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11月1日㈪は、平成22年度市県民税第３期と国民健康保険税第4期の納期限です。お忘れなく。

次回申込期限　10月29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 ！

　ごみの減量・再資源化を一層進めるため、リサイクル可能なものの「資源
物の特別回収」を行います。詳しくは、お問い合せください。
★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 場　所 回収品目

「資源物日曜回収」
10月24日㈰

午前 10 時～
午後 1 時

マツヤ中野店
駐車場

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7日㈰ 午前 10 時～
午後 1 時

西条グラウンド
駐車場 庭木の剪定枝、陶磁器

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。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。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。
問　環境課衛生係（内線245）

資源物の特別回収を行います

第６回図書館まつり
期日　11月６日㈯、7日㈰
時間　午前９時～午後５時　
会場　市立図書館
内容　文化講演会、人形劇、点字体
験、読み聞かせ(６日)、紙しばい、パ
ネルシアター(7日)、古本市、閉架
書庫一般開放、朗読、花苗頒布　など
問　市立図書館　☎(26)５８４１

　㈶中野市産業公社では、そば・大豆のコンバイン収穫、
そばの乾燥・粗選別などの作業を請け負います。

【申込期限】10月19日㈫
問・申　㈶中野市産業公社　☎(22)2１１１(内線303)

そば・大豆を栽培する皆さんへ
　コンバイン収穫作業を請負います

コンバイン収穫 コンバイン運搬費 そばの乾燥
・粗選別

10,500円／10ａ(税込み)
※そば・大豆とも同額

1,050円／１カ所(税込み)
※自走できる場合は除く

4,200円 /10a
( 税込み )

－山田家資料館－地域史
講演会の開催
期日　10月23日㈯
時間　午後2時から
会場　山田家資料館（江部46-3）
講師　高

た か は し み の る

橋実先生（国文学研究資料
館・総合研究大学院大学教授）
演題　多彩な山田家資料の魅力を探
る：「目

め う ろ こ

鱗」の手紙に見る江戸訴訟の実態
定員　40人　　参加料　無料
問・申　生涯学習課文化財係
　　　☎(38)3１１2

信濃グランセローズ
ファン感謝デー 2010
期日　11月3日(水・祝)　
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にて
内容　ストラックアウト、キャッチボー
ル教室 ( グローブを持参してくださ
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　㈱長野県民球団
　　☎ 026(224)2036

多重債務相談窓口
　新規借入れが困難となった方また
は多額の借金返済に困っている方、
ご相談ください。
相談日　月曜日～金曜日(祝日除く)
時間　午前８時30分～正午
　　　午後１時～４時　
会場　長野県長野第2合同庁舎５階
　　　（長野市旭町1108）
※相談無料。秘密は厳守されます。
問　財務省関東財務局長野財務事務所
　　☎026(234)2970(直通)

障がい者就労支援セミナー
　精神に障がいのある方の地域生活、
社会参加、雇用就労などについての
理解を促進するため開催されます。
期日　10月29日㈮
時間　午前10時～午後3時
会場　中野勤労者福祉センター
問　北信地域障害福祉自立支援協議会
　　ほくしん圏域障害者就業・生活
　　支援センター　 ☎026９(62)1344

秋のプラネタリウム番組
　市立博物館プラネタリウムでは、
10月から新番組を投影します。
投影番組　「つみきのいえ」「ゴッホ
が描いた星空」
期間　平成23年3月27日㈰までの土
曜・日曜日、祝日
時間　午後１時、2時、3時(日曜日・
祝日は午前11時にも投影します)
問　市立博物館　☎(22)200５

中山晋平記念会講演会
　郷土の偉人である中山晋平先生に
ついて造詣を深めるため、中山晋平
記念会と共催で開催します。
期日　10月31日㈰　
時間　午後2時から
会場　中央公民館講堂
講師　和

わ だ

田登
のぼる

先生
演題　晋平、その歌と人生の真実
参加料　無料　
問　文化スポーツ振興課文化振興係
　　（内線 394） 2010 秋のバラまつり

　秋バラをお楽しみください。
期間　10月９日㈯～17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、苗木・農産物販売　など
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)

博物館講座参加者募集
　市立博物館では、今月も「学芸員
と学ぶコース」「みんなで研究コー
ス」の各講座を開催します。
　開催講座、日時については、直接
市立博物館へお問い合わせください。
問　市立博物館　☎(22)200５

平成 22 年度長野県信濃美術館移動展

　長野県信濃美術館では、収集してきたコレクションを
より多くの皆さんにご鑑賞いただくため、移動展を開催
しています。10月は一本木公園展示館が会場となり、対
話型の鑑賞ギャラリーツアーも行なわれる予定です。
期間　10月８日㈮～17日㈰　　時間　午前９時～午後５時
会場　一本木公園展示館展示室およびエントランス
展示内容　信濃美術館所蔵品47点
入館料　大人300円、大学生150円、高校生以下無料
問　文化スポーツ振興課文化振興係（内線394）

第６回中野市駅伝大会 ～オープン参加チーム募集～
期日　11月7日㈰（小雨決行）　　時間　開会式…午前８時30分から
集合場所　北信濃ふるさとの森文化公園第１駐車場
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名、選手８名、補欠3名以内
参加料　無料　　申込期限　10月22日㈮
その他　当日は中野市体育協会の各支部チームも参加します。
問 ・ 申　中野市体育協会事務局　☎(26) 3５72

学校給食センターへ
ジャガイモが提供されました
　高社中学校が取り組む事業の一環
として、特別支援学級に通う生徒達
が、ジャガイモの栽培・収穫を行い
ました。収穫したジャガイモ約60㎏
は、北部学校給食センターへ給食の
食材として提供されました。
問　北部学校給食センター
　　☎(23)33５６

平成 22 年度狩猟者登録
　本年度の猟期に県内で狩猟を行い
たいと考えている方は、狩猟者登録
が実施されますので登録申請をお願
いします。
期日　10月28日㈭
受付時間　午後１時30分～４時
会場　市民会館44号会議室
問　北信地方事務所林務課林務係
　　☎(23)02１５

中学生初心者弓道教室
参加者募集
　中野弓道会主催により、中学生初
心者を対象に開催します。
期日　10月15日～12月17日の毎週
金曜日（全10回）
時間　午後7時～９時
会場　中野市弓道場
定員　30人
参加料　2,000円（10回分）
問・申　中野市体育協会事務局
　　　☎(26)3５72

巡回行政相談所の開設
　10月18日㈪から24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
開設いたします。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】山
や ま だ た だ の ぶ

田忠延さん(柳沢)、 
小

お の

野すみ江
え

さん(栗和田)、【豊田地域】藤
ふ じ さ わ ま こ と

沢眞さん(穴田)
問　庶務課庶務文書係（内線 211）

10月22日㈮
午前９時～11時30分【永田窓口サービスステーション】
午後１時～４時　　【西部公民館】


