
老人保健福祉計画・介護保険
事業計画の策定委員を募集

平成27～ 29年度における信濃町の高
齢者の保健・福祉施策及び介護保険事
業に関する計画を策定するため、調査・
研究していただく公募委員を募集しま
す。
■公募人数　若干名
■応募資格　被保険者代表 （平成 26
年 2月1日現在、満 40 歳以上の町民
の方）または介護者代表（ご家族等の高
齢者の介護経験がある町民の方）
■応募方法　住民福祉課 介護支援係
へご連絡ください（委員申込書をお渡し
致しますのでご記入のうえご提出くだ
さい）
■応募締切　平成26年 2月12日水
問住民福祉課 介護支援係
☎（２５５）４２１４

県営住宅 県下統一募集

県内の県営住宅について、左記の期間
統一募集を実施します。
募集する県営住宅や応募方法などにつ
いて、詳しくは長野県住宅供給公社へ
お問い合わせ下さい。
■受付期間　
2月17日月～2月26日水
（期間中の土日も受付をします）
問長野県住宅供給公社 住宅管理部
☎（２２７）２３２２

北信地区合同就職面接会

ハローワーク長野･篠ノ井･飯山･須
坂では、学生および求職者の就職支援
を目的に、就職面接会を開催ます。
■対象者
◎平成26年３月大学・短大・高専・専修

学校等卒業予定者（卒業後概ね3年以
内の既卒者含む）
◎概ね45歳以下の一般求職者
◎U・Iターン就職希望者
■日時　２月21日金13：00～16：30
　（受付時間 12：00～16：00）
■会場　メルパルク長野
■内容　約 80社の採用予定のある企
業人事採用担当者と直接面接できます。
詳細はハローワーク長野のホームペー
ジをご覧ください。
※入場無料、事前参加申込不要
問ハローワーク長野 学生就職支援室
☎（２２８）０９８９

長野県シニア大学学生募集

今まで培った知識や経験をいかし、交
友の輪を広げ、積極的に地域活動をし
てみませんか。
■対象者　概ね60歳以上の県内在住者
■学習期間　２年間　60時間／年（年
間15日×4時間程度）
■授業料　年額 8,500円（他に教材費
等の自己負担あり）
■申込期限　2月28日金
申込書は住民福祉課にあります。期限
までに持参もしくは郵送（２月28日消
印有効）してください。
詳細はお問い合わせください。
問住民福祉課 福祉・男女共同参画係
☎（２５５）１１７９

自衛官を募集

■幹部候補生
幹部候補生学校へ入隊し約1年の教育
を経て幹部自衛官に任官します。
◎資格　大卒程度：22歳以上 26 歳未
満の者／大学院卒で修士課程修了者
等：20歳以上28歳未満

◎受付 　2月1日土～4月25日金
◎試験　1次：5月10日 土（筆記試験）・
5月11日日（飛行要員のみ）
2次：6月10日～13日のいずれか1日
■予備自衛官補
自衛官未経験者を予備自衛官補として
採用し、所要の教育訓練を経た後、予
備自衛官補として採用する制度で、普
段は社会人として学業・職業に従事し
つつ社会に貢献する新しいカタチです。
◎資格　一般：18歳以上34歳未満の者
／技能：18歳以上で国家資格等を有す
る技能に応じ53歳～55歳未満の者
◎受付　1月8日水～4月2日水
◎試験　4 月11日金～4月15日火
問自衛隊長野地方協力本部 長野地域事務所  
☎（２３５）６０２６

相続登記はお済ですか

長野県司法書士会では、2月を「相続登
記はお済ですか月間」と定め、各司法書
士事務所において、相続登記に関する
無料相談を実施しています。
■期間
2月1日土～2月28日金
（相談は土曜祝日を除く午前 9時～午
後 4時までです）
■相談内容
登記名義人が先々代のままとなってい
る /妻（夫）に全財産を相続させたい /
遺産分割協議 /遺言など
■その他
県内の各司法書士事務所に事前に予
約してください。（司法書士事務所は
長野県司法書士会にお問い合わせいた
だくか、ホームページをご覧ください。）
問長野県司法書士会
☎（２３２）７４９２
http://www.na-shiho.or.jp/
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新聞紙・折込チラシ
（一緒に束ねてもよい）

出し方
種類別に紐で十字
に束ねてください

雑誌・雑がみダンボール

牛乳パック
毎年、古紙以外の混入が見受けら
れますので、きちんと分別をお願
いします。（プラスチック製ファイ
ル／ファイルの綴じ金具／メール
便・封筒などのプラスチック製窓
枠／付録等のＣＤ・ＤＶＤなど）

ダンボール

問住民福祉課 環境係 
☎（255）5924

古紙の収集
古紙の収集を行います。出し方を
ご確認の上排出してください。なお、
例年混雑しますので、駐車場での事
故にご注意ください。

■収集日：2月１6日日
■時　間：午前９時～11時
■場　所：役場正面駐車場
※地区集積所では収集しません

問住民福祉課 環境係 
☎（255）5924

小型家電の収集
小型家電の収集を行います。料金はかかりません。お
持ちの際は、電池・バッテリーを外してください。

○対象品目：携帯電話／カメラ／DVDデッキ／ゲー
ム機／電子レンジ／掃除機／電気炊飯器／ファンヒー
ター／電動式時計／プリンター／パソコンなど
○収集できないもの：テレビ／洗濯機／冷蔵庫／乾燥
機／冷凍庫／エアコン／充電式バッテリー／電池など

■収集日：2月１6日日
■時　間：午前９時～11時
■場　所：役場正面駐車場
※地区集積所では収集しません

ひとときの会からのお知らせ

スノーシューで森をお散歩
動物の足跡を追って！！

スノーシュー（西洋かんじき）をはいて、冬しか通れないルートで童話館近く御鹿池
付近の2つの滝を巡り、動物の足跡を追って下りは尻滑り…冬の楽しみを見つけ
に出かけましょう。（初心者歓迎）　　　※悪天候の場合は中止します

■日時　2月28日金 午前9時30 分～お昼頃
■集合　黒姫童話館ギャラリー
■費用　300 円 (保険料ほか）
■持物　スキーに準じた防寒（手袋・帽子）／温
かい飲み物／休憩用敷物／スノーシュー（レンタ
ル有500円）／アルペンストック（無料レンタル有）

お申し込みは2月27日木までに 産業観光課 癒しの森係　☎（２５５）５９２５へ

ご家庭で使用した家電製品が広
く対象となります。詳しくは町住
民福祉課環境係までお問合せく
ださい。
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1乳児健診（４・7・10か月児）  保健センター
2月20日木／受付：12：30～12:45（7・10か月
児）／12：45～13:00（4か月児）
4か月児／対象：平成25年9月生
7か月児／対象：平成25年7月生
10か月児／対象：平成25年4月生

2幼児健診（１歳半・3歳児）     保健センター
2月14日金／受付12:30～12:45
1歳半児／対象：平成24年7月生
3歳児　／対象：平成23年1月生

3予防接種外来（予約制）　   　    信越病院
毎週月・木／受付14:00～15:00
※希望日の4日前までに予約してください
※予防接種は一般外来でも承りますが、その
場合も予約が必要です

4よろず相談　　　　 　       保健センター
2月26日水／10:00～11:30
※子育て相談は10:30～／健康や子育ての相談

5マタニティーセミナー        保健センター
2月27日木10:00～13:00／3月1日土13:30～
15:30／対象：平成26年5～8月出産予定の方
安心して赤ちゃんをむかえられるように、2回
コースで勉強します

6すこやか料理教室       　　保健センター
2月６日木／9：45～13：30／内容：塩麹をつ
かった料理／申し込み：3日前まで

7精神保健相談　       長野保健福祉事務所
2月14日金／13:30～／不眠･アルコール依存･
人間関係･引きこもりなど、本人・ご家族の心の相
談を精神科医がお受けします。（要予約）

8母乳相談　　　       　 子育て支援ルームなかよし 
2月3日月 /10日月 /18日火 /24日月 /9:00
～ 13:00 ／母乳育児の相談、乳房マッサー
ジ、体重測定

9あそびの会　 　　       子育て支援ルームなかよし
2 月 27日木／ 10:30 ～ 11:30 ／内容：ひな
まつり（簡単工作）

▶問い合わせ先
1～2・4～6保健予防係 ☎(255)3112
3信越病院小児科外来 ☎(255)3100
7長野保健福祉事務所 ☎（225）9045
8・9なかよし相談員 ☎090(4382)6832

問住民福祉課環境係　☎（255）5924

２月資源物収集
5日水 容器包装プラスチック
19日水 容器包装プラスチック
※枡形不燃物最終処分場への搬入は11月末で
終了しています。
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月 24日 詩吟の時間

火 25日 税務署だより

水 毎週 保健だより

木
13日 消防だより

20日 交番だより

金 28日 一茶ふるさと俳句（寒雀）

土 8,22日 ふるさとの民話

第１・３土曜日の役場土曜窓口は休止しています

平成25年8月17日土から、役場庁舎耐震
補強及び改修工事に伴い、来庁者の危険
防止のため、土曜窓口を休止させていただ
いていますが、４月より時間外窓口に変更
して再開をいたします。詳細については、8
ページをご覧ください。

住民の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解をいただきます
ようお願い致します。


