　東上田公民館西側交差点の北側
▪その他　　見学は無料です。
　　　　　　車でお越しの際は、専用駐車場をご利用ください。
　　　　　　後援／東御市教育委員会

　平成12年10月11日に国の登録有形文化財に登録されました『児玉家住宅』は、明治時代
の養蚕最盛期に建てられた大規模屋敷です。主屋・土蔵・蚕室・表門及び東西の門・塀・
庭園などで構成されており、明治27年主屋の棟上げから始まり同43年に完成しました。
　このたび「巨峰の王国まつり」の開催に併せて、下記日程で主屋・土蔵・庭園などを公
開いたしますので、ぜひご覧ください。

第24回「コトヒラ杯」囲碁大会
皆さまの
ご参加をお待ち
しています。

国登録有形文化財「児玉家住宅」公開のお知らせ
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●問い合わせ先　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

●問い合わせ先　千曲バス株式会社　小諸営業所　   ☎0267－22－2100
　　　　　　　　商工観光課　商工労政係（北御牧庁舎内）☎67－1034

　市では、今年度以下の日程により、「子育て支援サポーター」を養成します。
　現在子育て支援に関わっている方、または興味のある方、自分自身も子育て真最中で、一緒
に子育てを楽しみたいと思っている方、是非講座を受けてみませんか。
　講座を終了された方には、「子育て支援サポーター修了証」と「登録カード」を発行しま
す。今後子育て支援センターで行われている様々な子育て支援に係るサポーター活動のご案内
をさせていただきます。申込は不要です。まずは、講演会・シンポジウムへお越しください。

講演会・シンポジウム　一般聴講可　　　
　＊日時　9月14日（日）　午前9時30分～午前11時30分
　＊場所　中央公民館 3階 講堂
　＊講師　信州外あそびネットワーク代表　田口  眞嗣 氏
　　　　　（司会）公益財団法人 身体教育医学研究所　岡田  真平 氏

里山探検・ワークショップ
　＊日時　9月16日（火）・27日（土）・11月4日（火）・15日（土）・18日（火）　
　　　　　　午前9時～午後1時（5日間の内のいずれかにご参加ください）
　＊場所　四季の森　＊講師　公益財団法人 身体教育医学研究所　渡邊  真也 氏

講　演　会　一般聴講可
　＊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　＊講師　白梅学園大学学長　汐

しおみ

見  稔
としゆき

幸 氏

ワークショップ・修了式
　＊日時　平成27年1月17日（土）午前10時～午前11時30分
　＊場所　中央公民館 3階 講堂　＊講師　公益財団法人 身体教育医学研究所　岡田  真平 氏

♦登録の形態は？　個人でも、グループでも登録は可能です。
♦活 動 内 容 は ？　ご自分の好きな活動（支援したい活動）について登録をしていただきます。

子どもと遊び隊、花壇をつくり隊、家庭菜園し隊、パッチワークをつくり
隊、読み聞かせ隊、音楽を楽しみ隊、託児をし隊、里山に出かけ隊、外遊
びを楽しみ隊、手作りおもちゃを作り隊、などの活動を募集します！

千曲バス株式会社が運行している佐久上田線では、利用者が激減し大幅な赤字が続いていま
す。このため、業務改善の一環として、利用者が特に少ない土・日曜日、祝日の運行を10月
４日（土）から休止します。地域の皆さまには、ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力を
お願いします。なお、継続的な路線維持のためには、地域の皆さまの「乗って残す」という活
動が必要不可欠です。今後とも、平日の路線バスをご利用ください。

子育て支援サポーター養成講座

10月4日から土・日曜日、祝日の
路線バス（佐久上田線）運行を休止します
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●申し込み・問い合わせ先　東部人権啓発センター　☎64－5902

●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

◆日　　時　　９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。

【放送時間　9：00〜　15：00〜　21：00〜】
≪番組案内≫9月1日（月）〜18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！

１日 （月） 東御の童謡唱歌発表会

２日 （火） 湯の丸つつじ祭り

３日 （水）
東御市生涯学習講演会（6月29日）
「生き物の進化をたどって」
講師：藻谷亮介 氏

４日 （木） 東御市の夏祭り　～祢津祇園祭～

５日 （金） 東御市の夏祭り
　～出場火祭り・金井火祭り～

６日 （土）

東御市民大学講座
「食と農業・地域づくり講演会」
「若者が作るコメ作りと魅力」
講師：笹平達也 氏

７日 （日） 平成26年 東御市成人式（8月15日）　

８日 （月） 月刊とうみ８月号　～前半～

９日 （火）
月刊とうみ８月号　～後半～
東御市議会第３回定例会開会
（10時、16時、22時）

10日 （水） 東御市議会第３回定例会一般質問　
＜生中継9：00～＞

11日 （木） 第10回東御市民まつり
　＜ステージイベント＞

12日 （金） 東御市議会第３回定例会一般質問　
＜生中継9：00～＞

13日 （土） みまきニュードカンコ（8月14日）

14日 （日） 第10回東御市民まつり
　＜雷電子ども相撲大会＞

15日 （月） 第10回東御市民まつり
　＜中継録画＞

16日 （火） 第10回東御市民まつり
　＜踊り連収録＞

17日 （水） 平成26年度音楽会　
　　　　　　　～祢津小学校～

18日 （木） 平成26年度音楽会　～和小学校～　

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

再

再

再

❖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

今月の「人権よろず相談所」

とうみチャンネル
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●申し込み・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（北御牧庁舎内）☎67－1034

●問い合わせ先　人権同和政策課　人権同和政策係　☎64－5902

◆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
　　　　　　　（原則事業所単位ですが、個人でも加入可能です）
　入 会 金　　お一人　１００円
　会　  費　　お一人　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、給付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　　・人間ドック受診及び自己啓発活動事業の補助
　　・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
◆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。

　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。

○場　所　　東部人権啓発センター
○その他　　申込不要、直接会場へお越しください。興味のある講座だけでもご参加ください。

　人はみんな、一人ひとりが幸せに生きる権利を持っています。しかし、私たちの身の回りに
は、たくさんの差別や偏見があり、そのことによって悩み苦しんでいる方々が大勢います。私
たちは同和問題をはじめとする、様々な人権問題を解決していかなければなりません。また、
こうした問題に対して、知らないままに思い込みや偏見で判断していることはありませんか。
知ったら変わる、昨日までの常識。まずは、正しく知ることからはじめませんか？人権につい
てともに考え、学びあう「東御人権セミナー」を開講します。参加費は無料です。

第１回 第２回 第３回

日　時 ９月３０日（火）
午後7時～午後9時

１０月１４日（火）
午後7時～午後9時

１０月２５日（土）
午前10時～正午

テーマ 今こそ同和教育を 知っておきたい女性の法律 違いを知って共に生きる

講　師
長野県同和教育推進協議会

　事務局長　韮
にらさわ

澤　久
ひさと

人 氏

弁護士　

　滝
たきざわ

澤　修
しゅういち

一 氏

東御市外国人コミュニケーター

　池田・イルセ・マユミ 氏

東御人権セミナー開講
～一緒に人権について考えてみませんか～



      

 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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　川上村を源流に栄村まで流れる大河「千曲川」。流域30
市町村自慢の農産物・ご当地ブランドやグルメなどの食が
大集合‼千曲川地域の皆さんが力を合わせ、将来の「千曲
川ブランド」を夢見ながら「第₃回千曲川地域ブランドフ
ェア」を開催します。
　当日は、そば打ち名人による手打ちそばの振る舞いやア
ルクマをはじめとするご当地キャラクター大集合、ｂｊリ
ーグブレイブウォリアーズのサイン会など盛りだくさん。
もちろん、試食・試飲もＯＫ！あなたの知らなかった「千
曲川」に出会えます。
○日　時／₉月28日（日）　午前10時～午後₄時
○会　場／千曲市戸倉体育館　☎026－276－1731
　　　　　千曲市大字磯部1406-1
○その他／入場無料
　　　　　詳細は千曲市ホームページをご覧ください。
●問い合わせ先

千曲川地域ブランドフェア実行委員会　事務局
千曲市役所経済部産業振興課　☎026－272－1056

○講 習 名／観光ガイド講習（無料）
○講習期間／10月20日（月）～11月14日（金）のうち10日間
○対　　象／・県内在住の55歳以上の方
　　　　　　・就職を希望される方
　　　　　　・ハローワークで求職登録し全日程を受講で
　　　　　　　きる方
　　　　　　・上田市の観光ガイドに興味のある方
○定　　員／15名（応募者多数の場合は選考）
○講習内容／上田城跡公園、塩田平、真田町、別所温泉
○募集期間／₉月10日（水）～10月₈日（水）
○そ の 他／講習最終日には合同面接会（就職相談会）を

開催します。
●申し込み・問い合わせ先

ハローワーク上田　☎23－8609
（公社）上田地域シルバー人材センター　☎23－6002

　県下₇校の技術専門校では、平成27年度入校の訓練生を
募集します。
○受付期間　普通課程　推薦入校　10月₁日～17日
　　　　　　　　　　　一般入校　11月₅日～19日
　　　　　　短期課程　第 ₁ 回　12月19日～₁月₉日
　　　　　　　　　　　第 ₂ 回　₁月26日～₂月₉日
○入校選考　普通課程　推薦入校　10月27日
　　　　　　　　　　　一般入校　11月28日
　　　　　　短期課程　第 ₁ 回　₁月29日
　　　　　　　　　　　第 ₂ 回　₂月18日
●応募・問い合わせ先

長野県産業労働部人材育成課　☎026－235－7199

　親子でマス釣りと焼き魚を楽しみませんか。参加は無料。
○日　時／10月18日（土）午前₉時～午後₂時
　　　　　集合：午前₈時30分（雨天決行）
　　　　　場所：つけば小屋鯉西付近（常田新橋下流）
○内　容／小牧蓄養池にてマス釣り
　　　　　鯉西つけば小屋にて焼き魚の体験、試食
　　　　　上小漁業協同組合資料室の見学　ほか
○対　象／上小地区にお住まいの小学生親子
○定　員／75組（先着順）親₁人につき子ども₃人可
○持ち物／おにぎり、釣り具（お持ちの方）
○申込み／₉月25日（木）までにお申し込みください。
　　　　　申込用紙はご請求ください。
●申し込み・問い合わせ先

上小漁業協同組合　☎22－0813　FAX22－5838

　昭和を鮮やかに彩った名車、滅多に見られないスペシャ
ルカーや王道の人気車が今年も県内外から100台大集合!!
見学は無料です。ぜひ、ご覧ください。
・日　時／₉月14日（日）午前10時～午後₃時
・場　所／道の駅「雷電くるみの里」
●問い合わせ先

昭和の名車まつり事務局（松林）☎35－1798

子どもは天才講座　10月のテーマ「アートなパンづくり」
○日　時／10月11日（土）午前10時～午前11時30分
○会　場／₁階 文化ホール
○対象者／未就学児（₂歳以上）とその保護者
○参加費／500円（保険料・材料代等）
○申込み／₉月11日（木）から電話申込みを開始します。
おもしろ・ふしぎ体験広場
○日　時／₉月13日（土）午後₁時30分～午後₃時30分
○会　場／₁階 エントランスホール（参加費無料）
●申し込み・問い合わせ先／上田創造館　☎23－1111

長野県技術専門校 平成27年度 訓練生募集

第３回千曲川地域ブランドフェア
「千曲川マルシェ」の開催

シニアワークプログラム技能講習
観光ガイド講習受講者募集

第11回「昭和の名車まつり」開催

楽しい魚釣りとおいしい川魚

上田創造館だより
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●問い合わせ先　「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例給付金」について
　　　　　　　　　福祉課　福祉推進係（総合福祉センター内）☎64－8888　FAX64－8880
　　　　　　　　住民税、所得申告について　税務課　住民税係（本館1階）☎64－5877

●問い合わせ先　農林課　農政係（別館2階）　　☎64－5894
　　　　　　　　市民課　生活環境係（本館1階）☎64－5896

　両給付金の申請期限が迫っています。東御市では、給付金の給付対象者になると思われる人
（世帯）へ申請書用紙をお送りし、申請受付中です。申請期限を過ぎた受付はできませんので、
今一度ご確認いただき、必ず期限内にご提出ください。
　なお、両給付金の該当と思われる方で、通知（申請書）が届かない方は、下記へお問い合わ
せください。

▶申請期限　　平成２６年１０月１日（水）
▶提 出 先　　福祉課　福祉推進係　（総合福祉センター内）

（提出は、申請用紙に同封した返信用封筒での提出でも可能です。
　また、市役所本庁舎及び北御牧庁舎でもお預かりできます。）

◦平成26年₁月２日以降に東御市へ転入された方の申請先は、前住所地市町村です。
◦平成25年分所得の申告をされていない方は、給付金受給資格の認定ができませんので、

早めに税務課へご相談ください。

公務員の子育て世帯臨時特例給付金について　 
　公務員申請受付分については、９月中旬に支払い予定ですのでご了承ください。
　また、これから申請書を提出される公務員の方は、公務員用指定用紙により申請（請求）
をお願いします。

【市民の皆さまへお願い】
　爆音器は、農作物の鳥獣被害を防止するためにやむを得ず使用するものです。ご理解、
ご協力をお願いします。
　また、むやみに爆音器に近づかないようにしてください。

住宅からおおむね100ｍ以上離れた位置で使用してください。
夜間および早朝（おおむね夜₇時〜翌朝₅時まで）には使用しないでください。
使用する期間は、必要最小限としてください。
可能な限り、爆音器の鳴動間隔をあけて設定してください。
※爆音器の使用を可能な限り控え、防鳥網、電気柵などの
代替の対策により被害防止に努めてください。

注　意

臨時福祉給付金

年金や児童扶養手当等の受給者は
1万5千円

1人につき1万円

住民税の非課税者
対象者

※課税者の扶養親族や生活保護受給者等
　は除く

子育て世帯
臨時特例給付金

子ども1人につき1万円

児童手当の受給者
対象者

※児童手当の所得制限限度額以上の方や
　生活保護受給者等は除く

1月分の

「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」の

申請の手続きは
お済みでしょうか
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●申し込み・問い合わせ先　上下水道課　下水道係　☎64－5874

下水道が普及するとともに河川の水質が改善され、近年では市内各所でほたるが舞う姿が
確認されています。下水道に接続がお済みでない方は、この機会にご検討ください。

　「汚いものが目の前からなくなれば終わり」という安易な考えから異物を流すと、下水道
が詰まり最悪の場合、家庭への汚水の逆流などのトラブルにつながります。下水道はみんな
のものです。大切に使っていきましょう。

◆調理くずや残飯などの生ごみ
◆天ぷら油などの廃油類
◆トイレットペーパー以外の水に溶けない紙類
◆紙おむつ、生理用品、布類、ビニール類、タバコ、ガム、不織布製品、髪の毛
◆ガソリン、灯油、アルコール、シンナー、薬品類
（下水道管内で爆発を起こす危険があります）
　※万が一、異物を流してしまったら上下水道課下水道係までご連絡ください。
　※ごみは、東御市民カレンダーに基づいて正しく分別し処分してください。

絶対流さないで�

平成26年度

　合併浄化槽を設置する場合、国・県・市では生活排水による公共水域の汚濁防止と水環境良
化のため、一般住宅（別荘は不可）に対して設置費用の一部を補助しております。合併浄化槽
の設置がお済みでない方は、この機会にご検討ください。
　平成26年度合併処理浄化槽の補助金申請は平成27年1月30日（金）に締め切らせていただき
ます。
　合併浄化槽の設置や補助金については、下記へご相談ください。

※放流先がなく地下浸透にする場合は、高度処理型（BOD	10mg/L以下、全窒素10mg/L以
下）の設置となります。

補助対象及び金額

人　槽 合併処理浄化槽 高度処理型（地下浸透）※ 放流管

5人槽 332,000円 432,000円 工事費の2分の1以内
（限度額500,000円）
放流管とは宅地の境界から放流先ま
でをいい、放流ポンプを設置した場
合はその施設をいいます。

6～7人槽 414,000円 484,000円

8～10人槽 548,000円 588,000円

11～20人槽 939,000円 1,089,000円

21人槽以上にも補助金があります。

9月10日は下水道の日

下水道を正しく使いましょう
下水道のトラブルが増えています



●問い合わせ先　巨峰の王国まつり実行委員会事務局　農林課　農政係（別館2階）☎64－5894

※開国中は、中央公園周辺の体育施設は利用できません。
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おまつり広場

文化会館

駐車場が
混み合いますので、
「シャトルバス」を
ご利用ください

第23回

午前9時～午後3時

午前9時  小中学生集まれ！

午前9時30分  今年もやります！

正午  迫力満点！くすのき連の阿波踊り!!  

同時開催

JAフェスティバル
・地元農畜産物の直売・ぶどう品評会
・小学生図画・習字作品展 ほか・キャラクターショー

東御中央公園一帯にて開催!!

巨峰の販売、地元の新鮮な
農産物・特産物の販売あり！

大人気の
ふわふわで
遊ぼう！

健康相談コーナー
健康状態をチェックしよう！

FM長野

午後2時30分 
恒例！まつりの締めはやっぱり  

午前9時～午後3時30分土

日

午前11時～正午放送（予定）

オトメ☆コーポレーションアップル学園応援部 MibukiWithTutu&beat‘s

高寺　直美
たかてら なおみ

パーソナリティー

〈巨ん太くん〉
　1992年9月19日生まれ
　名前の由来・・・巨峰の「巨」と太陽の「太」で、
　東部町(当時)の特産品・巨峰と陽だまりの町・東部町
　を象徴する太陽をイメージして命名。

〈ぷるるちゃん〉
　2001年9月22日生まれ
　巨ん太くんの彼女
　名前の由来・・・巨峰の
　質感を可愛らしく表現。

第23回

東御中央公園 帯にて開催!!

巨峰の王国まつり巨峰の王国まつり

クイズスタンプラリー
うれしい景品がもらえるよ！

公開
生放送

友好都市大田区交流セレモニー 王国抽選会！

巨峰をど～んとプレゼント！５００房!!（250房×2日間）

⑭ お知らせ版 №241（2014.₉.₁）

●問い合わせ先　教育課　青少年教育係（中央公民館2階）☎64－5906

日時　9月17日（水）午後3時20分～午後4時
場所　ＢOOＫ童夢みまき
対象　小学生

おはなし会
日時　10月6日（月）午前10時20分～午前11時
場所　みまき未来館
対象　未就園児と保護者

おはなし広場
　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。
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オータムジャンボ宝くじの賞金は、

発売
期間

9月19日（金）〜10月10日（金）
₁等・前後賞合わせて3億9千万円！

この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。

（公財）長野県市町村振興協会
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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

●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

▪日　時　９月２７日（土）　
　　　　　午後２時30分～午後４時（開場：午後２時）
▪場　所　中央公民館 ３階 講堂 

▪講　師

▪演　題　作るよろこび　食べる楽しみ
▪定　員　60名（定員になり次第締め切ります）
▪申込み　９月１９日（金）までに、下記へお申し込みください。
▪その他　講演の中で、調理実演と料理の試食会を計画しています。

〈プロフィール〉
　　料理研究家　
　　八重原（芸術むら区）在住

お店見学とパンランチ（講演終了後希望者）
　◆時　間　　午後0時～午後1時
　◆会　費　　2,160円（ランチ代とお土産付き）
　◆定　員　　20名
　◆申込み　　９月１８日（木）までに、下記へお申し込みください。
　◆その他　　お店までは、各自で移動をお願いします（片道15分）。

御牧原でパン屋を営む女性店主のお話　聴講無料
　◆日　時　　９月２８日（日）　午前10時～午前11時30分
　◆場　所　　東部人権啓発センター　
　◆講　師　　「わざわざ」パン屋 店主　

主催／東御市民大学運営委員会

平成26年度  東御市民大学講座
「食と農業・地域づくり講演会」

山
やまもと

本　麗
れいこ

子 氏

平
ひらた

田 はる香
か

 氏

聴講無料

～ ～


