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② お知らせ版 №276（2016.₃.16）

●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

●申し込み・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

❖目　　的　　市民のスポーツ技術の向上及び健康増進を図るとともに各競技の底辺拡大を図る。
❖申込期間　　４月１日（金）〜４月１２日（火）  平日 午前９時～午後５時（土・日曜日を除く）
❖申込方法　　下記へ電話でお申し込みください。
❖申込項目　　教室名（次ページ参照）、区名、氏名、生年月日、年齢（学年）、性別、電話番号
❖参 加 料　　4月1日現在64歳以下4,350円（保険料1,850円）、65歳以上3,700円（保険料1,200円）、

中学生以下3,300円（保険料800円）
　　　　　　　※上記以外にも、各教室で必要な費用を集金する場合があります。

❖スポーツ教室開講式　
　・日時　４月１７日（日）午前９時
　・受付　午前８時20分から
　・場所　第一体育館
❖開講式　持ち物　・参加料・上履き（スリッパ等）・筆記用具・メモ用紙・保護者同意書（小学生のみ）

❖ゴルフ教室開講式
　・日時　４月１２日（火）午後₇時
　・受付　午後６時45分から
　・場所　 第一体育館（ミーティングルーム）

　子どもへの食育や料理を通したボランティア活動を行っている団体です。
▪活動内容　　学習会・視察研修・調理実習講師・調理実習補助・食育教室補助等（年 5 回）
▪年 会 費　　2,000 円
▪申込方法　　下記へ電話でお申し込みください。

・すべての団体において、男女の参加が可能です。
・お申し込みや登録料、参加料の負担などにつきましては、代表者の方へ連絡してください。

団体名及び種目 対象者 練習日時 練習場所 代表者及び連絡先
祢津スポーツ少年団
　種目：軟式野球 小学1年〜6年 毎週日曜日

午前9時〜正午
祢津小学校
グラウンド

篠原　博文
　  ☎62－0956

田中スポーツ少年団
　種目：軟式野球 小学1年〜6年 毎週土・日曜日

午前8時〜正午
田中小学校
グラウンド

関　　守行
　  ☎63－3600

和スポーツ少年団
　種目：軟式野球 小学1年〜6年 毎週日曜日

午前8時〜正午
和小学校

グラウンド
依田　純也

090－2731－1661
滋野スポーツ少年団
　種目：軟式野球 小学1年〜6年 毎週日曜日

午前8時〜正午
滋野小学校
グラウンド

平林　政徳
 090－8943－3591

和剣道スポーツ少年団 小学1年〜中学生 毎週土曜日
午後6時〜午後8時

和小学校
体 育 館

西原　日文
　  ☎62－2268

尚武館剣道　　　　　
　　　スポーツ少年団 幼年〜中学生 毎週木曜日

午後7時〜午後9時 尚武館道場 北沢　由紀男
　  ☎63－6273

東御ドッジボール　　
　　　スポーツ少年団 小学1年〜6年 毎週土曜日

午前9時〜午前11時
北御牧小学校

体 育 館
村山　弘子

080－3252－8571
北御牧少年野球　　　
　　　スポーツ少年団
　種目：軟式野球

小学1年〜6年 毎週日曜日
午前8時〜午後1時

北 御 牧
グラウンド

武井　良一
090－8509－2092

北御牧少年剣道　　　
　　　スポーツ少年団 小学1年〜中学生 毎週金曜日

午後7時〜午後9時00分 北御牧体育館 木次　清美
　  ☎63－7382

北御牧ミニバスケット
ボールスポーツ少年団 小学1年〜6年 毎週土曜日

午後5時〜午後8時
北御牧中学校

体 育 館
大塚　光博

090－4159－4550

平成28年度スポーツ少年団団員・指導者募集

平成28年度スポーツ教室

東御市食生活改善推進協議会・会員募集
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※一部を除き各教室男女の参加が可能です。【実施教室・期間等】
№ 教室名 対象者 期間・曜日・時間 回数 場　所 定員 内　容

1
陸　上
（競技全般）

小学1年～
一般

4月20日〜10月12日　毎週水曜日
午後6時30分〜午後８時

25
東御中央公園

芝生広場　
50

陸上競技
種目全般

2
ソフトテニス
（一般・中学）

中学生～
一般

4月23日〜10月8日　毎週土曜日
午前６時〜午前８時

25
東御中央公園
テニスコート

無制限
基礎から
ゲーム　

3
ソフトテニス
（小学生）

小学3年～
小学6年

4月23日〜10月8日　毎週土曜日
午前６時〜午前８時

25
東御中央公園
テニスコート

無制限
基礎から
ゲーム　

4
テニス
（初・中級者）

一般
5月10日〜7月12日　毎週火曜日

午後７時〜午後９時
10

東御中央公園
テニスコート

20
基礎から
ゲーム　

5
テニス
（上級者）

一般
5月10日〜7月12日　毎週火曜日

午後７時〜午後９時
10

東御中央公園
テニスコート

20
基礎から
ゲーム　

6 バドミントン
中学生、
一般

4月20日〜10月5日　毎週水曜日
午後7時30分〜午後9時30分

25
東御中央公園

第二体育館
中学生10 基礎から

ゲーム　一般30

7 柔　道
幼児（年中）
～一般

4月23日〜10月29日　毎週土曜日
午後７時〜午後９時

25
東御中央公園

武道館
50

基礎から
応用　　

8 剣　道
小学1年～
中学生

4月20日〜10月12日　毎週水曜日
午後７時〜午後９時

25
東御中央公園

武道館
30

基礎から
応用　　

9
空　手
（東部会場）

小学1年～
一般

4月18日〜10月3日　毎週月曜日
午後7時30分〜午後8時30分

25
東御中央公園

武道館
30

基礎から
応用　　

10
空　手
（北御牧会場）

幼児（年長）
～一般

4月23日〜10月15日　毎週土曜日
午後６時〜午後８時

25
ふれあい体育館

（研修室）
25

基礎から
応用　　

11 弓　道
中学生～
一般

５月７日〜10月29日　毎週土曜日
午後7時30分〜午後９時

23
東御中央公園

弓道場
30

基礎から
応用　　

12

ミニバスケット
ボール

小学生男女
1年～6年

4月21日〜10月6日　毎週木曜日
午後6時30分〜午後８時

25
東御中央公園

第二体育館
各40

基礎から
ゲーム　

バスケット
ボール

中学生～
一般

4月21日〜10月6日　毎週木曜日
午後８時〜午後9時30分

25
東御中央公園

第二体育館
30

基礎から
ゲーム　

13 サッカー
小学1年～
小学6年

4月22日〜10月7日　毎週金曜日
午後７時〜午後９時

25
東御中央公園

グラウンド
無制限

トレーニング
とゲーム

14
卓　球
（夜の部）

小学1年～
一般

4月23日〜11月12日　毎週土曜日
午後6時30分〜午後9時30分

25
東御中央公園

第二体育館
60

基礎から
ゲーム　

15
卓　球
（昼の部）

一般男女
4月20日〜10月12日　毎週水曜日

午後1時30分〜午後3時30分
25

東御中央公園
第一体育館

20
基礎から
ゲーム　

16
卓　球
（北御牧会場）

制限なし
4月22日〜10月14日　毎週金曜日

午後7時45分〜午後9時45分
25 ふれあい体育館 25

基礎から
ゲーム　

17 バレーボール
小学1年～
一般

4月23日〜10月29日　毎週土曜日
午後6時30分〜午後9時30分

25
東御中央公園

第一体育館
100

基礎から
ゲーム　

18
ミニビーチ
ボール

小学1年～
小学6年

4月19日〜10月18日　毎週火曜日
午後７時〜午後8時30分

25
東御中央公園

第二体育館
50

基礎から
ゲーム　

19 社交ダンス
中学生～
一般

4月21日〜10月13日　毎週木曜日
午後７時〜午後９時

25
東御中央公園

武道館
25

基礎から
ゲーム　

20
はつらつ
スポーツ

中学生～
一般

4月18日〜9月5日　毎週月曜日
午後7時30分〜午後9時30分

20
東御中央公園

第二体育館
30

ニュース
ポーツ他

21
ゴルフ
（ジュニア）

小学1年～
高校生

4月16日〜10月15日　毎週土曜日
午前６時〜午前7時30分

25
浅間高原

カントリークラブ
15

基礎から
ゲーム　

22
ゴルフ
（初心者）

一般
4月19日〜10月25日　毎週火曜日

午後７時〜午後8時30分
25

こもろゴルフ
スクエア

40
基礎から
ゲーム　

23 太極拳 一般
4月19日〜10月18日　毎週火曜日

午前9時30分〜午前11時
25

東御中央公園
武道館

20 入門から

24
スキー・
スノーボード

小学生～
一般

詳細については後日お知らせします 2
湯の丸高原

スキー場
70 初心者

から　10
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●申し込み・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

●問い合わせ先　農林課　耕地林務係（別館2階）☎64－5898

■応募方法
▪応募書類　　①東御市職員採用試験申込書（履歴書）　　②非常勤職員等登録申請書

③保育士登録証の写し
※①及び②の書類は、市ホームページからダウンロードいただくか、下記へご請求ください。

　　　　　　　応募書類は下記へ提出してください。（持参・郵送可）
▪応募期限　　３月２８日（月）必着
▪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。面接日等は、別途お知らせします。

▪日　　時　　4月１６日（土）　午前9時～午前10時30分
▪場　　所　　道の駅「雷電くるみの里」
▪内　　容　　オープニングセレモニー・花の種の贈呈式（午前9時から）
　　　　　　　　　道の駅「雷電くるみの里」から市内小中学校へ花の種が贈られます。
　　　　　　　緑化苗木の無償頒布（式典終了後）　引換券配布（午前8時45分から）
　　　　　　　　　樹　種　ブルーベリー200本程度
　　　　　　　　　　　　　サザンカ1０0本程度
　　　　　　　　　当日「緑の募金」を行いますのでご協力をお願いします。
　　　　　　　＊苗木は、お一人様1本です。樹種変更の場合はご了承ください。

　春先は、特に空気が乾燥し、山火事が起こりやすくなっています。
　山菜採りやハイキング等で、野山へ出かけるこの時季は、焚き火やタバコの
吸い殻などの、取り扱いに十分注意し、完全に消火したことを確認しましょう。
　特に、周辺に燃えやすいものがある場合や、風の強い日には、火を使わない
ようにしましょう。どんなに小さな火でも、いったん燃え上がれば大きな被害
をもたらします。かけがえのない、地域の森林を皆さんの手で守りましょう。
　また、田畑の土手焼き等行う場合は事前に消防署へ必ず連絡をし、火事にならないよう特に注意してください。
毎年土手焼きが風にあおられ拡大し、火事につながる事案が多くなっています。消火用の水を十分に確保し、強
風時は絶対に行わないでください。

「誓います　森の安全　火の始末」

■募集内容
職 種 保　育　士 長時間保育士 土曜・休日保育士
勤 務 場 所 市内保育園
募 集 人 数 若干名
勤 務 日 常勤（勤務先の休業時は原則勤務を要さない） 土曜日・休日

勤 務 時 間 午前8時30分〜午後5時15分
①午前7時30分〜8時30分及
び午後4時〜午後7時
②午後4時〜午後7時

①午前7時30分〜午後2時
②午後2時〜午後7時
※勤務日・勤務時間の詳細
はご相談ください。

賃 金 日給8,700円 時給1,655円 時給1,088円
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

任 用 期 間 ６か月以内（必要に応じ、市の任用基準により再度の任用あり）
※詳細な条件等は、職種等により異なりますのでお問い合わせください。

勤務開始日 採用試験の月、またはその翌月から

市の臨時・非常勤職員を募集します

緑のまつり

山火事にご注意�　春の山火事予防運動  3月1日～5月31日
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●問い合わせ先　〒389-0592（住所記載不要）企画財政課　企画政策係（本館2階）
　　　　　　　　☎64－5893　FAX63－5431　Ｅメール：kikaku@city.tomi.nagano.jp

●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

　総合計画は、「市民と共有し、ともに歩みを進める計画」を大きなテーマとし、市民と行政の信頼と協働によ
り、将来都市像「人と自然が織りなす　しあわせ交流都市　とうみ」の実現を図るための市の最上位計画です。
　推進市民会議は、総合計画の施策進捗の評価や事業提案を行うことを目的としています。

　肺炎球菌による肺炎は、成人肺炎の25～40%を占めており、特に高齢者の重篤化が問題になっています。市
では予防接種費用の一部負担を行い、対象者に予防接種を実施します。
◉平成28年度の対象者　　市民で次の①または②に該当する方
　①次の表に該当し、予防接種を希望する意思表示のできる方

②60歳以上64歳未満の市民の方で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能障害、またはヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫機能障害を有する方（身体障害者手帳1級程度の障害を有する方）

※ただし、①、②のいずれの場合も既に肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことのある方は対象外です。
▪接種期間　　平成28年4月1日〜平成29年3月31日
▪接種回数　　接種期間内に1回のみ
▪接種費用　　自己負担額2,000円（残りは市で負担します）
　　　　　　　※ただし、生活保護受給者及び中国在留邦人の方は助成あり
▪注意事項

・過去に高齢者用肺炎球菌ワクチンの接種を受けて、アナフィラキシー（じんましん、呼吸困難等）をおこし
たことのある方は、予防接種を受けることができません。

・5年以内に再接種すると副反応が強く発現する場合がありますので、ご注意ください。
▪そ の 他

・対象者には市から通知及び予診票を送付しますので、予防接種を受ける際は必ず予診票を持参してください。
・市内の実施医療機関は11ページの保健案内をご覧ください。

職 務 内 容
総合計画の進捗状況を市民目線から点検するとともに、行政だけでは困難な取り組みやまちづ
くりの課題の改善に向けた提案や企画、さらには市民協働の実践へとつなげていく活動を行い
ます。委員会は３分野に分かれており、関心のある分野を希望できます。

任 　 期 委嘱の日から２年間（再任を妨げない）。※会議は、年４回程度を予定

募 集 人 員 若干名

応 募 資 格
平成28年4月1日現在、市内在住、在勤、在学の18歳以上の方。まちづくりに興味や関心があり、
平日の日中か夜間の２時間程度の会議に出席できる方。ただし、東御市の職員、議会議員は除く。

応 募 方 法
応募用紙に「応募の動機」等の必要事項を記入して、下記へ持参、郵送、ＦＡＸまたはメール
でご提出ください。用紙は、下記へご請求いただくか市ホームページからも入手できます。

応 募 期 限 ４月１５日（金）必着

選 考 方 法 書類選考し、結果は本人にお知らせします。

年齢 対象者の生年月日
65歳 昭和26年4月2日生～昭和27年4月1日生
70歳 昭和21年4月2日生～昭和22年4月1日生
75歳 昭和16年4月2日生～昭和17年4月1日生
80歳 昭和11年4月2日生～昭和12年4月1日生

年齢 対象者の生年月日
85歳 昭和6年4月2日生～昭和7年4月1日生
90歳 大正15年4月2日生～昭和2年4月1日生
95歳 大正10年4月2日生～大正11年4月1日生
100歳 大正5年4月2日生～大正6年4月1日生

総合計画推進市民会議の第２期市民委員募集

平成28年度　高齢者用肺炎球菌予防接種
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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　人権同和政策課　人権同和政策係　☎64－5902

●問い合わせ先　東御市選挙管理委員会（総務課総務係内） ☎64－5809

「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

みんなで踊ろう　チャレンジとうみ！15分間体操　【放送時間　6：30～　12：30～　18：30～】

　上田人権擁護委員協議会東御市支会の人権擁護委員による相談会です。
▪日　　時　　４月１日（金）午前9時～正午（受付は午前11時30分まで）
▪場　　所　　東部人権啓発センター（中央公民館南側）
▪相談内容　　結婚・離婚、隣人・親子・兄弟・夫婦の関係や差別など人権に関すること。　　　
▪そ の 他　　相談無料。秘密厳守。予約不要。直接会場へお越しください。

　任期満了に伴う所沢川水系土地改良区総代選挙が次の日程で行われます。

▪告示日　３月２２日（火）　
▪投票日　３月２９日（火）　　投票所　勤労者会館２階　大会議室
※立候補者が選挙すべき総代数を超えない場合は、無投票となります。

【放送時間　9：00〜　15：00〜　21：00〜】
≪番組案内≫3月16日（水）〜4月3日（日）

16日 （水）
みんな元気に！もうすぐ1年生
～田中保育園～（9時、15時、21時）
～滋野保育園～（10時、16時、22時）

17日 （木）
みんな元気に！もうすぐ1年生
～祢津保育園～（9時、15時、21時）
～和保育園～（10時、16時、22時）

18日 （金）
みんな元気に！もうすぐ1年生
～北御牧保育園～（9時、15時、21時）
～海野保育園～（10時、16時、22時）

19日 （土）

みんな元気に！もうすぐ1年生
　～くるみ幼稚園～
ワインが息づくまち～脚光をあびる東御
市ワイン～（10時、16時、22時）

20日 （日） 東御市消防団音楽隊第10回定期演奏会
　（2月21日）

21日 （月）

講演会「過去・現在・未来につなぐ住
民の知的資源である公文書・古文書の
保存・活用について」講師：瀬畑 源 氏
（長野県立短期大学助教）

22日 （火） アゲボノゾウの会第6回講演会
「足跡化石」について　講師：杉田正男 氏

23日 （水） くるみ幼稚園　春のくるみ会（2月28日）

24日 （木） 平成27年度卒業式　～東御清翔高校～

25日 （金） 平成27年度卒業式　～東部中学校～

26日 （土） 平成27年度卒業式　～北御牧中学校～

27日 （日） 平成27年度卒業式　～田中小学校～

28日 （月） 平成27年度卒業式　～和小学校～

29日 （火） 平成27年度卒業式　～滋野学校～

30日 （水） 平成27年度卒業式　～祢津小学校～　

31日 （木） 平成27年度卒業式　～北御牧小学校～

4月
１日 （金）

東御市ネットリテラシー教育講演会
「ネットここが心配」
　講師：南澤信之 氏

２日 （土） 東御市消防団音楽隊第10回定期演奏会

３日 （日） くるみ幼稚園　春のくるみ会

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

スマートフォンからウィ
ークリーとうみが視聴で
きるようになりました。とうみチャンネル

心配ごと相談会

所沢川水系土地改良区総代選挙
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●問い合わせ先　東御市立図書館　☎64－5886

●問い合わせ先　建設課　管理係（別館3階）☎64－5892

・目の不自由な方にも読みやすい大きな活字の本や、絵本、紙芝居、小説、図鑑、
　料理、健康に役立つ本など約4000冊を搭載しています。
・1人10冊、貸出期間は3週間です。
・搭載していない本はご予約いただけます。
・新規カードの登録可能です。（お渡しは次回の巡回時となります。）
・エコール館内の本の貸出や返却が可能です。

▪対 象 者　　
・申請日において東御市民である方（法人は対象外）
・日常的に通勤・通学・通院などで有料道路を利用する方
▪利用時間　　午前６時〜午前10時
　　　　　　　午後４時〜午後９時
　　　　　　　対象時間以外は利用できません。
▪販売窓口　　生活環境課　生活安全係（本館1階）
▪購入方法　　販売窓口にて購入申込書に必要事項をご記
　　　　　　　入の上、お申し込みください。
▪持 ち 物　　運転免許証、健康保険証など
▪販売時間　　開庁時間（午前8時30分～午後5時15分）

　有料道路の朝・夕の通勤時間帯に使用できる、通常料金の５割引回数券を販売しています。

▪注意事項　　払い戻しは不可。使用期限はありません。詳細は、市ホームページ（QRコード）をご覧ください。

午
前

東深井公民館 田沢公民館 こころ 東町公民館

9:40～９:50 10:00～10:15 10:25～11:05 11:15～11:30

午
後

ナナーラ ハーモニック東部 西宮公民館 和コミュニティーセンター 睦集会場

1:30～1:50 2:00～2:45 2:55～3:10 3:20～3:35 3:45～4:00

4/6 （水）
4/27（水） 5/18（水） 6/8 （水）

6/29（水） 7/20（水） 8/10（水）
8/31（水） 9/21（水）１コース

午
前

別府安楽屋 原口公民館 赤岩新田 赤岩公民館 滋野コミュニティーセンター 滋野駅前

9:30～9:45 9:55～10:05 10:15～10:25 10:35～10:45 10:55～11:10 11:20～11:30

午
後

信濃病院 金井公民館 王子平公民館 ケアポートみまき 北御牧庁舎 北御牧保育園

1:30～2:15 2:25～2:35 2:45～2:55 3:05～3:15 3:25～3:35 3:45～4:10

4/13（水） 5/6 （金）
5/25（水） 6/15（水） 7/6 （水）

7/27（水） 8/17（水） 9/7 （水）
9/28（水）２コース

午
前

下八重原公民館 白樺公民館 芸術むら憩いの家 中八重原公民館 上八重原公民館

9:45 ～ 9:55 10:05 ～ 10:15 10:25 ～ 10:45 10:55 ～ 11:05 11:10 ～ 11:20

午
後

フォーレスト 切久保集落センター デイサービスセンターあぜだ 御牧原南部公民館 共同住居ふるさと 御牧原北部公民館

1:30 ～ 2:00 ２:20 ～ 2:30 2:40 ～ 2:55 3:05 ～ 3:15 3:25 ～ 3:40 3:50 ～ 4:00

4/20（水） 5/11（水） 6/1 （水）
6/22（水） 7/13（水） 8/3 （水）

8/24（水） 9/14（水）３コース

▪時間帯割引回数券の販売金額
（通常の5割引 10枚ずつの販売で、最高100枚まで）

有料道路名 普通車 軽自動車

三才山トンネル 2,550 円 2,050 円

新和田トンネル 3,100 円 2,550 円

平井寺トンネル 1,050 円 1,050 円

白馬長野 1,050 円 750 円

『しらかば号』（移動図書館車）【巡回表】4月～9月

4月から有料道路「時間帯割引回数通行券」の利用時間延長



田 中 の び の び っこ ひ ろ ば
４月７日（木） ぽけっとひろばに参加しよう
　　　場　所 東部子育て支援センター２F　多目的室

４月11日（月） ぽけっとひろばに参加しよう
　　　場　所 滋野コミュニティーセンター

４月19日（火） ぽけっとひろばに参加しよう
　　　場　所 祢津公民館

４月21日（木） ぽけっとひろばに参加しよう
　　　場　所 和コミュニティーセンター

滋 野 の び の び っこ ひ ろ ば

祢 津 の び の び っこ ひ ろ ば

和 の び の び っ こ ひ ろ ば

時　間：午前１０時～午前11時30分
「発足式」＆「ぽけっとひろば」に参加しよう

「ぽけっとひろば」のご案内

「子育て家庭優待パスポート」について

　子育て支援センターの職員が地区別に公民館等で
「あそびのひろば」を行います。月別に内容を変えて、
音楽・製作・ふれあいあそびなどをしながら、お母さ
ん・子ども同士が交流できるひろばです。どこの地区
に行っても構いません。

　平成28年4月1日より「子育て家庭優待パス
ポート」が全国41道府県で使用可能となります。
新パスポートは3月中に各世帯へ送付いたしま
す。ご活用ください。

田中・滋野・祢津・和『のびのびっこひろば』、
北御牧『外あそびの会』のご案内

　地区ごとに集まり、自由な活動をする子育ての仲
間の場です。
　地区ごとに名前は決まっていますが、お友達と自
由にどの地区でも入れます。
　一人入っても、子ども同士の遊びを通して、お母さ
ん同士もお話しできるようになっています。
　詳細は下記までお問い合わせください。

４月６日（水） 午前10時30分～11時30分
　ママ～ずのリズムあそび
４月12日（火） 午前10時30分～11時30分
　育児座談会（篠原君江助産師）
４月14日（木） 午前10時～11時
　おもちゃドクター
４月22日（金） 午前10時～11時
　こうえんひろば
　（東御中央公園大型すべりだい前集合）

４月25日（月） 午前10時30分～11時30分
　ママ～ずのおはなし絵本
４月27日（水） 午前10時～11時30分
　すくすく相談（芹澤文子相談員）
　テーマ「甘えと甘やかしはどう違う？」
４月28日（木） 午前11時～11時30分　
　すくすくのおたんじょう会（4月生まれ）

４月７日（木） 東部子育て支援センター
４月11日（月） 滋野コミュニティーセンター
４月15日（金） みまき未来館
４月19日（火） 祢津公民館
４月21日（木） 和コミュニティセンター

時　間：午前10時～午前11時30分
４月６日（水） ふれあいひろば（戸谷美ち子先生）
４月８日（金） 0歳児のママひろば①
４月13日（水） わんぱくビクス（中村佐智子先生）
４月14日（木） 絵を見る会（深町修司先生）
４月20日（水） 0歳児のママひろば②
４月28日（木） おもちゃドクター

内　容　はじめましての会
時　間　午前10時～午前11時30分
持ち物　水筒、おやつ（おにぎり可）など

4月の園開放4月の園開放4月の園開放
市立保育園 4月の園開放はありません。

4月14日（木） 午前９時３０分～午前１１時
海野保育園　☎６２－２８００

わらべうた　リズム遊びをしましょう

4月19日（火）　午前10時３０分～午前１１時30分
くるみ幼稚園　☎６２－０１６４

ヤマハリトルコンサート　楽しいコンサートを聴こう

⑧ お知らせ版 №276（2016.₃.16）

●問い合わせ先　東部子育て支援センター　☎64－5814
　　　　　　　　北御牧子育て支援センター（北御牧児童館内）☎67－3676



お知らせ版 №276（2016.₃.16）⑨

開館時間 火～金曜日：午前₉時～午後₆時30分  土・日曜日、祝日：午前₉時～午後₅時
休 館 日 月曜日（月曜日が祝日・休日の場合は開館し、翌平日が休館）

★「おはなしたまご」による★

日　時　４月１６日（土）午前10時30分から
対　象　未就学児～小学生
テーマ　『はる・春・ハル』
　エプロンシアター　「お花がわらった」
　　　　　　　絵本　「なんのいろ　はる」
　　ほか　絵本・手遊び

★図書館職員による★

日　時　４月８日（金）午前10時30分から
テーマ　『はじめまして』
対　象　未就園児とその保護者
内　容　パネルシアター・手遊び
　　　　絵本の読みなど

おはなし会

おはなし子ども会

会場は、くるみの部屋（絵本コーナー）です。

★休館のお知らせ★
月末図書整理日　３月25日（金）、4月28日（木）
※4月は最終木曜日を整理日休館とします。
　29日（金）は祝日開館をいたします。
年度末図書整理日　３月31日（木）

●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

○狙撃手のオリンピック　　　　　遠藤　武文：著
○老嬢物語　　　　　　　　　　　高楼　方子：著
○新選組と刀　　　　　　　　　　伊東　成郎：著
○デフレ最終戦争　　　　　　　　清水　功哉：著
○話しかけなくていい！会話術　　木村　隆志：著
○消

お な か

化管は泣いています　　　　　内藤　裕二：著
○スマホ老眼は治る！　　　　　　荒井　宏幸：著
○呼出秀男の相撲ばなし　　　　　山木　秀男：著
○戦国の陣形　　　　　　　　　　乃至　政彦：著
○１０年後破綻する人、幸福な人　荻原　博子：著
○美味しい櫻　　　　　　　　　　平出　眞：編著
○江戸浮世絵で楽しむ切り紙　　　　いろけん：著
○永遠の少年　　ジャッキー・チェン・朱　墨：著
○基礎からわかる！野菜の作型と品種生態 

山川　邦夫：著
○羊毛フェルトで作る絵本の主人公

須佐　沙知子：著

○歴史を味方にしよう　　　　　　童門　冬二：作
○キキに出会った人びと　　　　　角野　栄子：作
○しゅくだい大なわとび　　　　　福田　岩緒：作
○あくまのプリンセス　やまもと　しょうぞう：作
○魔法が消えていく・・・　サラ・プリニース：作
○シロクマ号となぞの鳥　上・下 

アーサー・ランサム：作
○アカンやん、ヤカンまん　　　村上　しいこ：作
○へそのかくれが　　　　　　かべや　ふよう：絵
○かいけつ！トイレざむらい　　村田　エミコ：絵
○爆弾のすきな将軍　　　　　　　   Ｅ.カルミ：絵
○モンゴルのゆうぼくみん       トゥルムンフ.Ｂ：絵
○うめじいのたんじょうび　かがくい　ひろし：作
○北をめざして　　　　パトリック・ベンソン：絵
○イモリくんヤモリくん　　　松岡　たつひで：作
○しあわせないぬになるには 

ジョー・ウィリアムソン：作

❖ 一 般 書 ❖ 児 童 書

▪日　時　３月２７日（日）午前９時～午後４時まで
▪場　所　中央公民会第４学習室
▪参加費　1,000 円（女性・高校生以下 500 円）※事前申込み不要　昼食有
▪連絡先　０９０－４１５８－２３５５（棋道部会　成澤）

東御市文化協会棋道部会　第４回「桜花杯」囲碁大会
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保 健 案 内

個別予防接種

乳幼児健康診査

予　　約：保護者（希望者）は医療機関に直接ご予約ください。
持 ち 物：母子手帳、予診票、体温計　　
料　　金：無　料　※対象期間以外の接種は全額自己負担となりますのでご注意ください。

実施期間：通　年

受付時間：午後1時〜午後1時15分（3歳児健診のみ受付午後0時45分〜午後1時15分）
と こ ろ：市保健センター（総合福祉センター 2階）　
持 ち 物：母子手帳、おたずね票、赤ちゃんすくすくブック　
　　　　　※1歳6か月児・2歳児歯科健診のときは歯ブラシ（本人用・仕上げ用）・コップをご持参ください。

期　日 内　　容 対　象　者

₄月19日（火） 3 歳 児 健 診 平成25年₂月生まれの方

20日（水） 1 0 か 月 児 健 診 平成27年₆月生まれの方

22日（金） 2 歳 児 歯 科 健 診 平成26年₂月生まれの方

26日（火） 1歳6か月児健診 平成26年10月生まれの方

27日（水） 4 か 月 児 健 診 平成27年12月生まれの方

期　日 内　　容 対　象　者

₃月15日（火） 3 歳 児 健 診 平成25年₁月生まれの方

17日（木） 1 0 か 月 児 健 診 平成27年₅月生まれの方

22日（火） 1歳6か月児健診 平成26年₉月生まれの方

23日（水） 4 か 月 児 健 診 平成27年11月生まれの方

24日（木） 2 歳 児 歯 科 健 診 平成26年₁月生まれの方

予防接種名 接種回数・間隔 対象者（※至るまで…誕生日の前日） 注　意　事　項

ヒ　ブ
・①～③のどれかで接種を受けましょう。
・接種後6日間は他の予防接種は受けられま

せん。

小児用
肺炎球菌

・①～④のどれかで接種を受けましょう。
・接種後6日間は他の予防接種は受けられま

せん。

四種混合
ジフテリア・百日せき
破傷風・ポリオ

三種混合/
単独不活化

ポリオ

初回
期間内に20日〜56日までの
間隔で3回接種

生後3カ月〜7歳半に
至るまで ・接種後6日間は他の予防接種は受けられま

せん。
・生後3カ月を過ぎたら早めに接種しましょう。追加

初回接種(3回目)から6カ月以
上の間隔をおいて1回接種

生後3カ月〜7歳半に
至るまで

ＢＣＧ
（結核） 期間内に1回接種

概ね生後3カ月〜1歳に
至るまで（標準接種期
間は5カ月〜8カ月）

・接種後27日間は他の予防接種は受けられま
せん。

水　痘

初回 期間内に1回接種 1歳〜3歳に至るまで ・接種後27日間は他の予防接種は受けられま
せん。

・既に水痘にかかったことのある方は対象外
です。追加

初回接種から3カ月以上の
間隔をおいて1回接種

1歳〜3歳に至るまで

麻しん風しん
混合ワクチン

第1期　期間内に1回接種 1歳〜2歳に至るまで ・接種後27日間は他の予防接種は受けられま
せん。

・第1期は1歳になったら早めに接種しましょう。
・2期の接種期間は平成29年3月31日までです

が、できるだけ早めの接種をお願いします。
第2期　期間内に1回接種

平成22年4月2日〜
平成23年4月1日生
（就学前の1年間）

日本脳炎

1

期

初
回

6日〜28日までの間隔で
2回接種

満3歳〜7歳半未満及び
平成7年4月2日生〜
平成19年4月1日生の
1期未終了者　　　

・接種後6日間は他の予防接種は受けられま
せん。

◎法の改正により、平成7年4月2日生～平成
19年4月1日生の方は、20歳に至るまでの期
間は定期接種の対象となります。

追
加

初回接種（2回目）から6カ月
以上の間隔をおいて1回接種

2期 （1期終了後）1回接種 9歳以上で1期終了者

子宮頸がん 期間内に3回接種
平成12年4月2日〜
平成17年4月1日生の女子
（小6〜高1年齢相当）

・接種後6日間は他の予防接種は受けられま
せん。

・ワクチンによって、接種間隔が変わります。

（ ）

接種開始月齢によって、回数が変わります。
①2 カ 月 〜 7 カ 月：初回3回、追加1回  計4回
②7カ月〜12カ月：初回2回、追加1回  計3回
③12 カ 月 以 上：1回
(初回：27日以上の間隔で接種､追加：概ね1年後)

生後2カ月
〜5歳に
至るまで

生後2カ月
〜5歳に
至るまで

接種開始月齢によって、回数が変わります。
①2 カ 月 〜 7 カ 月：初回3回、追加1回  計4回
②7カ月〜12カ月：初回2回、追加1回  計3回
③12カ月〜24カ月：60日以上の間隔で2回
④24 カ 月 以 上：1回
(初回：27日以上の間隔で接種､追加：概ね1年後)
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保 健 案 内

●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

休日･夜間当番医の電話案内　長野県救急医療情報センター　ナビダイヤル  ☎0570－088199

夜間の内科・小児科診療　上田市内科・小児科初期救急センター　午後8時～午後11時
小児科（15歳以下）☎21－2233　　内科　☎21－2280（電話で診療受付をしてください）

ごっくん離乳食教室

もぐもぐ離乳食教室

・と　　き　４月２２日（金）
・受付時間　午前９時15分〜午前９時30分
・と こ ろ　市保健センター
・対 象 児　平成27年11月生まれ
・持 ち 物　母子手帳
　　　　　　食事用エプロン
　　　　　　ごっくんおたずね票
　　　　　　赤ちゃんすくすくブック

・と　　き　４月１４日（木）
・受付時間　午前９時15分〜午前９時30分
・と こ ろ　市保健センター
・対 象 児　平成27年８月生まれ
・持 ち 物　母子手帳、食事用エプロン
　　　　　　離乳食のスプーン
　　　　　　８か月おたずね票
　　　　　　赤ちゃんすくすくブック
　＊参加できない方はおたずね票にご記入の上、

保健センターへ持参いただくか郵送してく
ださい。

母と子の健康相談

アルコール依存症に関する相談こころの相談

生活習慣病相談
・と　　き　毎週火曜日（祝日を除く）
・受付時間　午前９時〜午前11時
・と こ ろ　市保健センター
＊身体計測・育児・離乳食相談など

・と　　き　毎月第２・４月曜日（祝日を除く）
　　　　　　午前８時30分〜午後５時
・と こ ろ　総合福祉センター内　保健係

・と　　き　４月１４日（木）
・受付時間　午後２時〜午後４時
・と こ ろ　市保健センター　２名まで
・内　　容　精神科医による相談

・と　　き　月〜金曜日（祝日を除く）
・受付時間　午前９時〜午後５時
・と こ ろ　総合福祉センター内　健康増進係

予約制　☎64－8882

相談ダイヤル　☎64－8883

個別予防接種実施医療機関
医療機関名 電話番号 日曜当番日

祢津診療所（子宮頸がん以外実施） 62－0273 ４月17日

長谷川耳鼻咽喉科 62－2006

酒井医院 （三種混合以外実施） 64－3170 ３月20日

ささき医院（BCG 、日本脳炎、子宮頸がん以外実施） 64－3711 ４月10日

ほしやま内科 62－3115

春原整形外科クリニック（BCG以外実施） 64－6200 ４月24日

せき内科クリニック（BCG以外実施） 64－7171 ４月３日

中島医院（子宮頸がん以外実施） 67－2777

東御記念セントラルクリニック（子宮頸がん以外実施） 62－1231

東御市民病院 62－0050 ３月27日

東御市立みまき温泉診療所（BCG以外実施） 61－6002

●緊急の場合は主治医に連絡し、主治医不
在の場合は当番医にご連絡ください。

●当番時間は各医療機関にお問い合わせく
ださい。

●急きょ当番医が変わることがあります。
　休日・夜間当番医の電話案内等でご確認
ください。

 休日の歯科救急治療 
上田小県歯科医師会
「休日歯科救急センター」

住  所 上田市材木町1-3-6
カーナビ検索用電話 ☎0268－22－2160

診療時間 午前9時～午後3時
電話番号 24－8020

日曜当番医  

（BCG、三種混合、子宮頸がん
　高齢者用肺炎球菌以外実施）
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〈広告欄〉

●問い合わせ先　福祉課　地域包括支援係（総合福祉センター内）☎64－5000

●問い合わせ先　福祉課　福祉援護係（総合福祉センター内）  ☎64－8888

　　　　　　　　（各地区公民館　祝日を除いて開催）
　レクリエーション、ストレッチや筋力トレーニング、スクエアステップエクササイズ（ます目のあるマットを使った運動）
　＊中央公民館（1階学習室4）	 午前10時～午前11時	 毎週水曜日（4月6日・13日・20日・27日）
　＊滋野コミュニティーセンター（2階）	午前10時～午前11時	 毎週火曜日（4月5日・12日・19日・26日）
　＊祢津公民館（2階） 午後２時～午後３時	 毎週水曜日（4月6日・13日・20日・27日）
　＊和コミュニティーセンター（2階） 午前10時～午前11時	 毎週月曜日（4月4日・11日・18日・25日）
　＊北御牧公民館（2階） 午前10時～午前11時	 毎週金曜日（4月1日・8日・15日・22日・29日）

らくらく教室

　　　　　　　　　　　　　　　　（ゆぅふるtanaka）
　青竹や、スクエアステップエクササイズ（ます目のあるマットを使った運動）
　　　午後３時〜午後４時　　毎週月曜日（4月4日・11日・18日・25日）　入館料500円（入浴可）

東御はつらつ体操inゆぅふる

　　　　　　　（総合福祉センター	3階）スクワットや腹筋など本格的な筋力トレーニング	
　　　午後２時〜午後３時　　毎週火曜日（4月5日・12日・19日・26日）
筋トレ教室

　　　　　　　　（総合福祉センター		2階もしくは3階）ヨガの要素を取り入れた体操　	
　　　午後２時〜午後３時　　毎週木曜日（4月7日・14日・21日・28日）　
筋のばし教室

　　　　　　　　　（総合福祉センター）・脳いきいき度チェックと生活相談　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ご家族からの相談も受け付けます。　　　　　　　
　　　祝日を除く毎月第2・4水曜日（終日）予約制　4月13日・27日　電話でご予約ください。
　会場、講師の都合により変更になる場合があります。ご了承ください。　

脳いきいき相談

◦対象　障がいや、心に病を持った方など
◦日時　平日　午前10時〜午後3時
＊お好きな時間にお越しください。
◦場所　東御障がい者相談センター さくら2階
　　　　東御市常田899−1
◦内容　おしゃべりやゲーム、読書、調理、手芸、

スポーツなどの活動
＊見学、ご利用希望の方は下記へご連絡ください。

◦日時　４月１１日（月）
　　　　午後1時30分〜午後4時30分
◦場所　滋野コミュニティーセンター 和室
＊心に病を持った方やそのご家族が、のんびり

過ごせます。花みずき会（心のボランティア
会）が、お待ちしています。

◎はーと・ほっと・サロン ◎地域活動支援センター

◦日時　４月１３日（水）午後2時
◦場所　総合福祉センター1階 102研修室

◎陽だまりの会
（精神障がい者家族会）

＊平成28年度より日時、場所が変更となります。
　（隔月　第2水曜日　午後2時～）

＊会員募集中です。お茶を飲みながら、ゆっくり話
をしましょう。見学希望の方は、下記へご連絡く
ださい。

地域包括支援センターからのお誘い
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 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。ただし、
市の基準により掲載できない場合もあります。
●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

●問い合わせ先　祢津公民館　☎62－0251（火・木の午後を除く）

●　　・問／長野県動物愛護会上小支部
（上田保健福祉事務所内）☎25－7153

○応募資格／一般：1８歳以上3４歳未満
　　　　　　技能：1８歳以上で保有する技能に応じ53歳～55
　　　　　　　　　歳未満（技能の一例：看護師・システム
　　　　　　　　　アナリスト・₂級自動車整備士など）
○受付期間／₄月₈日まで
○試 験 日／₄月15日（金）～1９日（火）の間の₁日
※一般の社会人や学生といった自衛官未経験者を「予備自衛

官補」として公募採用し、教育訓練終了後、予備自衛官と
して任用します。

●問／自衛隊長野地方協力本部上田地域事務所　☎22－5267

○日　時
　第₁回　₅月₇日（土）午前₉時30分～午前11時30分
　第₂回　₆月₄日（土）午前₉時30分～午前11時30分
　第₃回　₇月₂日（土）午前₉時30分～午前11時30分
　第₄回　₈月₆日（土）午前₉時30分～午後₁時
　第₅回　₉月₃日（土）午前₉時30分～午前11時30分
　第₆回　10月₁日（土）午前₉時30分～午前11時30分
　第₇回　11月27日（日）午前₉時30分～午後₀時
　第₈回　₂月1９日（日）午前₉時30分～午後₀時
○内　容／野菜や草花の種まき、野菜の収穫・果実の摘果や

収穫・そば打ちなど
○定　員／県内在住の児童とその保護者で、₅回以上の申込

者概ね30名（先着順）
○場　所／長野県農業大学校研修部　
○その他／募集は₄月₄日（月）から行います。
　　　　　受講費用がかかる回もあります。
　詳細はホームページをご覧ください。
　http://www.pref.nagano.lg.jp/nogyodai/kenshyubu/index.html
●　　・問／農業大学校研修部　☎0267－22－021４

○内　容／ホームステイ・ボランティア・文化交流・学校体
験・英語研修・地域見学・野外活動など

○派遣先／イギリス・オーストラリア・カナダ・サイパン・
シンガポール・フィジー・フィリピン・モンゴル

○日　程／₇月22日（金）～₈月1４日（日）₈日間～1８日間
○対　象／小学₃年生～高校₃年生
○参加費／25～6９万円
○締　切／₅月26日（木）及び₆月₉日（木）
●　　・問／公益財団法人　国際青少年研修協会　

☎03－6４17－９721ＵＲＬ  http://www.kskk.or.jp

○学科講習／動物に関する法律、本能・習性・生理、正し　
い飼養管理、病気の知識と予防、しつけ方

　・日時／₄月16日（土）（受付 午後₁時から）
　・会場／上田合同庁舎南棟 ₂階会議室
　・講義／午後₁時30分～午後₃時30分
○実技講習／しつけ方（犬同伴）
　・日時／₄月23日・30日、₅月₇日・1４日・21日
　　　　　全₅回土曜日開催（受付 午後₁時から）
　・会場／上田合同庁舎駐車場
　・実技／午後₁時30分～午後₃時
○受 講 料／5,000円
○申込方法／₄月15日（金）までに、下記へ電話でお申し込
　　　　　　みください。

申込

申込

申込

▪日　時　４月４日（月）〜１０日（日）午前10時～午後5時（最終日は午後3時まで）
▪場　所　文化会館（サンテラスホール）展示室

小学生～高校生のための夏休み海外研修

平成28年度（前期）「犬のしつけ方教室」

予備自衛官補（一般・技能）募集

親子農業体験研修

祢津公民館生涯学習講座　第1６回　野蔓工芸展
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●問い合わせ先　税務課　資産税係（本館1階）☎64－5877

●問い合わせ先　北御牧公民館　☎67－3311

　固定資産課税台帳の閲覧とは、納税義務者が所有する固定資産や、借地・借家人等が関係
する固定資産について、固定資産課税台帳を閲覧できる制度です。
　土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧とは、納税者が自己の土地又は家屋の価格を市内の他の
土地や家屋の価格と比較し、価格が適正であるかどうか確認できる制度です。

▪施設概要　　研修室（床面120㎡、東面ガラス張り）、机8台、イス24脚
　　　　　　　男女別トイレ、給湯室
▪予約方法　　利用条件は公民館の学習室と同じです。
　　　　　　　4月1日から北御牧公民館で予約及び鍵の受け渡しをします。予約は1カ月前の月初めから可能です。
　　　　　　　（ただし、平成28年4月の予約は4月1日からです。）
　　　　　　　施設使用後は、利用時間内に鍵の返却をしてください。
　　　　　　　職員は常駐しませんので、使用後の清掃などマナーを守って使用してください。

固定資産課税台帳の閲覧 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

通　年
（土・日曜日、祝日は除く） 期 間 ₄月₁日（金）～₅月₂日（月）

（土・日曜日、祝日は除く）

午前₈時30分～午後₅時15分 時 間 午前₈時30分～午後₅時15分

税務課　資産税係 場 　 所 税務課　資産税係

固定資産課税台帳（土地・家屋・償却資産）

縦覧・閲覧
できる内容

○土地価格等縦覧帳簿
　所在・地番・地目・地積・価格等 
○家屋価格等縦覧帳簿
　所在・家屋番号・種類・構造・床面積・
　価格等

○固定資産の所有者（納税義務者）または所
有者と同居されている方 

○固定資産の共有者（連帯納税義務者）
○登記簿に記載されている方が死亡している

場合はその相続人 
○固定資産税に係る納税管理人 
○借地人・借家人 
○所有者から委任を受けている方

縦 覧・ 閲 覧
で き る 方

○土地価格等縦覧帳簿
　市内に所在する土地に対する固定資産税の

納税者 
○家屋価格等縦覧帳簿
　市内に所在する家屋に対する固定資産税の

納税者

○閲覧する方の印鑑 
○本人確認のできる書類（運転免許証・保険

証等）
※所有者と同居されている方や納税管理人の

場合…納税通知書や課税明細書
※相続人の場合…戸籍謄本など登記簿の所有

者と関係がわかるもの
※代理人の場合…委任状等
※借地人・借家人の場合…契約書等

持 ち 物

○縦覧する方の印鑑
○本人確認のできる書類（運転免許証・保険

証等）
※所有者が法人等の場合…委任状等

1通につき300円（土地・家屋価格等縦覧帳簿
の縦覧期間中は無料） 手 数 料 無　料

固定資産税の縦覧・閲覧期間のご案内

青年研修センター利用案内

土地又は家屋を所有していても、土地又
は家屋に対して固定資産税が課税されて
いない方は、それぞれの縦覧帳簿の縦覧
はできません。

借地人、借家人の方は、固定資産課税台
帳のうち、その対象資産について記載さ
れた部分のみの閲覧となります。
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●問い合わせ先　生活環境課　生活安全係（本館1階）☎64－5896

　「狂犬病予防法」により飼犬の登録（生涯１回）と毎年１回の狂犬病予防注射が義務づけられています。登録
済の場合は、送付したハガキ（狂犬病予防注射済票交付申請書）を忘れずに持参してください。
※登録や予防注射を行わないと、狂犬病予防法により20万円以下の罰金に処せられます。
▪料　　金　　登録済の犬（注射のみ）　3,500円　　新規登録の犬（登録料＋注射）　6,500円
　　　　　　　（手数料含む。つり銭のないようご用意ください。）
▪注射対象　　生後91日以上のすべての飼い犬（経過していない犬は、経過後接種してください。）
▪狂犬病予防注射、注射済票交付、新規登録ができる動物病院

▪動物病院で接種された場合は『狂犬病予防注射済票交付手続』が必要です。
　　対象病院以外で実施した場合は、獣医師の証明書を持参のうえ、下記で手続きをしてください。
　　病気等の理由で注射を受けられない場合は、獣医師が発行した『注射猶予証明書』を下記へご提出くださ

い。※提出しない場合は未注射扱いとなり、注射の督促状を発送します。
▪狂犬病予防注射実施日程表
飼い主へお願い　＊飼犬の用便を済ませておいてください。 
　　　　　　　　＊健康に異常等がある犬は、注射前に実施会場の獣医師にご相談ください。 
　　　　　　　　＊新しく犬を飼い始めた、または飼い犬が死亡した場合には下記へご連絡ください。 
　　　　　　　　＊リードをつけ事故が起きないように注意してください。

病　院　名 住　所 電話番号 病　院　名 住　所 電話番号
あらき動物病院 東御市海善寺432-7 63－5053 ロゴス動物病院 上田市神畑113-1 27―6236
あきやま動物病院 上田市上田1495-4 26－6610

リーフどうぶつ病院 上田市上田原795-7
クリーネ七曜館101号室 75－7830

上田犬猫病院 上田市常田2-31-11 22－1466
近藤動物病院 上田市下丸子320 41－1522 室賀ペットクリニック 上田市下室賀507-2 31－1515
はせがわ獣医科病院 上田市常田3-2-9 22－3360 さくら動物病院 小諸市乙518-22 0267－26－5600

実施日 会　場 時　間

４
月
5
日

(火)

白鳥台公園 9:00～ 9:15
海善寺公民館 9:25～ 9:40
和コミュニティーセンター 9:50～10:10
市役所庁舎前 10:25～10:40
中央公園武道館前 10:50～11:05

４
月
7
日

(木)

田沢公民館 9:00～ 9:15
曽根公民館 9:25～ 9:35
東深井公民館 9:45～ 9:55
西海野公民館 10:05～10:15
本海野白鳥神社 10:25～10:40
羽毛山コミュニティ－センター 10:50～11:00
加沢公民館 11:10～11:25

４
月
12
日

(火)

桜井公民館 9:00～ 9:15
滋野コミュニティーセンター 9:20～ 9:40
中屋敷公民館 9:45～10:00
原口公民館 10:05～10:25
聖公民館 10:30～10:45
大石公民館 10:55～11:05
乙女平公民館 11:10～11:20

４
月
14
日

(木)

東上田公民館 9:00～ 9:20
祢津公民館 9:30～ 9:50
出場公民館 10:00～10:10
新張公民館 10:15～10:30
横堰公民館 10:35～10:45
奈良原公民館 10:50～11:00

実施日 会　場 時　間

4
月
19
日

(火)

田楽平公民館 9:10～ 9:20
上八重原公民館 9:25～ 9:40
中八重原公民館 9:50～10:00
山崎公民館 10:10～10:20
北御牧郷土資料館 10:30～10:45
白樺公民館 10:50～11:00
下八重原公民館 11:10～11:30

４
月
21
日

(木)

南部公民館 9:10～ 9:30
婦人活動促進施設 9:35～ 9:45
島川原公民館 9:50～10:00
布下公民館 10:05～10:20
常満公民館 10:25～10:35
北御牧庁舎前 10:45～11:00

４
月
26
日

(火)

切久保公民館 9:10～ 9:20
八反田公民館 9:25～ 9:35
本下之城公民館 9:40～ 9:50
田之尻公民館 9:55～10:10
宮公民館 10:15～10:25
畔田公民館 10:30～10:40

4
月
30
日

(土)

北御牧郷土資料館 9:00～ 9:20
滋野コミュニティーセンター 9:40～10:00
祢津公民館 10:15～10:35
和コミュニティーセンター 10:45～11:05
市役所本館前 11:20～11:40

愛犬の登録と狂犬病予防注射
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●問い合わせ先　東御市選挙管理委員会（総務課総務係内） ☎64－5809

●問い合わせ先　生活環境課　生活安全係　 ☎64－5896

☆共済掛金（一人）４００円　中学生までは０円（公費（市負担）加入となります。）

☆見舞金最高１６０万円

　東御市長選挙が、４月10日（日）に行われます。地域の代表を選ぶ大切な選挙です。選挙公報などを通じて、
候補者をよく知り、よく考えて大切な一票を投票しましょう。
▪投票できる方
　　平成28年1月２日までに転入手続きをし、3か月以上引き続き東御市に住んでいる日本国民（選挙人名簿に

登録されている方）で、4月11日（月）までに満20歳以上となる方。
　※ただし、投票日までに市外へ転出した場合は、投票できません。
▪４月１０日に投票に行かれない方は期日前投票・不在者投票をしましょう
　　病院など施設に入院・入所されている方は、病院や施設で不在者投票ができる場合があります。病院・施設

等にご確認ください。
▪期日前投票所と期間及び時間

▪郵便などによる不在者投票について
　次の条件に該当する方は、自宅などで投票できる「郵便投票制度」が利用できます。
　事前に証明書の交付申請が必要ですので、早めに市選挙管理委員会へお問い合わせください。

　　「郵便投票制度」による投票用紙の請求期限は、４月６日（水）です。
▪郵便投票制度が利用できる方
　◦身体障害者手帳をお持ちで、次の障がいの程度のいずれかに該当する方
　　＜障がい名・障がいの程度＞
　　　両下肢、体幹、移動機能…１級または２級
　　　心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸…１級または３級
　　　免疫、肝臓…１～３級
　◦戦傷病者手帳をお持ちで、次の障がいの程度に該当する方
　　＜障がい名・障がいの程度＞
　　　両下肢・体幹…特別項症から第２項症まで
　　　心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓…特別項症から第３項症まで
　◦介護保険法上の要介護者で、要介護状態区分が「要介護５」の方

▪共済期間　　平成28年度（平成28年4月1日〜平成29年3月31日）　
　　　　　　　（4月1日以降に加入の場合は、掛金納入日の翌日～平成29年3月31日まで）
▪加入方法
　郵送した『加入申込書』（ハガキ）に必要事項を記入の上、直接、金融機関で掛金を納めてください。
※6月30日以降は加入期間により短期割引となるため、金融機関では掛金の納入ができません。下記のみでの
　受付となります。
※中学生（平成13年4月2日以降に生まれた方）は、公費(市負担)で自動加入ですので手続き不要です。
※自転車や高齢者用の電動カートの自損事故も支給対象となります。

期日前投票所 期間及び時間
東御市役所　本館２階　全員協議会室 ４月４日（月）〜４月９日（土）午前８時30分〜午後８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、北御牧庁舎

４月４日（月）〜４月９日（土）午前10時〜午後５時

東御市長選挙　平成28年４月10日（日）

東北信市町村交通災害共済の加入はお済みですか？
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●申し込み・問い合わせ先
　　　　　　〒389-0502　東御市鞍掛198番地　
　　　　　　東御市民病院　庶務係　☎62－1711

※投票時間は、午前７時から午後８時までです。ただし、「10　湯の丸・奈良原」「14　姫子沢・東上田（姫
子沢に限る）」「20　西入・東入」は午前７時から午後６時までです。

（注）一部投票所の変更がありますので、ご注意ください。

平成28年4月10日執行　東御市長選挙 投票所一覧表 東御市選挙管理委員会

■応募方法
▪応募書類　履歴書（市販のものか市民病院のホーム
　　　　　　ページからダウンロードしてください）
　　　　　　http://hospital.city.tomi.nagano.jp/simin/
　　　　　　応募種類は下記へ提出してください。
　　　　　　（持参・郵送可）
▪応募期限　４月８日（金）必着
▪採用試験　応募締め切り後、面接を行い、採用を決
　　　　　　定します。面接日は後日連絡します。
▪そ の 他　賃金等の諸条件については、下記へお問
　　　　　　い合わせください。

投票区 区（支区）名 投票所 所在地
1 加沢 加沢公民館 加沢1206－₁
2 常田・城ノ前・新屋・伊勢原 東部中学校 常田300－2
3 田中・県 田中公民館 田中98－2
4 本海野・白鳥台 海野宿ふれあいセンター 本海野1125－1
5 西海野 西海野公民館（海野宿囲炉裏の家） 本海野461－1
6 赤岩・片羽・中屋敷 滋野コミュニティーセンター 滋野乙2962
7 桜井・大石 滋野児童館 滋野乙507－7
8 原口・聖 原口公民館 滋野乙3967－5
9 乙女平・王子平・金井 金井研修センター（金井公民館） 鞍掛633

10 湯の丸・奈良原 奈良原公民館（投票は午後6時まで） 新張2544－2
11 新張（横堰に限る）、滝の沢 横堰公民館 新張690－1

12 別府・新張（横堰を除く）・鞍掛
自治区・リードリーくらかけ 新張公民館 新張1125

13 出場・東町・西宮・祢津南 祢津児童館 祢津917－4
14 姫子沢・東上田（姫子沢に限る） 姫子沢公民館（投票は午後6時まで） 祢津2938－7

15 東上田（原、長峰及び姫子沢を除
く）・寺坂 東上田公民館 和7563－1

16 東上田（原及び長峰に限る）・田沢
（タタラ堂に限る）・大川・栗林 和コミュニティーセンター 和2628

17 田沢（タタラ堂を除く） 田沢公民館 和5145
18 海善寺・日向が丘・海善寺北・睦 海善寺公民館 海善寺834－2
19 曽根・東深井・西深井 曽根集落農事集会所（曽根公民館） 和1846
20 西入・東入 西入公民館（投票は午後6時まで） 和6710－2
21 上八重原・田楽平・中八重原 上八重原公民館 八重原321－1
22 下八重原・芸術むら・白樺 下八重原公民館 八重原2914
23 切久保・八反田・大日向・光ケ丘 北御牧庁舎 大日向337
24 本下之城・田之尻・畔田・宮 生きがい交流センター 下之城45－6
25 御牧原南部・御牧原北部 北部区公民館 御牧原1404－1
26 布下・常満・島川原 ケアポートみまき 布下6－1
27 羽毛山・牧ヶ原 羽毛山コミュニティーセンター 羽毛山336－1

■募集内容
職 種 看護助手
勤 務 場 所 東御市民病院　看護部
募 集 人 数 若干名
勤 務 期 間 6か月ごとの契約更新

業 務 内 容
市民病院　病棟における看護助手業務
・療養生活上の世話（食事・入浴等）
・ベットメイキング及び看護用品等の整理

勤 務 時 間
ア　日勤　午前8時30分〜午後5時15分
イ　遅出　午後1時〜午後10時　
　　　　　週2〜3回位（月10回前後）

勤務開始日 5月1日予定
応 募 資 格 健康で遅出勤務が可能な方

市民病院の臨時職員を募集します
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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）東御市体育協会（第一体育館内）☎62－2200

●問い合わせ先　チャレンジデー東御市実行委員会事務局
　　　　　　　　生涯学習課　生涯学習・スポーツ係（中央公民館2階）☎64－5885

　毎年5月の最終水曜日の午前0時から午後9時までの間に15分間以上継続して運動やスポーツを行った住民の
参加率を競い合うスポーツイベントです。

『1市民1スポーツの実践』と『市民の健康寿命の向上』の実現のため、今年も「チャレンジデー2016」に
参加します。

昨年は奈良県広陵町と対戦し、みんなの力で勝利を収めました！(参加率53.9％)
今年も勝利に向けて、大勢のみなさまの参加をお願いします。
★誰でも参加OK
★15分の運動なら通勤・買い物でもOK
★ラジオ体操、ウォーキング、太極拳などスポーツのジャンルは問いません。
★東御市内であれば、自宅、学校、職場等どこでもOK

❖受付開始　　３月２２日（火）から
❖場　　所　　東御中央公園　第一体育館
❖時　　間　　平日　午前９時～午後５時
❖年 会 費　　10,000円
❖持 ち 物　　顔写真₁枚（縦3㎝×横2.5㎝）

海野マレットゴルフ場　４月１日（金）オープン

『チャレンジデー2016』5月25日（水）開催！
“大分県豊

ぶ ん ご お お の し

後大野市”が対戦相手です！

㉘ 海野マレットゴルフ場

入場料半額券
1枚につき1名さま限り

一般料金（高校生以上）500円の半額となります。
有効期限　平成28年度営業期間に限る。

ただし、天候・コースの状況・大会等により入場を制限
する場合もございますので、予めご了承ください。

㉘ 海野マレットゴルフ場

入場料半額券
1枚につき1名さま限り

一般料金（高校生以上）500円の半額となります。
有効期限　平成28年度営業期間に限る。

ただし、天候・コースの状況・大会等により入場を制限
する場合もございますので、予めご了承ください。

海野マレットゴルフ場年会員を募集します


