
 

小・中・高校生の春休み
海外派遣の参加者募集

（公財）国際青少年研修協会では、春休
み海外派遣の参加者を募集しています。
体験を通してお互いの理解や交流を深
め、国際性を養うことを目的に実施し
ます。事前研修会で仲間作りから丁寧
に指導いたしますので、安心してご参
加ください。
■内容　ホームステイ・ボランティア・
文化交流・学校体験・英語研修・地域見
学・野外活動など
■派遣先　米国・英国・豪州・カナダ・
フィジー・ニュージーランド・フィリピン
■日程　3 月26日水～ 4月６日日 (※
派遣先により異なります）
■対象者　小学3年生～高校 3年生
■参加費　29.8～ 43.8 万円
■締切　2月3日月
問（公財）国際青少年研修協会
☎０３（６４１７）９７２１
http：//www.kskk.or.jp

ジュニアドルフィンズ
来年度新規会員募集

■活動期間　５～11月の毎週木曜日
／18時30分～20時30分（内１時間）
■場所　ウエルネス倶楽部内プール
■募集対象
来年度年中児～小学校６年生
■年会費　１万円
■募集人数
若干名※申込多数の場合は抽選
■申込方法　往復ハガキに、保護者
氏名／住所／電話番号／お子様の氏
名／生年月日／性別／新学年を記入し、
〒389-1313 信濃町古間1768高遠みど
り宛に郵送してください
※氏名にふりがなをふってください

※返信用ハガキに住所・氏名を記入し
てください
■締切　１月25日土必着
問保護者会長　寺嶋 弘之
☎（２５４）８９１５

除雪機による事故を防ごう

毎年、雪のシーズンになると除雪機に
よる事故が多発しています。除雪機を
使う際には、使用者の責任において、
正しく、安全に作業を行ってください。
①安全装置が正しく作動しない状態で
は絶対に使用しない。
②除雪機を使用する場合は、周囲に人
がいなくいことを確認し、人を絶対に
近づけさせない。また、不意に人が近
づいた場合には除雪機を直ちに停止で
きるような状態で除雪を行う。
③投雪口に詰まった雪を取り除く際に
は必ずエンジンを停止し、オーガやブ
ロアの回転が停止したことを確認して
から雪かき棒を使用して雪を取り除く。
④除雪機を使用する際、特に後進時は
足元や周囲の障害物に注意を払い、無
理のない速度で使用する。
問（一社）日本農業機械工業会
☎０３（３４３３）０４１５
http://www.jfmma.or.jp

放送大学４月入学生募集

創立 30周年を迎えた放送大学では、
平成 26年 4月入学の学生を募集して
います。放送大学は、テレビなどの放
送を利用して授業を行う通信制の大
学です。働きながら大学卒業やキャリ
アアップ、退職後の生きがい作りなど、
様々な目的で幅広い世代、職業の方が
学ぶことができます。
詳しい資料を無料でお送りしますので、

お気軽にお問い合わせください。ホー
ムページでも受け付けています。
■出願締切　2月28日金
問放送大学長野学習センター
☎０２６６（５８）２３３２
http://www.ouj.ac.jp

林退共へ加入していた方に

林業の仕事をしていたことがありまえ
んか？林退共制度に加入していたが、
退職金をまだ受け取っていない方を探
しています。以前、林業の仕事をして
いたが、ご自身が林退共へ加入してい
たか分からない方についてもお調べい
たします。
　また、罹災された共済契約者及び被
共済者の皆さまに対し、各種手続（共
済手帳の紛失、退職金の請求等）の必
要が生じた場合はできうる限りの範囲
において速やかに対応したいと考えて
おりますので、最寄りの支部または本
部へお問い合わせ、ご相談くださいま
すようお願いいたします。
問（独行）勤労者退職金共済機構
☎ ０３（６７３１）２８８７
http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/

職場のトラブルでお困りの方へ

長野県労働委員会は、労働者個人と
事業主間の解雇などのトラブルを解決
するための「あっせん」を行っています。
手続きは無料で簡単です。労使双方に
ご利用いただけ、秘密は守られます。
■相談内容
◎納得できない理由で突然解雇された
◎配転命令に従業員が従わない
問長野県労働委員会 事務局
☎０２６（２３５）７４６８
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問総務課 庶務係　☎ (255)3143

非常勤職員募集のお知らせ

■受付期間  平成26年1月27日月～2月10日月

町では、平成 26年 4月から勤務していただく非常勤職員の募
集を上記の日程で行います。募集職種及び人数は、1月27日月
に決定となります。勤務条件等、詳しくは下記までお問い合わ
せください。　　

平成
26
年度

　 町民の皆様のご協力をお願いします

冬期間の
町内バス運行
1冬期間は運行遅れが予想されます

荒天や積雪の影響による道路状況悪化で、路線バス・ふれあいコスモス号
の運行に遅れが生じる可能性があります。ご迷惑をおかけいたしますがご
了承ください。

2バス停の除雪にご協力をお願いします

積雪でバス停が埋まってしまう可能性があります。管理は長電バスが行っ
ていますが、除雪が間に合わない場合もあります。たまった雪にお気づき
の際は、余裕がありましたら除雪にご協力をお願いします。

312月28日～1月5日の間バスが運休します

路線バス・ふれあいコスモス号ともに運休になります。ご不便をおかけい
たしますがご了承ください。また、ふれあいコスモス号は、年明け大変込
み合う事が予想されます。ご利用予定のある方はお早目にご予約をお願
いします。

4観光シャトルバスをご利用ください

12月21日～3月31日の間、黒姫駅・野尻湖・黒姫高原を結ぶ観光シャ
トルバスが運行されます。沿線バス停にも停車しますので、近くにお住い
の方も是非ご利用ください。詳しくは役場商工観光係まで

【お問い合わせ】
路線バス・ふれあいコスモス号・・・総務課まちづくり企画係  ☎ (255)5920
観光シャトルバス・・・・・・・・・・産業観光課商工観光係    ☎ (255)3114

緊急情報メール配信
利用者募集中 !!
○災害／防犯／有害鳥獣／非常勤職員
の各情報を配信中

○登録は下記URLに空メールを送信、また
はQRコードからアクセス

regist@info.town.
shinanomachi.
nagano.jp 

問総務課 庶務係 ☎（255）3143

求む!空き家情報
若者定住促進のため、空き家情報を
募集しています。家を
貸したい方、空き家
をご存知の方は、
下記までご連絡
ください。

問産業観光課 癒しの森・企業誘致係
☎（255）5925
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1乳児健診（４・7・10か月児）  保健センター
1月23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8月生
7か月児／対象：平成25年5・6月
10か月児／対象：平成25年3月生

2幼児健診（１歳半・3歳児）     保健センター
1月17日金／受付12:30～12:45
1歳半児／対象：平成24年5・6月生
3歳児　／対象：平成22年11・12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
1月29日水／10:00～11:30
※子育て相談は10:30～／健康や子育ての相談

5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

6精神保健相談　       長野保健福祉事務所
1月10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）

7母乳相談　　　       　 子育て支援ルームなかよし 
1月6日月 /14日火 /21日火 /27日月 /9:00
～ 13:00 ／母乳育児の相談、乳房マッサー
ジ、体重測定

8あそびの会　 　　       子育て支援ルームなかよし
1月 30日木／ 10:30 ～ 11:30 ／内容：豆ま
きグッズを作ろう

9ちびっ子集まれ　　　　　　　  各保育園
野尻保育園：1月21日火／柏原保育園：1月21日
火／古間保育園：1月15日水／富士里保育園：1
月17日金　　

▶問い合わせ先
1～2・4～5保健予防係 ☎(255)3112
3信越病院小児科外来 ☎(255)3100
6長野保健福祉事務所 ☎（225）9045
7・8なかよし相談員 ☎090(4382)6832
9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

問住民福祉課環境係　☎（255）5924

１月資源物収集
8日水 容器包装プラスチック
22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 27日 詩吟の時間

火 28日 税務署だより

水 8,15,22,29日 保健だより

木
16日 消防だより

23日 交番だより

金 31日 一茶ふるさと俳句

土 11,25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。しばらくの間は休止をさせて
いただき、工事の状況を見てお知らせ致し
ます。

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。


