くらしの情報

毎月第３日曜日は、家族がふれあう「家庭の日」です。～育てよう子どもたち！深めよう家族の絆！～

原爆死没者等の慰霊および
平和祈念の黙とう
広島、長崎への原爆の投下、そし

害鳥駆除・害獣巡回駆除
《８・９月の実施日程》

狩猟免許試験の開催

農作物の被害防止を図るため、市

て終戦から65年目を迎えます。

猟友会のご協力により害鳥獣駆除を

方々のめい福と、世界の恒久平和を

■害鳥駆除（カラス、ムクドリほか）

原爆や戦争によって亡くなられた

祈念するため、防災行政無線および
音声告知放送により、１分間の黙と
うを行います。

日時 ８月6日㈮ 午前８時15分
８月９日㈪ 午前１１時２分
８月１５日㈰ 正午

問 庶務課庶務文書係（内線211）

アロマセラピー講座
受講生募集
働く婦人の家では、「こころ」と

「からだ」を癒すアロマセラピー講
座を開催します。

実施します。

実施日および対象地区（農地周辺）
中野地域…8月７日㈯、２２日㈰、2８

時間 午後７時～９時

豊田地域…8月７日㈯、2８日㈯、9
月11日㈯、25日㈯

駆除時間 日の出より約２時間
実施日 ８月18日㈬、9月８日㈬

教材費 １，０００円

持ち物 筆記用具、ハンドタオル

問 働く婦人の家 ☎（22）2974

月３日㈮までの消印有効

訪問介護員2級の資格取得を目的

有害鳥獣駆除対策協議会事務局

対象者 ①57歳から68歳までの働く

（豊田支所地域振興課内・内線143）

期日 ８月15日㈰

接会（就職相談会）が開催されます。

時間 午後2時から

問 市立図書館 ☎ （26）5841

定員 一般男女20人
み や ざ き え い こ

講師 宮﨑栄子先生

ゆったりと全身を使った体操で、

気を養い、健康増進を図りましょう。

いずれの講座も受講料は無料です。お申し込みは電話で受け付けます。
なお、集合場所など詳しくは、お問い合わせください。
◆みんなで調べる中野の石ぼとけ(豊田地域編)
期日 9月4日㈯

時間 午前9時30分～11時30分

内容 上今井地区の石造文化財を調査します

◆植物観察会・文化公園の植物マップをつくろう!
期日 9月4日㈯

時間 午前9時30分～11時30分

内容 浜津ケ池を散歩し植物マップを作成します
期日 9月18日㈯

時間 午前9時30分～11時30分

内容 大空を旅する鳥を観察します

申込期限 9月16日㈭

期日 初回９月2日㈭（全10回）

問 市立博物館 ☎（22）2005

会場 コミュニティスポーツセンター

長野県下初投影 市立博物館プラネタリウム
『ＨＡＹＡＢＵＳＡ -BACK TO THE EARTH-』を投影します

時間 午後７時～９時
定員 一般男女30人
あ ぜ が み ゆ

り

こ

講師 畔上百合子先生

６月13日、日本初の小惑星探査機「はやぶさ」が大気圏に突入し、小惑

※※申し込みは電話で受け付けます。 星「イトカワ」のサンプル採取が期待されているカプセルが回収されまし

※※参加料は各講座2,000円です。

問 文化スポーツ振興課スポーツ振興係
（内線364）

に在住の方 ④運転免許証のある方
定員 24人

うため休館します。

講習期間 9月8日㈬から12月3

返すことや、ホームページの閲覧

問 ㈳中野広域シルバー人材センター

期間 ９月1日㈬～9日㈭

☎（23）0４68

博物館講座「みんなで研究コース」参加者募集

◆やさしい鳥の観察会・あなたも野鳥観察のスペシャリスト

◆気功教室

分館の全蔵書を一斉に照合・点検

能な方 ③中野市・山ノ内町・飯山市

日㈮までの間の２2日間

※※申し込みは不要です。

会場 コミュニティスポーツセンター

意欲がある方 ②全講座の受講が可

受講料 無料

入場料 無料

期日 初回９月1日㈬（全８回）

図書館の休館

募集期間 ８月１７日㈫～27日㈮

申込方法 ８月１９日㈭午後7時以降、 内容 トムとジェリー魔法の指輪
し込みください。

※※郵送による申し込みの場合は、９

とした講義・演習・実習および合同面

会場 市立図書館２階 AVホール

電話または直接来館いただき、お申

受付場所 北信地方事務所林務課

問 農作物害鳥獣駆除推進協議会事務局

としょかんプチ☆キネマ

定員 ３０人 ※定員になり次第締切

申請書配布場所 農政課および北信

※※駆除実施中は銃器を使用するため

対象者 市内に在住または在勤する
講師 飯田泰子先生

会場 長野県長野合同庁舎別館

シルバー人材センター
「介護講習」受講生募集

会場 働く婦人の家

い い だ や す こ

時間 午後７時～８時15分

問 農政課耕地林務係（内線251）

大変危険です。駆除時間は対象区

体が硬い方でも大丈夫です。スト

時間 午前８時30分～午後５時

期日 10月５日㈫

対象区域 栗和田から桜沢までの山際

駆除時間 午後１時30分から約２時間

◆ストレッチヨガ教室
レッチ感覚でやさしく伸ばします。

受付期間 ８月23日㈪～９月3日㈮

■害獣巡回駆除(ニホンザル、イノシシ)

スポーツ教室参加者募集

は、ぜひ受験してください。

費用 5,200円（受験手数料）

（市役所農政課内・内線２５１）

女性の方（学生は除く）

されます。新たに狩猟を始めたい方

地方事務所林務課

日㈯、9月11日㈯、19日㈰、25日㈯

域に近づかないようお願いします。

期日 ９月２日㈭、１６日㈭

狩猟免許試験が次のとおり実施

市役所☎２２－2111 豊田支所☎38－3111

市立図書館、北部・西部・豊田

し、所在不明図書の確認などを行
なお、借りている本をポストに

および蔵書検索は利用できます。
問 市立図書館 ☎(26)５８４１

た。もし、採取に成功していれば、月以外の石を初めて持ち帰ることとな
り、世界から注目されています。

市立博物館ではこれを記念して、小惑星探査機「はやぶさ」の7年間

の軌跡を描いた大迫力のプラネタリウム全天周映像作品『ＨＡＹＡＢＵＳＡ 
-BACK TO THE EARTH-』を期間限定で投影します。

さまざまな人たちの思いが込められた作品をぜひ、ご覧ください。

会場 市立博物館プラネタリウム

期間 ８月29日㈰まで（火曜日は休館日）

時間 月、水、木、土曜日…午後１時、２時、３時
金曜日…午後１時、２時、３時、７時

日曜日…午前11時、午後１時、２時、３時

料金 一般…400円、高校生…200円、

中学生以下・市内在住の70歳以上･･･無料

問 市立博物館 ☎（22）２００５

有料広告欄

「中野市共通使用封筒」へ掲載する広告を募集します
市では、新たな市の自主財源を確保し、市民サービスの向上を図るため、
「中野市共通使用封筒」の裏面に有料

広告を掲載しますので、広告を掲載していただける事業者などを募集します。
なお、掲載の可否は、市の審査委員会で審査をし、決定します。

【広告掲載封筒の規格等】

お店や会社の PR 等、
暮らしに役立つ広告を
お待ちしています。

封筒の規格

広告の規格

広告枠数

作成枚数

広告掲載料金

発送（使用）期間

角形 20 号市内専用封筒
（縦）32.4㎝×（横）22.9㎝

（縦）5.5㎝×（横）9.5㎝

4枠

10,000枚

15,750円
（１枠）

10月ごろから作成枚数
終了まで（約半年間）

【申込期限】所定の申込書により、８月27日㈮までにお申し込みください。
詳しくは、市公式ホームページをご覧いただくくか、財政課管財係（内線222）までお問い合わせください。
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