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10月31日㈪は、平成23年度市県民税第３期、国民健康保険税第４期の納期限です。お忘れなく。

次回申込期限　10月31日㈪  午後５時15分
広報なかの掲載号　12月５日発行の12月号から
市公式ホームページ掲載日　12月１日から
※詳細は、庶務課秘書広報係（内線 212 または 400）へ。
市公式ホームページ
http://www.city.nakano.nagano.jp/kokoku/index.htm
にも掲載しておりますのでご覧ください。

～ 暮らしに役立つ広告を お待ちしています ～

「広報なかの」「市公式ホームページ」
広 告 募 集 中 ！

庭木の剪定枝･･･直径15ｃｍ以下のものに限ります。草・根・廃材・果樹剪定
枝は回収できません。（剪定枝のチップは、回収場所に積み置きます。無料
ですので、ご自由にお持ちください）　
陶磁器・・・食器類に限ります。汚れたもの、陶器・磁器以外の物などは回
収できません。　
食用油･･･家庭で使用した天ぷら油で、液体状のものに限ります。　
古着･古布･･･ナイロン製品・中綿入り製品・セーターなどは回収できません。
びん･ペットボトル･古紙･･･月１回の資源物収集の分別方法と同様です。
問　環境課衛生係（内線245）

資源物の特別回収を行います

　ごみの減量・再資源化を一層進めるため、「資源物の特別回収」を行います。
★回収場所で回収できないと判断されたものは、お持ち帰りください。
★前夜・早朝など指定時間以外の持ち込みは禁止です。
★中野市以外からの持ち込みは固くお断りします。

回収日 時　間 会　場 回収品目

「資源物の
日曜回収」
10月23日㈰

午前 10 時～
午後１時 マツヤ中野店

段ボール、新聞紙、
雑誌・雑がみ、びん、
ペットボトル、食用油、
古着・古布

11月６日㈰ 午前 10 時～
午後１時

浜津ケ池公園駐車場
（ 市民センター北側 ） 庭木の剪定枝、陶磁器

第７回図書館まつり
　第７回図書館まつりを開催します
ので、お気軽にお出掛けください。
期日　10月29日㈯、30日㈰
時間　午前９時～午後５時
会場　市立図書館
内容　古本市、閉架書庫一般開放、
読み聞かせ、人形劇、朗読会、花苗
頒布、文化講演会、紙芝居、点字体
験など
■文化講演会
期日　10月30日㈰
時間　午後２時～４時
会場　２階AVホール
講師　信州大学教育学部教授
　　　村

む ら ま つ

松　久
ひ さ か ず

和さん
内容　福島原発事故と放射線・放射
能－原発事故によるリスクの理解－
入場料　無料
問　市立図書館　☎（26）５８４１

補装具の巡回修理
　身体障害者手帳または戦傷病者手
帳をお持ちの方が使用している補装具
（ 肢体装具）の巡回修理を行います。
修理には事前に申し込みが必要です。
期日　11 月 16 日㈬
時間　午前 10 時～正午
会場　市民会館 45 号会議室
持ち物　補装具、印鑑、障害者手帳など
申し込み期限　10 月 28 日㈮
問　福祉課障害福祉係（内線 294）

巡回行政相談所の開設
　10月17日㈪から23日㈰は「秋の行政相談週間」です。
　市ではこの期間中、次の日程で「巡回行政相談所」を
開設します。相談は無料で秘密は固く守られますので、
この機会にお気軽にご相談ください。

行政相談委員　【中野地域】小
お の

野すみ江
え

さん（栗和田）、
町
ま ち だ

田榮
さ か え

さん（栗林）、【豊田地域】丸
ま る や ま

山正
ま さ み つ

光さん（豊津）
問　庶務課庶務文書係（内線 211）

「市営住宅」「若者住宅」
入居者募集
　現在の空き住宅および11月から平
成24年１月までに明け渡しがあった場
合に備え入居者を募集します。
募集期間　10月14日㈮まで
募集する住宅　東山、泉、長元坊、
小田中、城下の各市営住宅および若
者住宅
空きのある住宅　東山、長元坊の各
市営住宅および若者住宅
選考方法　公開抽選による
※入居資格や抽選日程など、詳しくは

お問い合わせください。
問　都市計画課建築住宅係（内線2７3）

としょかんプチ☆キネマ
　毎月第１水曜日と第３日曜日にビ
デオ上映会を開催しています。
①日時　10月16日㈰　午後２時から
　内容　首都激震
②日時　11月2日㈬　午後４時から
　内容　学校の怪談　恐怖の学校編
会場　市立図書館２階　AVホール
入場料　無料
問　市立図書館　☎（26）５８４１

午後１時～４時　　【北部公民館】

午前９時～11時30分【永田窓口サービスステーション】
10月18日㈫

博物館講演会
■絵解きの世界　－物語と絵画で伝

える善光寺縁起－
　期日　10月15日㈯
　時間　午後１時30分～３時
　講師　絵解き口演家
　　　　小

こ ば や し

林　玲
れ い こ

子さん
■重力レンズから見た宇宙
　期日　11月６日㈰
　時間　午後１時30分～３時
　講師　理学博士　大

お お に し

西　浩
こ う じ

次さん
会場　市立博物館休憩室
定員　各回とも50人
入場料　無料
※事前に予約が必要です。
問　市立博物館　☎（22）２00５

信州なかの観光ボランティア
部会員を募集しています
　市や商工会議所主催のイベントな
どでガイドボランティアを行う部会
員を募集しています。
募集人員　５人
応募期限　10月31日㈪
※申込者を対象に研修を行います。

受講料は無料です。
問　信州なかの観光協会　☎（23）2211

期日　11月６日㈰（小雨決行）　　
時間　開会式…午前８時30分から
コース　北信濃ふるさとの森文化公
園周辺（８区間：合計距離16.8㎞）
チーム編成　監督１人、選手８人、
補欠３人以内
参加料　無料
申し込み期限　10月21日㈮
問　中野市体育協会事務局
　　☎（26） ３５７２

第７回中野市駅伝大会 
オープン参加チーム募集

信濃グランセローズファン感謝デー
期日　11月６日㈰　　時間　午前10時～午後３時
会場　市営野球場（雨天時は隣接のコミュニ
ティスポーツセンター）
内容　現役選手と OB 選手による親善試合、
ストラックアウト、キャッチボール教室 ( グ
ローブをお持ちください )、ティーバッティ
ング教室－など　　入場料　無料
主催　信濃グランセローズ　　共催　中野市
問　株式会社長野県民球団　　☎0２６（224） ２0３６

2011 秋のバラまつり
　秋バラの美しさをお楽しみください。
期間　10月８日㈯～16日㈰
時間　午前９時～午後４時　　会場　一本木公園内
催し物　バラ栽培講習会、公園ガイド、音楽イベント、
苗木・農産物などの販売－など
開催協力金（駐車料）
普通車－500円/台　マイクロバス以上－1,000円/台
主催　一本木公園バラの会　☎（23）４７８0
問　都市計画課街路公園係（内線2７0）

　長野電鉄では、映画館チケットと
一日フリー乗車券がセットになった
「ながでんシネマキップ」や、７0歳以
上の方のお出かけに便利で全線乗り
降り自由な定期券「ながでんお達者
パス」などのお得なキップが発売され
ています。
　また、長野電鉄最後のオリジナル
車両「2000系D編成」の車内では、
来年３月まで沿線市町村のPRやイ
ベント情報を紹介しています。
※詳しくはホームページをご覧いた

だくか、お問い合わせください。
長野電鉄ホームページ　
http://www.nagaden-net.co.jp/
問　地域連携長野電鉄長野線沿線活

性化協議会事務局（市役所政策
情報課内・内線216）

長野電鉄のご利用を！

平成 23 年度狩猟者登録
　狩猟者登録が実施されますので、
本年度、県内で猟期に狩猟を行う方
は、登録申請をお願いします。
期日　10月25日㈫
受付時間　午後１時30分～４時
会場　市民会館43号会議室
※詳しくはお問い合わせください。
問　長野県北信地方事務所林務課
　　☎（23）0２１５

全国地域安全運動の実施
期間　10月11日㈫～20日㈭
スローガン
「みんなで　つくろう　安心の街」
運動重点
子どもと女性の犯罪被害防止＊＊
住宅を対象とした侵入犯罪防止＊＊
振り込め詐欺の被害防止＊＊
自動車の盗難・車上ねらいの防止＊＊
万引き、自転車盗の防止＊＊

問　市民課生活交通安全係（内線238）

受信環境クリーン月間
　10月は、テレビ・ラジオ放送の受
信障害の防止対策を推進する「受信
環境クリーン月間」です。
　テレビがきれいに映らない、ラジオ
に雑音が入るなど、電波に関する相談
は信越総合通信局へお寄せください。
問　総務省信越総合通信局受信障害
　　対策官　☎ 026（234）9991


