
No.250 平成27年₂月₂日

お知らせ版（2015.₂.₂）①



② お知らせ版 №250（2015.₂.₂）

●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

●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

◆日 　 時　　３月２８日（土）　午前10時～午後3時30分
◆場　　所　　交流会：総合福祉センター 2階 高齢者センター大広間
　　　　　　　講演会：総合福祉センター 3階 講堂
◆内 容　　午　前：交流会
　　　　　　　午　後：講演　「認知症介護について」
　　　　　　　　　　　講師　NPO法人やじろべー　理事長　中

なかざわ
澤　純

じゅんいち
一 氏

◆対 象 者　　在宅で介護している家族の方。ただし、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。
　　　　　　　なお、講演会についてはどなたでも参加できます。
◆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　　３月２０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。

　社会福祉協議会では、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、認知症についての講演会を行います。

　東御市陸上競技協会では、「第25回長野県市町村対抗駅伝競走大会」及び「第11回長野県市
町村対抗小学生駅伝競走大会」に向けての練習を行っています。
　選手として走りたい方、一緒に練習していただける方を募集しています。
　東御中央公園芝生広場にお集まりください。一緒に走りましょう！

▶練 習 日　　毎週月・水・金曜日　午後6時30分～午後8時
　　　　　　　（3月下旬に選考会を行い、選手を決定いたします）
▶大会期日　　４月２９日（水・祝）　午前９時　スタート
▶コ ー ス　　長野県松本平広域公園陸上競技場　発着

▶一般の部　９区間42.195㎞
　　一般・高校生男子　６区間　　　　一般・高校生女子（中学生女子も可）１区間
　　中学生男子　１区間	 　中学生女子　１区間
▶小学生の部　４区間6.0㎞（1.5㎞×4）
　　小学４年生以上の男子　２区間　　小学４年生以上の女子　２区間

駅伝選手を募集します！駅伝選手を募集します！

第25回長野県市町村対抗駅伝競走大会
第11回長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会
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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　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

●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

＊講 座 名　　『親子で作る木工教室』
＊開 催 日　　３月２２日（日）午後1時30分～午後3時
＊場　　所　　中央公民館	2階	学習室5
＊内　　容　　木の実や木片などを組み合わせ、楽しい物を作ろう。
＊講　　師　　関　治人　氏
＊定　　員　　30名（幼児、小学生、保護者（小学生のみの参加可））
＊申込方法　　３月６日（金）までに、下記へお申込みください。
＊持 ち 物　　グルーガン（お持ちの方）
＊そ の 他　　汚れても良い服装でお越しください。詳細は、お問い合わせください。

　申込方法　　２月２７日（金）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　　３月中に開催します。

（詳しい日程につきましては、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。

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？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。

　マツヤ東部店にて、東部地区ごみ指定袋（家庭用・事業用）が本来の価格よりも１パック
（梱包）につき１円多い価格で販売されていました。
　原因は、消費税改正に伴うレジシステムの不備によるものです。今後、改修されるまでの
期間は、サービスカウンターにて販売させていただきます。
　なお、お心当たりの方には、返金をさせていただきますので、ご来店の際に手続きをお願
いいたします。皆さまには、大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
◦対象の販売期間　　平成２６年４月１日～１２月２１日
◦問い合わせ先　　マツヤ東部店（東御市田中705-1）☎64－5555

マツヤ東部店でごみ指定袋を購入された皆さまへ【お知らせとお詫び】

生涯学習春期公開子ども講座開催
　今回は「親子で作る木工教室」を開催します。参加は無料です。

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　上田地域広域連合消防本部　予防課　☎26－0029
　　　　　　　　東御消防署　予防係　☎62－0119

●申し込み・問い合わせ先　東御市味のセミナー実行委員会事務局（農林課内）
　　　　　　　　　　　　　☎64－5894　FAX64－5881

●申し込み・問い合わせ先　企画財政課　広報統計係（本館2階）☎64－5806　FAX63－5431
　　　　　　　　　　　　　E-mail：shiho-tomi@city.tomi.nagano.jp

日　　時　　３月６日（金）　午後１時30分～午後４時
場　　所　　上田市丸子ふれあいステーション	3階	会議室
　　　　　　　（上田市上丸子1600番地１）
対 象 者　　収容人員が300人以上の「特定防火対象物※」で防火管理者に選任されている

方のうち、過去５年以内に講習会を受講していない方は、甲種防火管理再講習
　　　　　　　を受講する必要があります。
　　　　　　　※「特定防火対象物」とは、集会場・遊技場・店舗・病院・ホテルなど不特定多

数が出入する建物です。不明な点がありましたら下記へお問い合わせください。
定　　員　　80名（定員になり次第締め切ります）
受 講 料　　会　員　1,500円（上小防火管理者協議会加入事業所）
　　　　　　　一　般　2,000円
申込方法　　２月５日（木）午前９時から受付を開始します。

下記窓口にて直接お申し込みください。電話での予約及び
お申し込みはできませんので、お気を付けください。

日　　時　　３月１日（日）　午後1時30分～午後4時（受付  午後1時）
会　　場　　中央公民館 3階 講堂
申込方法　　２月２４日（火）までに、電話またはFAXで下記へお申し込みください。
そ の 他　　託児所もあります。申し込みの際にお知らせください。
　　　　　　　詳しい内容は、２月16日発行のお知らせ版でご案内します。

　乾燥野菜の作り方と乾燥野菜を使った料理を紹介します。

❖対 象 者　　市内在住で、市報に関心を持つ20歳以上の方
❖定　　員　　16名
❖内　　容　　・任期　平成27年4月1日～平成28年3月31日
　　　　　　　・市報とうみに関するアンケートへの回答等（年12回）
　　　　　　　・モニター会議（年2回）への出席
　　　　　　　・薄謝あり
❖申込方法　　３月２５日（水）までに、下記へお申し込みください。

甲 種 防 火 管 理 再 講 習 会

東御市味のセミナー開催

平成27年度 広報モニター募集
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●申し込み・問い合わせ先　和コミュニティーセンター　☎62－0201（火・木の午後を除く平日）

●問い合わせ先　商工観光課　商工労政係（北御牧庁舎内）☎67－1034
　　　　　　　　上田職業安定協会　☎22－4500　　

信州上田地域合同企業ガイダンス開催

✿日 時　　２月２１日（土）　午前９時30分～午前11時30分
✿場 所　　和コミュニティ―センター

✿講 師　　山
やまうら

浦　夏
なつこ

子 氏　
✿持 ち 物　　受講料800円（材料費）　生け花用はさみ（お持ちの方）
✿定　　員　　10名
✿申込方法　　２月１６日（月）までに、下記へ電話でお申し込みください。

✰日 時　　２月２１日（土）　午後７時～午後８時
✰場 所　　和コミュニティーセンター及び周辺
✰内　　容　　星についてのお話、星の観察（曇りや雪の場合は
　　　　　　　プロジェクターで映像を見ながら星のお話）

✰解　　　　説　　小
こばやし

林　将
まさき

喜 氏　
✰持 ち 物　　懐中電灯・双眼鏡（お持ちの方）
✰そ の 他　　申込不要。参加者には「簡易星座早見表」を差し上げます。
※夜間のため、小学生は保護者同伴（送迎のみも可）。暖かい服装でご参加ください。

　今回はお雛祭りのフラワーアレンジメントを楽しみましょう。

　寒い！でも、天頂の星たちは皆さんが見上げるのを待っています。豪華で美しい「オリオン
座」、全天で一番明るい「おおいぬ座」のシリウス、明るい星が一番多い「冬の星座」が空い
っぱいに広がっているのが見られます。

日 時　　３月６日（金） 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）
対象者　　平成28年3月新規大学（院）・短大・高専・専修学校
　　　　　　能力開発校（工科短大、技専校）卒業予定者
その他　　申込不要（入退場自由）。参加無料。
参加企業情報　2月中旬公開（70社予定）インターネット
　　　　　　　　「ＵＥＤＡ企業ガイド」で検索し確認下さい。
大卒等就職情報WEBサービス　http：//job.gakusei.go.jp/
　　　　　　イベント情報に参加企業の大卒等求人情報を掲載。　　　　　　
　　　　　　主催／上田職業安定協会　上田商工会議所
　　　　　　　　　上田市　東御市　青木村　長和町　長野県情報サービス振興協会

和公民館ふれあい講座 参加者募集
フラワーアレンジメント講習会

第3回  星空観望会
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●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

●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

　災害ボランティアセンターの立ち上げ訓練を通して、災害ボランティアセンターの役割や流
れを実際の体験から学びます。
▪日　　時　　３月１４日（土）　午後１時～午後４時
▪場　　所　　総合福祉センター	講堂
▪内　　容　　災害ボランティアセンター立ち上げ訓練
　　　　　　　講　師　特定非営利活動法人	ローカル・コミュニティ	

　　　　　　　　　　　事務局長　高
たかだ

田　克
かつひこ

彦 氏
▪参 加 費　　無　料
▪定　　員　　災害ボランティアに関心のある方　50名
▪申込方法　　２月２７日（金）までに、下記へお申し込みください。

❖対象児童　　保護者の就労等により、放課後留守家庭となってしまう３年生以下の児童
　　　　　　　（年間登録制です。一時的な通所はできません）
❖利用期間　　４月１日～平成２８年３月３１日
❖利 用 料　　月額3,000円（減免制度あり）
❖申込方法　　｢児童クラブ通所申請書｣に必要事項をご記入の上、２月１６日（月）までに下

記へ提出してください。申請書は、下記及び各児童クラブに用意しています。
❖持 ち 物　　印鑑・口座振替用通帳（利用料の口座振替用）
❖利用決定　　書類審査の上、利用できる児童へ３月上旬頃「児童クラブ通所承認通知書」を

郵送します。

　利用する日の₂日前より予約ができます。
　ご利用になりたい便の30分前までにはお申し込みください。
　₈時30分便をご利用の場合は前日までにお申し込みください。
　変更・取り消しの場合は必ず受付センターにご連絡ください。

～ご利用方法～

とうみレッツ号でお出かけしませんか？
温泉に、買物に、さあ！レッツ・ゴー !!

災害ボランティア養成講座

田中・滋野・祢津・和児童クラブ

児童クラブ利用申込はお済みですか？
平成27年度 

とうみレッツ号受付センター（東御市商工会内）

受付時間：平日  午前8時～午後4時　☎67－1003
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●申し込み・問い合わせ先　農業農村支援センター（別館2階）☎64－5887 

●問い合わせ先　人権同和政策課　人権同和政策係　☎64－5902

●問い合わせ先　教育課　青少年教育係（中央公民館2階）☎64－5906

～新鮮で安心、安全な「野菜」を作ってみませんか～
　ふれあい市民農園は各地区に設置され、８カ所78区画で多くの方が思い思いの野菜を
作っています。時には助け合いながら、育てる喜びと収穫する喜びを体感できます。いろ
いろな野菜で食卓を彩りましょう。

　１ 区 画　　約100㎡
　利 用 料　　１区画3,000円／年
　利用期間　　３月１日～１２月３１日
　　　　　　　善良な管理をもって耕作いただいた場合は継続利用も可能です。
　募集期限　　２月２７日（金）までに、下記へ電話でお申し込みください。
　　　　　　　ただし、応募多数の場合は、抽選とさせていただきますのでご了承ください。
　そ の 他　　栽培方法などは春と秋に専門指導員が講習指導をします。

❖日　　時　　２月２１日（土）午前10時～午前11時30分
❖会　　場　　北御牧人権啓発センター　大会議室（八重原2813－1）
❖講　　演　　「今こそ同和教育を」

　講師　長野県同和教育推進協議会 事務局次長 韮
にらさわ

澤　久
ひさと

人 氏
❖そ の 他　　申込不要。直接会場へお越しください。

・と　き　　２月１８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

・と　き　　３月５日（木）　
　　　　　　午前10時20分〜午前11時
・ところ　　みまき未来館
・対　象　　未就園児と保護者

おはなし会 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。

農園名 所在地 農園のおおよその位置 募集区画数

海　野 本海野 海野宿駐車場から千曲川沿い道路を西へ約400ｍ 1区画

滋　野 滋　野 浅間サンラインを小諸方面へ向かい「別府」の信号を
右折、高速道路南側道を右折約300ｍ 2区画

新　屋 新　屋 グリーンパーク通り「太陽リビング様」向側、北へ延
びる農道約60ｍ 1区画

白水平 八重原 ハルディン篠原様ハウスの西隣 ３区画

ふれあい市民農園 利用者募集

北御牧人権啓発センター学習会 開催
　北御牧人権啓発センターで学習会を開催します。参加は無料です。
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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

東御市文化協会からのお知らせ

      

 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

　花の栽培に適した環境の上小地域で今後花き農家を目指
す方を対象に技術的、経営的なセミナーを開催します（参
加費無料）。
○日　　時／₂月28日（土）
　　　　　　午後₁時30分〜午後₄時
○場　　所／JA信州うえだ流通販売センター内　会議室 
○対　　象／主に定年退職を近く迎える方で、花き農家と

して50万〜100万円所得を目指す方 
○内　　容／（１）上小地域の花栽培について 　　　　
　　　　　　（２）花き栽培指針、経営の紹介 　　　　
　　　　　　（３）生産者の話 
○申し込み／₂月23日（月）までに、電話または直接窓口
　　　　　　へ。申込期限が過ぎても応募状況により受け
　　　　　　付けることができますので、ご相談ください。 
●問い合わせ先　　
21上小農業活性化協議会事務局（上小地方事務所農政課内）

　　　　　　　　　☎25−7127

○絵手紙展作品募集
　・募集期間／₂月₈日（日）〜₃月₆日（金）
　・展示期間／₃月13日（金）〜₃月22日（日）
　　　　時間／午前₉時〜午後₅時
　　　　会場／₁階 エントランスホール
○いろいろな電池作り　
　・日時／₂月21日（土）午前₉時30分〜午前11時30分
　・定員／20名（参加無料）
　・申込／₂月18日（水）までに電話でお申し込みください。
　・会場／₄階  科学実験室
○2015上小地域水墨画展
　・期間／₂月12日（木）〜₂月18日（水）
　　　　　午前₉時〜午後₅時
　・会場／₂階  美術館（入場無料）
○冬の星空観望会
　・日時／₂月21日（土）午後₇時〜午後₉時
　・会場／屋上　天体観測室（参加無料）
●申し込み・問い合わせ先／上田創造館　☎23−1111

○受付期間／₂月18日（水）〜27日（金）
　　　　　　午前₉時〜午後₅時（土、日も受け付けます）
　　　　　　場所　長野県住宅供給公社上田管理センター
○抽 選 会／₃月₆日（金）午後₁時30分から
　　　　　　場所　上田合同庁舎  南棟 ₂階  会議室
○そ の 他／詳細につきましては、₂月₆日（金）以降に

お問い合わせいただくか、ホームページでご
確認ください。 http://www.nagano-jkk.jp/

●問い合わせ先
長野県住宅供給公社　上田管理センター　☎29−7010
上田市材木町₁−₂−₆　長野県上田合同庁舎南棟内

　サンゴ礁の海と美しい自然の中で、全国から参加する仲
間との共同生活や様々な野外活動を通して、友達作りの楽
しさを知り、お互いに協力し助け合い、積極的にチャレン
ジする心を養い、また在日外国人小学生との交流で言語や
習慣を越えて友情を深め、国際感覚を身に付ける第一歩と
する事業です。
○期　間／₃月27日（金）〜₄月₂日（木）₆泊₇日
○場　所／鹿児島県大島郡与論町
○定　員／日本人小学生200名　在日外国人小学生100名
　　　　　（₂〜₆年生  平成27年₂月現在）
○締　切／₃月₅日（木）（先着順）
○資　料／郵送でお送りします。また、ホームページでも
　　　　　ご案内しています。http://www.kskk.or.jp/
●問い合わせ先／財団法人国際青少年研修協会

E-mail : info@kskk.or.jp　☎03−6417−9721

　美しい自然や静物などを描いた水彩画展を開催します。
★日　時　　２月１６日（月）～２月２２日（日）
　　　　　　午前９時〜午後５時
　　　　　　（ただし、初日は午前10時から、最終日は午後４時まで）
★会　場　　東御市文化会館　展示室（入場無料）
★連絡先　　☎62－2386（下村）

勤務を終えたら花農家になろう

県営住宅入居者統一募集

上田創造館だより

第39回「ちびっこ探険学校ヨロン島」参加者募集

第6回  彩明会（水彩画）会員展
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●問い合わせ先　企画財政課　広報統計係（本館2階）☎64－5806 

介護料の支給
　自動車事故により脳・脊髄・胸腹部臓器を損傷し、重
度の後遺障害を持つため、日常生活動作について常時ま
たは随時の介護が必要となった方に支給します。
○支給額（月額）／特Ⅰ種68,440円〜136,880円
　　　　　　　　　Ⅰ種58,570円〜108,000円
　　　　　　　　　Ⅱ種29,290円〜54,000円
交通遺児等への育成資金の無利子貸付
　自動車事故により保護者が亡くなられたり、重度後遺
障害を残すことになったご家庭の中学校卒業までのお子
さまを対象に、育成資金を無利子貸付を行っています。
○貸付額（無利子）／はじめに一時金155,000円
　　　　　　　　　毎月20,000円　入学支度金（小中　
　　　　　　　　　学校入学時）44,000円
○返還方法／中学校卒業後から₆カ月または₁年の据置期

間経過後に月賦または半年賦併用による20年
以内での均等払い。※高校・大学等へ進学さ
れた場合、在学中は返還が猶予されます。

●問い合わせ先／独立行政法人自動車事故対策機構
長野支所　☎026−480−0521

　新車登録から11年を超えたディーゼル乗用車と13年を超
えたガソリン乗用車の自動車税は、平成27年度以降、10％
割増から15％割増に変更となります。
　対象となる自動車など詳しい制度については、お問い合
わせください。
●問い合わせ先／長野県庁税務課　☎026−235−7051

○日　時／₂月20日（金）午後₁時30分〜午後₃時30分
○場　所／すみれ屋（東御市和）
○定　員／40名
○会　費／1,000円（資料代、飲食代）
●問い合わせ先／「四季の森」里山を守る会
　　　　　　　　　　　　☎62−3850・090−2671−4806

　マーチングの基礎練習、音作りから始めます。経験は問
いません。一緒に活動しませんか。初心者大歓迎。
○場　所／市内公民館 他
○時　間／毎週木曜日　午後₇時30分〜午後₉時30分
○対　象／マーチングが大好きな、中学生以上の方
○資　格／楽器の演奏ができ、自分の楽器が用意できる方
　　　　　ただし、打楽器、スーザなどは応相談。
○会　費／中高生1,000円／月　一般2,000円／月
●申し込み・問い合わせ先

東御マーチングバンド（社会教育団体）
（担当：佐藤）☎080−4460−1211

　自動車税は４月１日現在、車検証に記載された所有者又
は使用者に課税されます。
　自動車を手放している場合でも、廃車や名義変更などの
手続きを行わないと引き続き課税されますので、早目の手
続きをお願いします。
○名義変更、抹消登録、住所変更の手続きは
　・国土交通省　北陸信越運輸局　長野運輸支局
　　　　　　　　　　　☎050−5540−2042（音声案内）
　・（社）長野県自家用自動車協会　上小支部　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎22−0595
○制度の詳細・ご相談については
　・長野県上小地方事務所　税務課　☎0268−25−7117

　｢アケボノゾウ化石が見つかる地層｣についての講演会を
開催します。
○日　時／₂月21日（土）　午後₁時30分〜午後₃時
○場　所／中央公民館  第₇学習室
○講　師／信州大学大学院₂年　宮崎　慧　氏
○参加費／無　料
●問い合わせ先／アケボノゾウの会　事務局

（中山）☎090−1867−7763（工藤）☎67−2585

配信情報　
　①市内火災情報　
　②災 害 情 報
　　（市内風水害・県内震度₄以上） 
　③不 審 者 情 報　
　④その他の情報
　　（行方不明者・有害鳥獣出没など）
携帯電話やパソコンのメールアドレスがあれば、どなたでも登録できます。
情報提供料金は無料（ただし、メール通信料金はお客様負担となります）。
登録方法／tomi_jh@eml.city.tomi.nagano.jpへ空メールを送信すると、
　　　　　　本登録手続きのメールが届きます。詳しくは市ホームページをご覧ください。

QRコード

メール配信

＠とうみあっと

（緊急情報等メール配信サービス）

蕗ったまのうたコンサート

「アケボノゾウの会」第５回講演会

自動車税　増額割合変更のお知らせ

自動車の廃車名義変更手続きはお早目に

介護料支給及び交通遺児等への
育成資金の無利子貸付　ご案内

東御マーチングバンド メンバー募集
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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　福祉課　福祉推進係（総合福祉センター内）☎64－8888

機器メンテナンスによるＴＶサービス停止のお知らせ
　日時：２月９日（月） 午前1時〜午前5時の間で、5分程度のTVサービス停止が数回
　サービスが停止となるＴＶチャンネル：すべてのＴＶチャンネル　　　
　対象：とうみケーブルテレビサービスエリア全域（インターネットサービスには影響ありません）
　大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

【放送時間　9：00〜　15：00〜　21：00〜】
≪番組案内≫2月2日（月）〜2月19日（木）

最
新
の
番
組
表
は
市
ホ
ー
ム
ペ
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か
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も
ご
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だ
け
ま
す
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※
番
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よ
り
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
あ
ら
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じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　２月１０日（火）は児童手当の支払日です。支払通知はお送りしませんので2月10日以降に
預金通帳の記帳等でご確認ください。
　なお、今回の児童手当の内容は、平成26年10月～平成27年1月分です。次回の定例支払日
は、6月になります。
　公務員の方につきましては、勤務先で手続き・支払い等をご確認ください。

２日 （月）
近未来の小商い～
山の上のパン屋に人が集まる理由
　講師：平田はる香氏

３日 （火）

「東御の日」記念講演会
　「地方の課題と可能性」
　講師：村山元展氏
　　（高崎経済大学教授）

４日 （水） 信州・果物と朗読紀行
「クルミ物語」

５日 （木） 月刊とうみチャンネル1月号～前半～

６日 （金） 月刊とうみチャンネル1月号～後半～

７日 （土）
平成25年度夜間健康講座　
第1回「脳の働きについて」
　講師：大橋俊夫教授（生理学）

８日 （日）
平成25年度夜間健康講座　
第2回「認知症（若年性と老年性）」
　講師：池田修一教授（内科学第三）

９日 （月）
とうみキッズ1月号
「ハツラツ人生」渡辺久雄さん
（10時、16時、22時）

10日 （火） コールレインボー
「ともに楽しむ音楽会」

11日 （水） 第11回東御市合唱祭

12日 （木） 平成27年東御市消防出初式　

13日 （金）

繁茂するササの消長
　～根子岳と湯の丸山に見る～
まちの仕事人　～ローカルカラー
木内孝信さん～（10時、16時、22時）

14日 （土）
平成25年度夜間健康講座　
第3回「心臓の働きについて」
　講師：大橋俊夫教授（生理学）

15日 （日）
平成25年度夜間健康講座　
第4回「不整脈と心筋梗塞」
　講師：池田宇一教授（循環器内科）

16日 （月） 第50回北御牧地区一周駅伝
　　　　　　　　　　～前編～

17日 （火） 第50回北御牧地区一周駅伝
　　　　　　　　　　～後編～

18日 （水） 女性陶芸家の講演会　
　陶芸家  角りわ子氏

19日 （木）

福祉の森ふれあいフェスティバル
健康づくり講演会
「わずかなことから始める健康づくり」
　竹中晃二氏

再

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
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！

とうみチャンネル

児童手当をお支払いします
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●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

●問い合わせ先　上下水道課　料金センター　☎64－5883

◆日　　時　　２月２０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。

～確認の方法～
①家中（敷地内）の蛇口をすべて閉めて水道を使用していない状態にします。
②水道メーターのパイロット（＊）の動きを確認します。
③パイロットに動きがあれば漏水の可能性があります。
④漏水している場合には、市指定の水道工事事業者に修理を依頼してください。

　　（修理費用につきましては、業者の方とご相談ください。）

　各メーカーでパイロットのマークや動きに違いがあります。

＊パイロットマークの確認（漏水している場合）

イメージです

0000

0000

東洋計器製

扇形のパイロットが、
回転していれば、漏水
の可能性があります。

パイロット

金門製

■のパイロットが左右交
互点灯していれば、漏水
の可能性があります。

■のパイロットが一定の間
隔で点灯・消灯していれば
漏水の可能性があります。

　のパイロットが、右か
ら左へ移動していれば漏
水の可能性があります。

0000

愛知製

0000

リコー製
パイロット

■
0000

■■ パイロット パイロット
■ ■

❖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

今月の「人権よろず相談所」

漏水は簡単に確認することができますので、定期的に点検をお願いします。

上下水道課からのお知らせ
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●申し込み・問い合わせ先　企画財政課　企画政策係（本館2階）☎64－5893

●問い合わせ先　消防課　消防団係（東御消防署内）☎62－0119

ふれあい市長室
開催します

　開かれた市政の推進を目的に、市長が市民の皆さんと直接お会いし、市政に関するご意見等
をお聴きする「ふれあい市長室」を、次のとおり開催します。
　今回は、“地域づくりと協働”をテーマに開催します。
◇日　　時　　２月２０日（金）　午前₉時〜正午
◇場　　所　　市役所  本館₂階  市長室
◇テ ー マ　　「地域づくりと協働」
◇対 象 者　　市内にお住まいの方（個人、グループ、団体）
◇懇談時間　　₁組30分程度
◇事前予約　　前日までに、下記へ電話でお申し込みください。
　＜申込内容＞　①グループ（団体）の場合…グループ（団体）の名称、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の住所・氏名・電話番号
　　　　　　　　　個人の場合…住所・氏名・電話番号
　　　　　　　　②懇談したい内容
◇そ の 他　　会場の都合上、₁組₅名以内とさせていただきます。

　私たちは、音楽を通じた火災予防広報を目的として、消防行事を
はじめ各種イベントに出演しています。
　一緒に楽しく活動していただける方を募集しています。詳しくは
下記へお問い合わせください。

♪音楽隊員募集♫

　皆さまのご来場を心からお待ちしています。入場は無料です。
❖日　時　　２月２２日（日）
❖開　演　　午後₂時（開場  午後₁時30分）
❖場　所　　東御市文化会館 サンテラスホール
❖プログラム　
　　　　　　「管と打楽器のためのセレブレーション」
　　　　　　「ジャパニーズ・グラフィティⅩⅧ　アニメヒーロー大集合」
　　　　　　「レット・イット・ゴー　〜ありのままで〜」
　　　　　　ラッパ隊オンステージ　ほか

ふれあい市長室 開催

平成26年度全国統一防火標語「もういいかい　火を消すまでは　まあだだよ」


