市役所 ☎ 0269（22）2111 ファクス 0269（26）0349

まきがま

女性のための魅
力アップ講座（心 ８月 ４ 日㈭、 午後７時～
のマナー講座） ８月 １８ 日㈭ 午後８時 ３０ 分
※市内在住または在勤の女性が対象で、お申し込み
は７月 １１ 日㈪午後１時から受け付けます。教材
費など、詳しくはお問い合わせください。

市立博物館 特別公開「青銅器埋納坑 修復完了」
㊡火曜日 常設展示「重要文化財柳沢遺跡展」
☎ 22-2005 西沢今朝夷水彩画展「ふるさとの記憶」
・中沢瑞枝「詩と人形と写真」展

中野陣屋・ ７月24日㈰まで
県庁記念館
・「郷土の画家が描く高社山」
㊡火曜日
☎ 23-2718 三沢忠・山田晃・土屋貢ほか８人の画家作品
７月２７日㈬から８月１５日㈪まで

６月２８日現在

譲ります 照明器具（洋室用）／洋服ダンス／ボス
トンバッグ／水槽／ワードローブ（引き戸タイプ）／陳列
棚／プラスチックペットキャリー／ペットサークルケージ
／プラスチックペットトイレトレー／アスパラ選別機
譲ってください 木くず／ミシン／車いす／ハウス
用鉄パイプ／旅行用スーツケース／着物／帯

７月２４日㈰ 午前10時～午後１時

市民課生活交通安全係
（内線238）

資源物の日曜回収

場所 カインズ中野店
回収品目 硬質プラスチック、
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

硬質プラスチック…ポリタンク、
植木鉢、
バケツなどのプラスチック
（ＰＰ、
ＰＥ）
素材だけのものに限る。
食用油…家庭用植物性天ぷら油で、
液体状のものに限る。
古着…洗濯済みの衣類、
靴
（両足そろったもの）
、
ネクタイ、
バッ
グなどで汚れや臭いのないものに限る。

場所 浜津ケ池公園駐車場
回収品目 庭木の剪定枝、
陶磁器

資源物の特別回収

庭木の剪定枝…直径15cm以下のもの。
※草・根・廃材・果樹剪定枝は回収できません。
陶磁器…汚れのない食器類に限ります。

★回収できないと判断されたものは、
お持ち帰りください。
★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。
問

申
問

市民の皆さんの不用品・必要品を掲載しています。
掲載期間は半年間で、
希望により再掲載も可能です。
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資源物 の 特別回収・日曜回収

８月１４日㈰ 午前９時～正午

リサイクルかわらばん

２4

応募締切 ７月 日㈮

▼展示

※参加者には、７月 日㈰に事前説

受付期間 ９月８日㈭まで
※受験手続きや入隊後の流れなど、詳しくはお問い合わせください。

明会があります。詳しくはお問い

男子：９月 １７ 日㈯～ ２５ 日㈰のい
ずれか１日
女子：９月 ２４ 日㈯

合わせください。

自衛官 ３カ月の所要の教 １８ 歳以上 ２７ 歳
育を経て任期制自
候補生 衛官に任官します 未満の方

長野地域事務所

１次：９月 １６ 日㈮、１７ 日㈯のい
ずれか１日、２次：１０ 月６日㈭～
１２ 日㈬のいずれか１日

☎０２６
（２３５）
６０２６

一般曹 陸・ 海・ 空 曹 自 １８ 歳以上 ２７ 歳
衛官を養成しま
未満の方
候補生 す

自衛官等採用試験
日程のお知らせ

試験日
１次： ９ 月 ２２ 日 ㈭、 ２ 次：１０ 月
１５ 日㈯～ ２０ 日㈭のいずれか１日、
３ 次：１１ 月 １２ 日 ㈯ ～ １２ 月 １５ 日
㈭のいずれか１日

問 申自衛隊長野地方協力本部

資格

海 上 自 衛 隊・ 航
高 校 卒 業 者（ 見
空自衛隊のパイ
航空学生 ロ ッ ト な ど を 養 込みを含む）で
２１ 歳未満の方
成します

働く婦人の家講座募集

８月 ３ 日㈬～
薪窯で焼く陶芸 ９月 １４ 日㈬の 午後７時～
講座
午後９時
水曜日全６回

問 申働く婦人の家

簡単おもてなし ７月 ２５ 日㈪、 午後７時～
料理講座
８月 ２２ 日㈪ 午後９時

☎２９７４
（午後１時から）

時間

働く婦人の家では女性のためのさ

期日

まざまな講座を開催しています。

☎２９２２

埼玉県坂戸市との交流会
参加小・中学生募集

問 申豊田公民館

信州中野ふるさと交流団主催によ

概要

る、埼玉県坂戸市の子どもたちとの

３１

交流会の参加者を募集しています。

期間 ７月 日㈰～８月１日㈪

項目

場所 豊田公民館ほか

人程度（先着順）

対象 小学４年生～中学３年生

※小学３年生は保護者同伴で参加可

定員

参加費 ４０００円

30

講座名

豊田支所 ☎ 0269（38）3111

環境課衛生係
（内線245）

ごみの減量とリサイクルで美しいふるさとを次世代へ

２０１６．７

広報 なかの
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暮らしの情報掲示板

戦没者遺児による慰霊友
好親善事業参加者募集
問 申 財団法人長野県遺族会事務局

☎０２６（２２８）０３３４
先の大戦で亡くなられた戦没者の
遺児を対象として、旧戦域を訪れ、
慰霊追悼を行うとともに、同地域の
住民と友好親善を深めることを目的
に、慰霊友好親善事業が行われま
す。次のとおり参加者を募集してい
ます。

パラオ諸島、東部ニューギニア、ボ

実施地域 マリアナ諸島、
トラック・

手数料などは自己負担となります）

目から学ぶこともできます。

い分野を学ぶことができます。１科

福祉・経済・歴史・文学など、幅広

職業の人が学んでいます。心理学・

☎２１９１

問 申中野市商店会連合会事務局

２０１６ドキドキハロ
ウィンボランティア募集

※詳しくはお問い合わせください。

出願期限 ９月 日㈫

ルネア・マレー半島、フィリピン、
ソロモン諸島、ミャンマー、台湾・
バシー海峡、中国ほか
※申込期限や日程など、詳しくはお
問い合わせください。

放送大学で学びませんか
月入学生募集

第 回手紙作文コンクー
ル作品募集

問第

回手紙作文コンクール事務局

☎０１２０
（５３６）
４９３

信州中野郵便局

☎３０７０

日本郵便株式会社では、子どもた

ちが手紙に親しむとともに、文章表

現の魅力を伝えることを目的に手紙

作文コンクールを実施しています。

部門 はがき作文部門（小・中・高

☎０２６６２３３２

ます。会場飾り付けの企画や制作な

ベントのボランティアを募集してい

の公式ホームページをご覧いた

※応募方法など詳しくは日本郵便㈱

応募期限 ９月 日㈮

校生）
、絵手紙部門（幼児～高校生）

放送大学は、テレビやラジオ、イ

どへの参加のほか当日スタッフをし

だくか、お近くの

月 日㈯に開催する秋の仮装イ

ンターネットなどを利用して授業を

ながらイベントを楽しみましょう。

問 申放送大学長野学習センター

（付添者は全て自己負担となります）

行う通信制の大学です。働きながら

アイアンマン

上映日時 ８月３日㈬ 午前１０時～

会場 図書館２階ＡＶホール(入場無料）

添者が必要な方はご相談ください。
訪問時期 ８月以降各地

郵便局までお問い

上映日時 ７月１７日㈰ 午後２時～

対象 高校生以上の方

見る聞くわかる野鳥界

識別編

著／石塚 徹
信濃毎日新聞社出版局

ようこそ野鳥界へ。
さっそ
くハマってみませんか-。
ユニークで画期的な野鳥
図鑑ついに登場！庭や散
歩道、
野山や水辺で見かけるあんな鳥こんな鳥
の種類がわかる。
鳥の世界は興味津々！

２３

トムとジェリー６

万円（集合場所までの

としょかん★プチキネマ

学んで大学を卒業したい、教養を深

参加資格 戦没者の遺児が対象とな

４９

める勉強法
（ベネディクト・キャリー）
／天皇陛下
の私生活
（米窪明美）
／絵本を読むと「天職」
が見つかる
（中越裕史）

参加費用

峰俊）
／昭和の歌１００（小西良太郎）
／おりが
み・おてがみ
（たかはしなな）
／鉄腕アトムの
歌が聞こえる
（橋本一郎）
／片づけられない人
のための考えない片づけ
（川上ユキ）
／脳が認

ります。参加者の持病などにより付

２０

風聞き草墓標
（諸田玲子）
／ビューティーキャ
ンプ
（林真理子）
／機龍警察火宅
（月村了衛）
／
息子に贈ることば
（辻仁成）
／境界の民
（安田

合わせください。

１５

コーヒーでめぐる。
フィンランド、ノル
ウェー、スウェーデン、
デンマークへの旅。一杯
のコーヒーから見えてくる北欧のライフスタ
イル。北欧と日本のカフェ案内、ムーミンと
映画から知る北欧とコーヒー、ヴィンテージ
カップ＆ソーサー８０選。

※詳しくはお問い合わせください。

著／萩原 健太郎
青幻舎

めたいなど多様な目的で広い世代、

問

北欧とコーヒー
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市立図書館 ☎（26）5841

交通費、帰国時宿泊代、渡航手続き

今月の

▲ ＱＲコード

１０

１０

４９

ビデオ上映会

２０１６．７

広報 なかの

３1

今月の新着図書の一部を
紹介します。

新着
図書
情報

