くらしの情報

11月30日㈫は、平成22年度国民健康保険税第５期の納期限です。お忘れなく。

中野市消防団音楽隊
第４回定期演奏会

読み聞かせ「ステップ
アップ」講座受講者募集

としょかんプチ☆キネマ

中野市消防団音楽隊は、音楽を通

して消防団の活性化と火災予防への
理解と協力を図るため、広報の一環
として定期演奏会を開催します。
期日 11月14日㈰

時間 午後１時30分～３時30分
会場 市民会館ホール

内容 音楽隊演奏会、ラッパ隊吹奏
入場料 無料

問 消防課消防係 ☎（22）３３８６

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。

市立図書館では、読み聞かせ活動

11月7日㈰

間

①期日 11月21日㈰

進めるための指導者養成および技術

に親しむ環境づくりを地域ぐるみで

入場料 無料

時間 午後２時から

②期日 12月1日㈬

時間 午後４時から

内容 ポパイの魔法のランプ

問 市立図書館 ☎（26）5841

ほ り う ち き ょ う こ

講師 堀内京子先生
定員 20人

場

所

問・ 申 市立図書館 ☎（26）5841

中野市消費生活講演会
高齢者などを狙った振り込め詐欺

や悪質な訪問販売などの消費者被害

回収品目

原信中野店
駐車場

に遭わないよう、最新の手口や実際

「広報なかの」
「市公式ホームページ」
広告募集中！

次回申込期限 11月30日㈫ 午後５時15分

広報なかの掲載号 平成２３年１月５日発行１月号から

市公式ホームページ掲載日 平成２３年１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 ～
平成22年11月号

の相談事例を聞いて、悪質商法への

対処法を身につけていただくため、

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

されます。

示を行います。

※※安全管理上、期限後および登山

消費生活講演会を開催します。
期日 １１月22日㈪

時間 午後１時３０分～３時３０分
会場 市民会館４１号会議室

テーマ 消費者被害を防ぐために

講師 長野県長野消費生活センター
き た む ら

北村きぬ子氏

観覧料 一般300円、高校生150円

・懐中電灯、副食品 など

・寒さに耐えられる服装

、中学生以下無料

日程・行程

12月４日㈯から10日㈮は「第62回

人権週間」です。当市でも「人権・悩
みごと相談所」が開設されます。

日々の暮らしの中でお困りのこと

や悩みごと(不当な差別・虐待・い
じめなどの人権問題、離婚・相続な

問 市民課生活交通安全係（内線238）

働く婦人の家
「利用者の会フェスティバル」開催
サークルの皆さんが制作したさまざまな作品の展示や

停止期間 11月18日㈭～25日㈭
問 税務課課税係（内線225）

当日の申し込みはできません。

会場 中山晋平記念館第２展示室

戦後強制抑留者の皆様へ
シベリア戦後強制抑留者に対する

特別給付金の請求受付が始まってい
ます。請求方法については、平和祈
念事業特別基金から請求書類が送付

【１２月３１日㈮】

されますので、まだ届いていない方

午後７時３０分…市民体育館(集合)

は、直接お問い合わせください。

午後９時…登山開始
《高社山山頂着》

対象者 戦後強制抑留者で平成22年

【平成２３年１月１日㈯】

6月16日に日本国籍を有するご存命の方

午前２時３０分…よませスキー場(解散)

問 独立行政法人平和祈念事業特別

午前０時３０分…下山開始

受付期間 平成24年3月31日㈯まで
基金事業部特別給付金担当

問 文化スポーツ振興課スポーツ振興係
（内線397）

☎ 0570（059）204

どの家庭問題)がありましたら、お

シルバー人材センター「シニア就業支援講座」

期日 12月８日㈬

ステージを豊かで健康に送るための一助となるよう講演会を開催します。

会場 中野市人権センター

会場 中野勤労者福祉センター

気軽にご相談ください。

㈳中野広域シルバー人材センターでは、５５歳以上の方を対象に人生の第２

時間 午前９時～午後３時

期日 11月30日㈫

相談員 人権擁護委員

内容 ①長野県はすごい！！【講師：中野市中央公民館長 丸山邦夫】

※※相談は無料で、秘密は厳守されます。

参加料 無料

申込期限 12月15日㈬ 午後５時

服装・持参品

「人権 ･ 悩みごと相談所」
の開設

関するすべてのサービスが一時停止

中学生以下800円

時間 午前９時～午後５時

問 中山晋平記念館 ☎（22）7050

受講料 無料

エルタックス（インターネットを利用

申込先 市民体育館 ☎（26）3572

期間 １１月30日㈫まで

会場 市立図書館2階ＡＶホール

期日 12月31日㈮～元旦

「第4回いけだまちてるてる坊主

地である北安曇郡池田町で行われた

期日 ①11月27日㈯、②12月18日㈯、
時間 午後1時30分～3時30分

エルタックスのサービス
一時停止について
した地方税の電子申告システム）に

アート展」の入選作品52点の出張展

③平成２３年1月23日㈰

第 55 回高社山越年登山
参加者募集
参加料 一般1,000円

向上を図るため、読み聞かせ「ス
テップアップ」講座を開催します。

内容 ドルフィンブルー

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。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、西条グラウンド
駐車場に積み置きます。無料ですので、ご自由にお持ちください。
問 環境課衛生係（内線245）
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あ さ は ら ろ く ろ う

た浅原鏡村(本名：浅原六郎)の出身

午前 10 時～
西条グラウンド
庭木の剪定枝、陶磁器
午後 1 時
駐車場

「資源物日曜回収」 午前 10 時～
11月28日㈰
午後 1 時

童謡「てるてる坊主」を作詞し

あさはらきょうそん

の輪を広げ、親子のふれあいと読書

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絶対におやめください。
★中野市以外からの持ち込みは固くお断りします。
時

「いけだまちてるてる坊主
アート展」出張展示

会場 市立図書館２階AVホール

資源物の特別回収を行います

回収日

市役所☎２２－2111 豊田支所☎38－3111

問 長野地方法務局飯山支局

☎０２６９（62）２３０２

時間 午後１時～３時20分
参加料 無料

ま る や ま く に お

き た ざ わ ゆ う こ

②公的年金制度等の要点【講師：社会保険労務士 北澤裕子先生】
③最近の雇用情勢【講師：ハローワーク飯山】

問 ㈳中野広域シルバー人材センター ☎（23）0468

Ｂ＆Ｇ「体験クルーズ」参加者募集
B&G（ブルーシー・アンド・グリーンランド）財団では、

グ、ホエールウォッチング、鳥島観察、小笠原諸島の自

子どもたちに「船」、「海」、「自然」への理解や興味を深めて

然に関する学習、船長講話、操舵室見学など

発表会、陶芸作品の販売を行います。

もらうとともに、共同生活を通して社会性を身につけて

対象者 小学４年生～中学３年生の男女

期日 11月13日㈯、14日㈰

もらうことを目的に「体験クルーズ」を開催します。

参加費 80,000円

時間 午前9時～午後5時（14日㈰は午後４時まで）
会場 働く婦人の家

こ と

全国から集まった仲間とさまざまな経験をしてみませ
んか？

発表会 １１ 月 14 日㈰ 午後1時～３時（箏、ハワイアン

実施期間 平成23年３月26日㈯～31日㈭（５泊６日）

フラ、太極拳、社交ダンス など）

寄港地 東京都小笠原村（父島）

問 働く婦人の家 ☎（22）2974

研修内容 カヌー、シュノーケリング、ライフセービン

（東京港晴海ふ頭集合解散の場合）
募集締切 平成２３年2月14日㈪
※先着順となります。
問 文化スポーツ振興課スポーツ
振興係（内線364）
平成22年11月号
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