
歴史探訪 高田開府400年
の参加者募集

今年は高田城が開かれてちょうど 400
年。信濃町は高田藩や高田城下の寺院・
商人と深く関わりながら暮らしてきまし
た。高田周辺を散策しながら、私たち
の歴史を振り返ってみませんか。
■日時　6 月 25日水 8時 30 分～ 16
時
■集合　総合会館へ8時 30分までに、
お集まりください。（町のマイクロバス
で移動します）
■行程　総合会館→高田公園（上越市
総合博物館・小林古径邸・高田城三重
櫓）→（昼食）→加賀街道→五智国分寺
→総合会館
■参加費　2,000円 ( 入館料・保険代・
昼食代など )
■申込み　6月20日金までにお申込み
ください。定員20名になり次第、締め
切らせていただきます。
問信濃町総合会館
☎（２５５）３１３５

税務職員採用試験

税務署や国税局で「税のスペシャリス
ト」として勤務する税務職員（国家公務
員）を募集します。
■受験資格
◎平成26年４月１日において高校又は
中等教育学校を卒業した日の翌日から
起算して３年を経過していない者
◎平成 27年３月までに高校又は中等
教育学校卒業見込みの者
■申込期間
◎インターネット申込み
6月23日月～7月2日水（受信有効）
◎郵送又は持参申込み
6月23日月～6月26日木（日付印有効）

■試験日
◎第１次：９月7日日
◎第２次：10月16日木～ 24日金まで
の間の指定する１日（第１次試験合格通
知書で指定する日時）
■試験種目
◎第1次試験：基礎能力試験／適性試
験／作文試験
◎第2次試験：人物試験／身体検査
■採用日　平成27年 4月1日水

問人事院人材局試験課（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ申込）
☎０３（３５８１）５３１１
問関東信越国税局人事第二課試験係
☎０４８（６００）３１１１

黒姫山開山祭・春山登山
参加者募集

本年度の黒姫山での安全を祈願し、参
加者みんなで山頂を目指します。緑が
鮮やかな季節、一緒に爽やかな風を感
じてみませんか。
■日時　6月14日土
■集合　午前 7時 10 分　JR 黒姫駅
西口駐車場
■料金　1，000円（保険料込み）
■装備　トレッキングシューズ・雨具・
懐中電灯・昼食
■定員　40名
■締切　6月9日月（定員になり次第）
問信濃町観光案内所
☎（２５５）３２２６

交通事故被害者の
援護制度をご存知ですか

独立行政法人 自動車事故対策機構で
は、自動車事故による被害者保護・支
援のための事業を行っています。
■交通遺児等（育成資金）貸付

保護者の方が自動車事故により死亡ま
たは重い後遺障害になられた場合で、
かつ、生活が困窮している家庭のお子
さん（中学校卒業まで）に対して、育成
資金を無利子でお貸しします。
■介護料の支給
自動車事故により「脳」、「脊髄」、「胸腹
部臓器」を損傷し、重い後遺障害になり、
一定の要件に該当し、介護を必要とす
る方に対して介護料を支給します。
詳細はお問い合わせください。
問（独）自動車事故対策機構 長野支所
☎０２６（４８０）０５２１
http://www.nasva.go.jp

町ホームページへの
有料バナー広告を募集

地域産業の振興と財源確保対策の一つ
として、町ホームページに掲載する事
業者のみなさまからの有料広告を募集
します。
■掲載場所　信濃町ホームページの
トップページ下側
■掲載料金　１か月２千円（町外事業
者は３千円）
■掲載期間　平成26年７月～９月
（最長で平成27年 3月まで延長可）
■募集締切　６月11日水
具体的な掲載スペース、掲載基準など
の詳細については、信濃町ホームペー
ジをご覧いただくか、お問い合わせく
ださい。
問総務課 まちづくり企画係
☎（２５５）５９２０
http://www.town.shinanomachi.
nagano.jp
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問住民福祉課環境係
☎（255）5924６月資源物収集

3日火 埋立ごみ
4日水 容器包装プラスチック
5日木 蛍光管
7日土 雑誌・雑がみ（柏原・富士里）
10日火 ビン（無色）
12日木 乾電池・ライター
14日土 雑誌・雑がみ（野尻・古間）
17日火 ビン（茶色）

18日水 容器包装プラスチック
19日木 アルミ類
21日土 ダンボール（柏原・富士里）
24日火 ビン（その他の色）
26日木 スチール類
28日土 ダンボール（野尻・古間）
7月1日火 ビン（無色）
7月2日火 容器包装プラスチック

お互いのお下がりを有効活用しよう！！

たんぽぽバザー開催
柏原子育てグループたんぽぽでは、
子ども用品を持ちよって、バザーを開催します。
皆さんお気軽にお出かけください。

■日時：6月12日（木）　１０：００～１１：３０
■場所：総合会館　１階大会議室

主催：子育てグループたんぽぽ
問住民福祉課保健予防係
☎ (255)3112

新緑の森で第2弾

「ピクニックコンサート」♪
東京音大学生グループによる森のミニコンサートです。森の中では木々や山の自然
の音響効果が生まれ、豊かな音に包まれます。気軽に散策しながら音を探すピクニッ
ク、ご家族・お子様連れでぜひどうぞ。

日　時　6月22日日　10：00～12:00
集　合　黒姫高原 童話館前
参加費　保険代120円
　　　　（雨天時はギャラリー内でロビーコンサート）
持ち物　森の散策にふさわしい服装・飲み物・虫よけ

等各自必要なもの

お申し込みは6月2 0日金までに 産業観光課 癒しの森係  ☎（２５５）５９２５へ

共催：信濃町音楽文化振興会

一茶記念館の子ども向けイベント

と遊ぼう!!
６月７日土
10：00～11：00
【内容】「一茶さん」お面づくり／
かるた取り／水風船づくり
（対象年齢：保育園児～小学生）

参加希望の方は、前日までに一茶記念館☎（255）3741へお申し込みを

信濃町ＰＲキャラクター
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一茶記念館講座（講師：俳人石寒太）もあります　■日時：6月21日土14：00～

参加無料
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1乳児健診（４・7・10か月児）  保健センター
6月26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26年1月生
7か月児／対象：平成25年10月生
10か月児／対象：平成25年7・8月生

2幼児健診（１歳半・3歳児）     保健センター
6月13日金／受付12:30～12:45
1歳半児／対象：平成24年11月生
3歳児　／対象：平成23年4・5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     　　　　子育て支援ルームなかよし
6月18日水／10:30～11:30
子育ての相談・計測

5すこやか料理教室       　　 　   総合会館
6月19日木／9：45～13：30／内容：調理の基
本、郷土料理／申し込み：3日前まで

6断酒会   　　　　　　　　       総合会館
6月25日水／19:00～21:00／お酒をやめら
れない方、断酒を続けている方、ご家族の方
のお酒についての相談、学習

7精神保健相談　       長野保健福祉事務所
6月13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 
6月2日月 /9日月 /23日月 /30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
6 月 26日木／ 10:30 ～ 11:30 ／内容：乳幼
児救急法

10園庭開放　　　　　　　　　　各保育園
6月9日月 /27日金／9:00～11:00

11ちびっ子集まれ　　　　　　  　各保育園
野尻保育園：6月17日火／柏原保育園：6月20日
金／古間保育園：6月11日水／富士里保育園：6
月17日火

▶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
10・11野尻保育園 ☎(258)2345／柏原保育
園 ☎(255)3740／古間保育園 ☎(255)2201
／富士里保育園 ☎(255)3416
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月
23日 詩吟の時間

30日 一茶ふるさと俳句（初夏）

火 24日 税務署だより

水 毎週 保健だより

木
12日 消防だより

19日 交番だより

土
14、28日 ふるさとの民話

21日 学校だより

毎週火曜日は、時間外窓口を行います

6月3日 /10日 /17日 / 24日
午後5:15～午後7:00   【祝祭日除く】
◉税金･各種料金の支払い ( ※要納付書）
◉住民票／所得証明／戸籍関係の証明／
印鑑証明の発行　

※内容によっては発行できない場合もあります
※通常業務日と異なり、一般的な相談業務などは行っていません


