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可燃ごみ
可燃ごみ

可燃ごみ

休 図書館
休 図書館 休 図書館

　保育園 入所説明会
蔵書点検　終日　図書館
　八ヶ岳クラフト市
八ヶ岳自然文化園
手縫いの帽子講座②
中央公民館　10：00～
少年バレーボール教室⑱
社会体育館　18：30～

第59回原村バレーボール大会
社会体育館 18：45～22：00

　セカンドブック贈呈
　図書館２階　１0：3０～
　バドミントン教室⑩
　社会体育館　１3：0０～
少年バスケットボール教室⑲
社会体育館　１８：００～

乳児股関節脱臼検診
R4年5・6・7月生 保健センター
受付:ご案内した時間
　秋のいきいき運動教室
19:00～21:00

あひるクラブ⑦
中央公民館　10：00～
　2か月児相談
保健センター
受付:13:00～13:15
　母乳学級（要予約）
保健センター13:50～

1歳6か月健診
R3年2月・3月・4月（前半）生
保健センター
受付:ご案内した時間

　少年バレーボール教室⑲
　社会体育館　１８：３０～

少年バスケットボール教室⑳
社会体育館　１８：００～
　ジュニア教室
　プラネタリウムと星空観望会
八ヶ岳自然文化園 18：30～

　ジュニア教室
　八ヶ岳原村自然遊学校シリーズ②
村内　9：30～
少年バスケットボール教室
社会体育館　１８：００～

休 図書館

休 図書館

可燃ごみ 可燃ごみ可燃ごみ可燃ごみ可燃ごみ可燃ごみ

可燃ごみ 可燃ごみ可燃ごみ可燃ごみ

可燃ごみ 可燃ごみ

可燃ごみ 可燃ごみ

可燃ごみ

可燃ごみ

可燃ごみ可燃ごみ

　保育園 入所受付
　母親学級前期コース②（要予約）
保健センター
受付:13:00～13:15
少年バレーボール教室⑳
社会体育館　18：30～

蔵書点検　終日　図書館
　離乳食教室（11・12か月コース）
R3年10・11月生
保健センター
受付:9:45～10:00

　特設人権相談
　中央公民館10:00～15:00
はらむら塾⑥
八ヶ岳美術館　13：30～

蔵書点検　終日　図書館
手縫いの帽子講座①
中央公民館　10：00～
ＢＣＧ
生後5か月～1歳のお誕生日の前日まで
保健センター
受付:13:15～13:30

可燃ごみ 可燃ごみ
休 社会体育館

休 社会体育館

休 社会体育館

休 社会体育館

休 社会体育館

休 図書館
休 図書館

休 図書館

休 図書館

不燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

資源物

　八ヶ岳クラフト市
　八ヶ岳自然文化園
　ファミリースポーツデー
社会体育館 １２：００～１７：００
少年バスケットボール教室⑱
社会体育館　１８：００～

資源物

　スポーツの日
　第52回村内めぐり駅伝大会
　小学校校庭　9：00～

　むし歯予防教室（要予約）
保健センター
受付:9:45～11:00

　八ヶ岳クラフト市
八ヶ岳自然文化園

乳児健診
　R3年12月、R4年3・6月生
　保健センター
　受付:ご案内した時間
クリスマスリース作り
中央公民館　13：30～

渓谷歩き講座②
昇仙峡　時間未定

手縫いの帽子講座③
中央公民館　10：00～

休 八ヶ岳自然文化園

休 八ヶ岳自然文化園
休 八ヶ岳自然文化園

休 八ヶ岳自然文化園
休 もみの湯

休 八ヶ岳自然文化園

蔵書点検　終日　図書館
　育児相談（要予約）　
　保健センター
　受付:９：３０～１１：００
　地元野菜の料理教室③
　中央公民館 10：00～
水痘
　生後12か月～3歳のお誕生日の前日まで
　保健センター 受付:13:15～13:30

災害時の防災情報は、村内有線放送、村ホームページ、村緊急メール、
エルシーブイTV・ラジオ（FM769・76.9MHz）などでお知らせします。
※有線放送は、電話で聞くことができます。　☎0800-800-6299（通話料無料）
問　総務課 情報防災係 ☎75-5710（直通）

子育てサロン

子育てサロン

子育てサロン

子育てサロン

子育てサロン

子育てサロン

子育てサロン

原村は、「日本で最も美しい村」連合に加盟しています。

景観や文化を守りつつ自立した 美しい村”を目指し一緒に活動していきましょう。

”

　       1
みなさんの「知りたい」を

応援します！
　調べものをしたいとき、本をお
探しの時は気軽にご相談ください。 
　カウンター、手紙、電話などでお
受けします。

※内容により、お時間をいただく場
　合があります。

問　生涯学習課 図書館係　　
電話７０－１５００（直通）

10月23日の行事等予定

10月30日の行事等予定

日 月 火 水 木 金 土
　
10月24日の行事等予定

10月31日の行事等予定

休 図書館

可燃ごみ

可燃ごみ

休 図書館

気軽に
ご連絡ください♪

自衛官を募集します

自衛官募集
お問い合わせ先　自衛隊長野地方協力本部 茅野地域事務所
　　　　　　　　茅野市塚原1ｰ3ｰ20　茅野商工会議所会館1階
　　　　　　　　TEL&FAX　0266ｰ82ｰ6785
　　　　　　　　E-mail　nagano.pco-chino@rct.gsdf.mod.go.jp
　　　　　　　　ホームページ　https://www.mod.go.jp/pco/nagano/

10月

　中学校 もみの木祭
ジュニア教室 自然探検隊
村民の森　9：0０～
　バドミントン教室⑨
　社会体育館　１3：0０～
少年バスケットボール教室⑰
社会体育館　１８：００～

燃えないごみ（不燃ごみ）　毎週水曜日　６：００～８：００

資源物 

・第２木曜日 収集時間は地区により異なります。

・第４土曜日　７：３０～１０：３０　役場駐車場

　子育てサロン　毎週火・木・金曜日

　１０：００～正午　図書館２階

　※今月4日、6日、7日、11日、28日はお休みします。

　　八ヶ岳美術館全国公募展

　第9回あなたが選ぶ信州の裂織展 9月17日～12月4日

今月のごみの収集

今月の納税等
●納期限１0月31日（月）

・村県民税（普通徴収３期）　　 ・国民健康保険税（普通徴収７期）

・後期高齢者医療保険料（普通徴収７期）

・介護保険料（普通徴収７期）

収集曜日 地区名（時間６：００～８：００）

毎週 月・木

毎週 火・金

毎週 水・土

払沢・柏木・菖蒲沢・室内

大久保・柳沢・八ッ手・原山・

農場・ペンション・中央高原

やつがね・判之木・南原・

中新田・上里

燃
や
す
ご
み（
可
燃
ご
み
）

可燃ごみ

霜月絵手紙の会

八ヶ岳の小径


