くらしの情報

平成２２年度国民健康保険税第８期、固定資産税・都市計画税第４期の納期限は平成２３年２月２８日㈪です。

市立博物館
「はやぶさ」講演会開催
昨年、惑星探査機「はやぶさ」が

小惑星イトカワへの旅路を終え７年
ぶりに地球へ帰還し、持ち帰った物
質サンプルが小惑星イトカワのもの
であることが確認されました。

この講演会では、「はやぶさ」

の大気
圏突入

第３日曜日にビデオ上映会を開催し
ていますので、お出かけください。
会場 市立図書館２階AVホール
入場料 無料

①期日 ２月20日㈰

時間 午後２時から

の分析のほか、イトカワまでの行程
や、イトカワを目指した理由などに
ついて解説していただきます。

また、平面版「HAYABUSA‐

BACK TO THE EARTH‐」の上
映も行う予定です。大勢の皆さんの
お越しをお待ちしています。

期日 ２月10日㈭

手伝っていただくお手伝いさんを紹

ご意見を伺います。

テーマ
『付加価値の高い農業の推進について』
申し込み 不要・どなたでも参加可
発言内容をスクリーンに投影する、

内容 スーパーマン１
※事前申し込みは不要ですが、座席
に限りがありますので、お早め
にご来館ください。

問 市立図書館 ☎（26）5841

なかの｢おすみちゃん｣販売

汚泥発酵肥料「未土利」販売

含まれている有機分は、土壌改良

「おすみちゃん」の姉妹品である

のほか融雪剤としても役立ちます。 「未土利」も、含まれる有機分が土

会場 市立博物館プラネタリウム

～３月の販売日をご案内します～

講師 長野工業高等専門学校
お お に し

こ う じ

大西 浩次 教授

演題 『
「はやぶさ」から宇宙へ』

ぜひ、ご利用ください。

２日㈬、９日㈬、20㈰、30日㈬

販売場所 中野浄化管理センター
販売時間 午前９時～１１時３０分

定員 １００人

販売価格（税込み）

申込方法 電話にて市立博物館まで

１，５００円、バラ（５００kg）２，５００円

問 市立博物館 ☎（22）2005

問 上下水道課下水道係(内線283)

参加料 無料

お申し込みください。

１袋（15kg）２００円、バラ（300kg）
※バラ売り(袋無)：要予約(10日前)

壌改良に役立ちます。粒状（ペレッ
ト状）で散布しやすく、効果が長続

きします。ぜひ、ご利用ください。

販売場所 平岡堆肥化施設
（笠原580）
販売時間 平日午前９時30分～午後

４時（祝日、８月１３日～１８日、１２月
２９日～１月３日は除く）
販売価格（税込み）
１袋（15kg）２００円

問 上下水道課下水道係(内線283)

長野電鉄・鉄道ダイヤが大幅に改正されます
長野電鉄㈱では２月13日㈰から、大幅なダイヤ改
正を行います。主な改正点は次のとおりです。
①ＪＲ新幹線・上り「あさま」始発（午前６時発）へ接続
…須坂発の始発列車を長野駅午前５時５０分着に変更
②ＪＲ新幹線「あさま」との乗継時間を改善

ぶどう部会の皆さんにはＪＡ各支所
で別途説明会を開催します。

●出生月

時間 １回目 午前10時から

２回目 午後１時30分から

上条駅間は通過。乗り換えが必要となります。
⑤新型車両
「２１００系スノーモンキー」
が２月２６日㈯から
運行開始…個室席を利用する際、乗車券と特急券の
ほかに、料金は１室１，０００円（４人まで利用可）。

１位 ゆい
２位 しおり、ゆづき
あかり、あみ、さな、さや、
４位
ひなの、みお、ももか、ゆめ

対象者 市内のブドウ農家

１位
２位
４位

男の子
９月
３・１１月
１０月

（２１人） １位
（１９人） ２位
（１８人） ３位

女の子
１月
７月
８月

（24人）
（19人）
（18人）

１位
２位
３位

男の子
西条
岩船
下小田中

（21人） １位
（12人） ２位
（11人） ３位

女の子
岩船
西条
東吉田

（18人）
（16人）
（14人）

●出生区（行政区）

☎（22）２１１１（内線３０３）

モラロジー生涯学習セミナー
「心がつくる人生」をテーマに、

住民基本台帳より調査(平成22年１月１日～12月31日出生、
平成23年1月1日現在)

心豊かな人生を送るために、“心づ
かい”について考えてみませんか？
期日 ２月27日㈰

帯の瀬ハイツをご利用ください

会場 中央公民館３階講堂

研修室、会議室、調理室のほか、東山クリーンセンター（ゴミ焼却施設）

時間 午前10時～午後３時３０分
講師 ㈶モラロジー研究所
く ら く か ず ゆ き

な か の よ し の り

久楽一之 先生、中野芳典 先生

参加費 1,500円（昼食代含む）
主催 ㈶モラロジー研究所

後援 市教育委員会、文部科学省他
問 中野モラロジー事務所・篠田
☎（22）２３３９

中野市農村環境改善センター「帯の瀬ハイツ」は、多目的ホール、生活

の余熱を利用した浴室などを備え、会議やくつろぎの場としてご利用いた
だけるコミュニティー研修施設です。また、農産物をジュースやジャムに
自家用加工する帯の瀬農産物加工施設もありますので、ご利用ください。
開館時間 午前９時～午後10時（農産物加工施設は午後５時まで）

休館日 毎週月曜日、年末年始（12月29日～１月３日）※夜間は要予約
問 中野市農村環境改善センター ☎（22）６２１０

㈳中野広域シルバー人材センター ☎（２３）０４６８

信州に泊まろう！キャンペーン
信州中野～湯田中間が直通となり、中野松川駅～

女の子

※前年（平成21年生）の１位：ゆうと（男の子）、みさき（女の子）

期日 ２月21日㈪

問 ㈶中野市産業公社

期日 ３月13日㈰

時間 午後１時30分～３時30分

会にご出席ください。なお、各ＪＡ

ていただくようお願いします。

問 長野県広報課 ☎０２６（２３５）７１１０

●名前（かな）
男の子
１位 かいと
２位 そうた、はる
たいが、たいせい、
４位
ゆうき、ゆうと

介します。ご希望の方は、下記説明

会場 中央公民館２階教室

問 政策情報課政策推進係
（内線216）

昨年、１年間の市内に誕生した赤ちゃんは362人（男183人、女179人）でした。
これからの中野市を担う、たくさんの赤ちゃんが誕生し、名前を授かりました。

ブドウの房切りや袋かけ作業などを

要約筆記があります。なお、お車で
お越しの際は、なるべく乗り合わせ

2010 命 名 ランキング

㈶中野市産業公社では、６月から

７月にかけて、市内のブドウ農家で

その他 会場では手話通訳のほか、

時間 午後４時から

ブドウ房切作業などの
お手伝いさんを紹介します

させるため、県知事が直接皆さんの

会場 中央公民館３階講堂

②期日 ３月２日㈬
⒞
「はやぶさ」大型映像制作委員会

県民の声を大切にし、県政に反映

時間 午後６時～８時

クス冬季世界大会・長野

や突入

光現象

市立図書館では毎月第１水曜日と

内容 2005年スペシャルオリンピッ

の様子
時の発

市立図書館「としょかん 『県政タウンミーティング』
プチ☆キネマ」の開催
２月10日㈭開催

市役所☎２２－2111 豊田支所☎38－3111

「労災職業病健康相談会」開催

キャンペーン期間中、県内の宿泊施設に宿泊した

アスベスト・じん肺・振動病・難聴などの労災職業

方の中から抽選で888人に無料宿泊券、長野県産品、

病に関する無料相談会を開催します。
「せきやたんが

「アルクマ」グッズなどが当たります。

続く」
「手がしびれたり、冷たい」
「耳鳴りがひどい」

また、「おもてなし企画」を提供する宿泊施設もあ

などでお悩みの方は、お気軽にお出かけください。

りますので、ぜひご利用ください。

期日 ２月26日㈯

…長野駅発着の特急列車全22本のうち、上り下り

※列車ダイヤなど詳しくは、長野電鉄㈱のホームページ

期間 ４月３０日㈯まで

時間 午前10時～午後４時

合わせて１６本が「あさま」と１０～２０分で接続。

（http://www.nagaden-net.co.jp/）をご覧ください。

長野県公式観光ウェブサイ
ト http://www.nagano-tabi.net/

会場 中野市人権センター第二学習室

問 長野電鉄㈱鉄道事業部運輸課

問 商工観光課観光係(内線259)

問全日本建設交運一般労働組合・長野労災職業病支部

③土・休日ダイヤをなくし、平日と同ダイヤへ統一
④特急停車駅の変更…Ｂ特急列車もＡ特急と同様、
23
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