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ボランティアを募集します

募 集
Classifieds
「千曲川の源流を訪ねて」
参加者募集！

浅間総合病院では、院内でボラン
ティア活動をしていただける方を募
集します。ご協力いただける方、興
味のある方は「ボランティア実施前
研修」を下記により開催しますので
ご参加ください。
期日 ８月９日¹・10日º
受付 ７月21日»まで
申込・問合せ 浅間総合病院 地域
医療部（(67-2295内線3130）

◆音楽を楽しむセミナー
音楽に合わせて楽しく歌ったり、
リラクゼーション体操でリフレッシ
ュしませんか。お体に合わせた無理
のないプログラムをご用意します。
対象 障害をお持ちの方およびボラ
ンティア等
日時 ７月27日º 午後１時30分〜
３時
会場 あいとぴあ臼田多目的室１、
２号
定員 30人（先着順）
申込・問合せ 障害者自立生活支援
センター（(64-0212）

私たちに潤いを与える千曲川。日
本一の長河信濃川の水系であり、日
本百名山のひとつ甲武信ヶ岳を源と
する千曲川の源流を訪ねて、水の大
切さにふれてみませんか。
参加資格 南北佐久11市町村に居住、
または勤務している健康な方
障害者自立生活支援センター
期日 ８月７日·
◆初級手話講座
・
基本的な手話を学び、耳の不自由
行程 小諸駅前発（午前６時45分）
佐久市総合体育館発（午前６時50 な方との交流に役立ててください。 ◆料理教室
分）
・佐久平駅蓼科口前（午前７時） 対象 佐久市民
（４回とも出られる方） １人でも作れる簡単でおいしい料
→バス終点地着（午前８時50分）→ 日時 ７月20日º
理をマスターしてみませんか。支援
源流着（正午）→下山開始（午後１時）
７月27日º
スタッフがお手伝いしますので、安
→バス終点地着（午後４時）→佐久
８月 ３日º
心してご参加いただけます。
市総合体育館着（午後６時）
・佐久平
８月10日º
対象 障害をお持ちの方およびご家
駅蓼科口着（午後６時15分）
・小諸駅 全４回、各回とも午後７時〜９時
族、ボランティア等
前着（午後６時30分）
会場 野沢会館103号会議室
日時 ７月11日¸午前10時〜午後１
※バスは小諸駅前発と、佐久市総合 定員 20人（先着順）
時30分
体育館発に別れて運行します。
持ち物 筆記用具など
会場 野沢会館２階調理室
定員 60人（定員になり次第締め切 申込・問合せ 障害者自立生活支援 定員 20人（先着順）
らせていただきます）
センター（(64-0212）
持ち物 エプロンまたは割烹着、お
よびタオルまたは手ぬぐい
参加費 大人3,500円／小学生以下
2,500円（保険料を含む）
◆市内めぐり（浅科コース）
参加費 １人400円（食材費）
外出支援事業として市内めぐり
（浅 申込・問合せ 障害者自立生活支援
募集期間 ７月18日¸〜26日¹
を開催します。お誘いあわ センター（(64-0212）
その他 ◆貸切バスで川上村戦場ヶ 科コース）
原のバス運行可能地点まで行き、徒 せてご参加ください。
2006信州ねんりんピック
歩（片道３時間程度）で源流へ（帰 対象 障害をお持ちの方およびその
長野県高齢者作品展 作品募集
途は逆コース）◆装備・服装は登山 家族、ボランティア等
出品資格 県内在住で60歳以上のア
並みが必要です◆飲食物の用意はし 日時 ７月18日¸
ませんので、各自でお願いします
午前８時30分 臼田支所 出発 マチュアの方
午前８時45分 野沢会館 出発 部門 日本画、洋画、彫刻、手工芸、
申込・問合せ 「信濃川を守る協議会
佐久ブロック」
事務局（小諸市役所生
午前９時15分 浅科支所 出発 書、写真の６部門
出品作品 出品者により創作された
活環境課内(0267-22-1700）
午後４時30分終了予定
未発表のもので、出品数は１人１点
五郎兵衛記念館、穂の香乃
見学地
湯、ほっとパーク浅科、中仙道塩名 出品料 無料（ただし、作品を返却
田宿、八幡宿、高良社、その他浅科 するための運送料〈800円〉は出品
者の負担）
の企業１箇所検討中
受付 ７月25日¸まで
定員 20人（先着順）
持ち物 障害者手帳（お持ちの方） その他 出品規格、出品上の注意は
参加費 1,500円程度（昼食代･入場 お問い合わせください
申込・問合せ 高齢者支援課（( 市
料など）
、佐久地方事務所地域福
申込・問合せ 障害者自立生活支援 ・内線219）
祉チーム（(63−3140）
センター（(64-0212）
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市 佐久市役所(62-2111㈹

臼 臼田支所(82-3111㈹

浅 浅科支所(58-2001㈹
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五郎兵衛用水を歩く会参加者募集

ご 案 内

江戸時代初期に開発された五郎兵
衛新田。その開発の基になった五郎
Guidance
兵衛用水路跡（県指定史跡）を実際
佐久宝寿霊園永代使用者募集中
に歩いて見学することで、市川五郎
佐久市振興公社では、第３次宝寿
兵衛と五郎兵衛用水路についての理
霊園の墓地使用者を募集しています。
解を深めたいと思います。
日時 ７月29日¼午前７時50分まで 所在地 内山字松井日影8063番の内
に浅科小学校校庭に集合。午後４時 墓地の種類 第２種
墓地の面積 ６㎡（間口２ｍ奥行３
終了予定（雨天決行）
。
（定員になり次第締め切り） ｍ）
定員 45人
墓域数 19区画（総区画144）
大人・小中学生…300円
参加費
分譲価格 370,000円（１区画）
（資料代・保険料等）
昼食 各自持参（水筒があると、用 ※このほか管理費が必要になります。
受付 随時
水の源水を汲むことができます）
※土曜、日曜、祝祭日を除く午前８
受付 ７月20日ºまで
その他 ◆移動は徒歩とマイクロバ 時30分〜午後５時15分
スです（徒歩区間は合計３Üぐらい）
。 申込・問合せ 佐久市振興公社（野
◆山道を歩きますので、それに適し 沢会館内 @62−0214）
た服装、靴で参加してください（半ズ
ボンは不適当）
。◆駐車場は浅科小学
校をご利用ください。
申込・問合せ 住所・氏名・電話番
号を明記して、ハガキまたはFAXで
五郎兵衛記念館へ（〒384-2104 佐
久市甲14−１ @・J 58−3118）

イ ベ ン ト
Event
第6回望月ほおずき市・風鈴市

期日 ７月15日¼（雨天決行）
時間 午後１時〜８時
会場 どさん娘駐車場（国道142号
沿い）
内容 ◆おもしろ金魚すく ◆新鮮
野菜コーナー（花木鉢・切花・野菜
全般）◆飲食屋台コーナー（焼き
鳥・いか焼き・ポップコーン・かき
氷・おでん・ビール・ジュースほ
か）◆フリーマーケット ◆カラオ
ケ大会
出店受付 ７月８日¼まで
主催 望月町商工会協和支部
協賛 望月町商工会青年部・女性部
佐久市観光協会望月支部
問合せ 望月支所経済建設課商工観
光係（@ 望・内線234）
望 望月支所@53-3111㈹

7月

相談コーナー
Advice

■教育委員会教育相談室(祝日を除く)
日時 ·〜»、午前９時〜午後４時
相談員 スクールメンタルアドバイザー
電話相談
教育相談室（@ 市・内線369）
臼田教育相談室（@ 臼・内線224）
浅科教育相談室（@ 浅・内線45）
望月教育相談室（@ 望・内線271・
400）
■中学校相談室 (休校日を除く)
◇午前…９時30分〜正午
◇午後…１時〜４時
b浅間中学校
期日 ·・¸・ºの午後
相談員 志摩アドバイザー
直通相談電話 @67−7250
b野沢中学校
農協推薦の農業委員が変わりました
農協推薦で臼田地区田口から農業 期日 ·・¸・ºの午後
委員に選任されていた、志摩重之さ 相談員 堀田アドバイザー
んが農協の役員改選により退任され 直通相談電話 @62−2551
ました。１年間ご苦労さまでした。 b中込中学校
後任に、浅間地区長土呂から神津 期日 ·・¸・ºの午後
武雄さんが選任されました。よろし 相談員 森山アドバイザー
くお願いします。なお、任期は平成 直通相談電話 @62−6810
b東中学校
20年５月19日までです。
市
問合せ 農業委員会（@ ・内線477） 期日 ·・ºの午後
相談員 佐藤アドバイザー
自衛官等採用説明会
直通相談電話 @67−7366
b臼田中学校
開催日
会 場
期日 ·・¸・ºの午後
７月17日· 佐久市研修センター
相談員 金森アドバイザー
７月22日¼ 上田募集事務所
直通相談電話 @82−2130
時間 両会場午後１時30分〜３時
b浅科中学校
内容 １自衛隊全般（防大・防医大 期日 ¸・»の午後
含む）
相談員 佐藤アドバイザー
２自衛官募集について
相談電話 @58−2101㈹
問合せ 上田市天神４−17−３
b望月中学校
MSTYビル１階 自衛隊上田募集事 期日 ·・¸・ºの午後
務所
相談員 小林アドバイザー
（@0268−22−5267）
直通相談電話
E-mail jsdf-ued@mx2.avis.ne.jp @53−3330
なお、上田募集事務所では随時説明
を行っております。

佐久・臼田地区←→浅科・望月地区間では、これまでどおり
〈0267〉
が必要となります。
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