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犬の散歩のルールとマナー
●散歩をする時は、リードを

とっさの時に、飼い主が犬をしっ

かりと制御できるようにリードを

つけて散歩しましょう。

●フンの後始末

犬を散歩させる時は、フンの回収

用具を持参して、責任を持って持

ち帰り、適正に処理しましょう。

フンは燃やすごみに出すこともで

きます。

問　建設水道課環境係　　　
電話　79-7933（直通）

残さず食べよう!30・10運動
　まだ食べられるのに廃棄され
る食品（食品ロス）を減らすため、
宴会が始まった最初の30分間と
最後の10分間は、自分の席につ
いて料理を楽しんで食べ残しを
減らしましょう。1人ひとりの心掛
けで食品ロスを含むごみの減量
にご協力お願いいたします。

問　建設水道課環境係　　　
電話　7９-７９３３（直通）

可燃ごみ可燃ごみ

可燃ごみ

切り絵教室②
中央公民館　13：3０～

　少年バレーボール教室
　社会体育館　１８：３０～

山歩き講座⑦ 大菩薩嶺
時間未定

　小学校 5年生夢の教室
1歳6か月健診
Ｈ30年2・3月生
保健センター 13:00～13:15受付
つまみ細工講座①
中央公民館　13：30～
バレーボール大会
社会体育館 18：45～22：00

　小学校 土曜参観日・PTA親
　子レクリエーション大会
　大人のおはなし会
　図書館２階　１4：0０～

　セカンドブック贈呈
　図書館２階　１0：3０～
・2か月児相談

保健センター
13:00～13:15受付

・母乳学級（要予約）
保健センター13:50～

・秋のいきいき体操教室
19:00～21:00

（問）健康づくり係　75－0228

小学校 マラソン記録会
あひるクラブ⑦
中央公民館　10：00～
乳児股関節脱臼検診
Ｈ31年（2019年）5・6・7月生
保健センター
13:00～13:15受付

中学校 ３年生総合テスト
　八ヶ岳クラフト市

八ヶ岳自然文化園
・母親学級前期コース②（要予約）

保健センター
13:00～13:15受付
つまみ細工講座②
中央公民館　13：30～
少年バレーボール教室
社会体育館　18：30～

　八ヶ岳クラフト市
八ヶ岳自然文化園
第20回八ヶ岳まるごと収穫祭
八ヶ岳中央農業実践大学校
10：00～15：00
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
社会体育館　１８：００～

休 図書館

休 図書館 休 図書館

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

四種混合
生後3か月～7歳半に至るまで
保健センター
13:15～13:30受付
はらむら塾⑥
中央公民館　13：30～

　中学校 強歩大会
ＢＣＧ
生後5か月～1歳のお誕生日の前日まで
保健センター
13:15～13:30受付
エクセル入門
中央公民館　13：30～

可燃ごみ
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 図書館

休 図書館

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

子育てサロン不燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

資源物

　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
社会体育館　１８：００～

資源物

・育児相談　
　保健センター
　９：３０～１１：００受付

ハーバリウム講座
中央公民館　13：30～

 

・むし歯予防教室
保健センター
9:45～10:00受付

即位礼正殿の儀の行われる日

  体育の日
　村内めぐり駅伝大会
　小学校校庭　9：00～

　八ヶ岳クラフト市
八ヶ岳自然文化園
第20回八ヶ岳まるごと収穫祭
八ヶ岳中央農業実践大学校
10：00～15：00

　小・中学校 手作り弁当の日 乳児健診
　H30年12月、H31年（2019年）3・6月生
　保健センター
　13:00～13:15受付

　小学校 5年生夢の教室
渓谷歩き講座③ 乗鞍高原善五郎の滝
時間未定

　小・中学校 教育課程研究協議会
原っ子の森であそぼう
原っ子の森
10：00～15：30
エクセル入門
中央公民館　13：30～

休 八ヶ岳自然文化園

子育てサロン

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

「日本で最も美しい村連合」加盟を契機に「村のさらなる良さ」を発見し、

名実ともに 美しい村”となるよう一緒に活動していきましょう。

”

　少年サッカー教室
　小学校校庭　9：00～

　小学校 振替休業

　少年サッカー教室
　小学校校庭　9：00～

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）

　   1 2 3 4 5
「貸したい」「売りたい」空き家はありませんか？

　村では村内に眠っている空き家を有効利用して、移住者の定
住対策、地域の活性化等を目的に、空き家情報の収集および提
供を行っています。
　村内で空き家となった一般住宅で、賃貸または販売が可能な
物件がありましたらお知らせください。後日、企画振興係職員
が詳細を確認させていただいたうえで、役場窓口や村公式ホー
ムページ等で利用希望者に情報を提供いたします。

　問　総務課 企画振興係　電話７９－７９２２（直通）

可燃ごみ可燃ごみ

日 月 火 水 木 金 土

10月

ジュニア教室 自然探検隊
村民の森　9：3０～

　バドミントン教室
　社会体育館　１3：3０～

少年バスケットボール教室
社会体育館　１８：００～

蔵書点検　終日　図書館

燃やさないごみ（不燃ごみ）　毎週水曜　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　毎週火曜・木曜・金曜

　１０：００～１２：００　図書館２階

　（※今月1日、3日、4日、15日、22日、25日はお休みします。）

　　八ヶ岳美術館企画展　フォッサマグナ 村野敦子・斉藤彰

　　英写真展　9月21日～11月24日

今月のごみの収集

今月の納税等
●納期限１０月３１日（木）

・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）

2018美しい村フォトコンテスト「八ヶ岳自然文化園の木々が紅葉」

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
）

　小学校 ３年生諏訪めぐり
蔵書点検　終日　図書館
胃がん検診・大腸がん検診
保健センター 7:30～8:30受付

・特設人権相談
　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 13:15～13:30受付

切り絵教室①
中央公民館　13：3０～
少年バレーボール教室
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）

Ｈ30年10・11月生
保健センター
9:45～10:00受付

可燃ごみ 可燃ごみ可燃ごみ
不燃ごみ

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

休 八ヶ岳自然文化園

蔵書点検　終日　図書館
　エクセル入門
　中央公民館　１3：3０～

霜月絵手紙の会



　 3 4 5 6 7 8 9

 10 11 12 13 14 15 16

 17 18 19 20 21 22 23

 24 25 26 27 28 29 30
可燃ごみ

可燃ごみ

可燃ごみ

可燃ごみ

可燃ごみ

休 社会体育館

　小学校 6年生修学旅行
　ＢＣＧ

生後5か月～1歳のお誕生日の前日まで
保健センター
13:15～13:30受付

　おたのしみ会
　図書館２階　１６：００～

　小学校 6年生修学旅行
セルフマッサージ教室

　中央公民館　9：30～
・離乳食教室（8・9か月コース）
　Ｈ31年2・3月生
　保健センター
　9:45～10:00受付　

　中学校 ２学期期末テスト・　
　　　　　３年生総合テスト

セルフマッサージ教室
　中央公民館　9：30～

　小学校 6年生計画休業
・無料法律相談

中央公民館13：00～

　村民文化祭
　社会体育館

芸能フェスティバル
中央公民館　13：00～

・母親学級後期コース（要予約）
　保健センター
　13:15～13:30受付

・育児相談　
　保健センター
　９：３０～１１：００受付

おはなし会
図書館２階　16：00～

　小学校 参観日・ＰＴＡ講演会
　3歳児健診

Ｈ28年10・11月生
保健センター
13:00～13:15受付
少年バレーボール教室
社会体育館　18：30～

　中学校 ２学期期末テスト・　
　　　　　３年生総合テスト

はらむら塾⑦バスハイク
中央公民館
少年バレーボール教室
社会体育館　18：30～

　バドミントン教室
　社会体育館　１3：3０～

ソフトバレーボール大会
社会体育館 １９：００～22：００

　乳児健診
　H31年（2019年）1・4・7月生
　保健センター
　13:00～13:15受付

 勤労感謝の日
　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
　社会体育館　１８：００～

休 図書館

休 図書館

休 図書館

休 図書館

休 図書館

２歳半歯科検診
H29年3・4・5月生
保健センター
13:00～13:15受付

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

筋力アップ教室
社会体育館　１９：３０～

休 図書館

休 図書館

可燃ごみ可燃ごみ可燃ごみ

　スケートリンク整備
　小学校校庭　9：００～
　バドミントン教室
　社会体育館　１3：3０～
　少年バスケットボール教室
　社会体育館　１８：００～

休 社会体育館

休 社会体育館

休 社会体育館

　中学校 参観日・ＰＴＡ講演会
　四種混合

生後3か月～7歳半に至るまで
保健センター
13:15～13:30受付

休 八ヶ岳自然文化園 休 八ヶ岳自然文化園

粗大ごみ受入日
南諏衛生センター
９：００～12：００ 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

不燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

資源物

子育てサロン

子育てサロン

資源物

子育てサロン

あひるクラブ⑧
中央公民館　10：00～

・２か月児相談
保健センター
13:00～13:15受付

・母乳学級（要予約）
保健センター　13:50～

少年バレーボール教室
社会体育館　18：30～

子育てサロン

休 八ヶ岳自然文化園

子育てサロン

休 八ヶ岳自然文化園

子育てサロン

休 八ヶ岳自然文化園

休 八ヶ岳自然文化園

休 もみの湯

「日本で最も美しい村連合」加盟を契機に「村のさらなる良さ」を発見し、

名実ともに 美しい村”となるよう一緒に活動していきましょう。

”

　少年サッカー教室
　小学校校庭　9：00～

　 文化の日
　少年サッカー教室
　小学校校庭　9：00～

　 振替休日

　村民文化祭
　社会体育館

休 八ヶ岳美術館 休 八ヶ岳美術館

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）

　      1 2
可燃ごみ

　小学校 4年生長野見学
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
13:15～13:30受付
少年バレーボール教室
社会体育館　18：30～

　少年バスケットボール教室
　社会体育館　１８：００～

問　中央公民館　電話７９－７９４０ 問　中央公民館　電話７９－７９４０

芸能フェスティバル開催
期日　11月9日（土）

村民文化祭開催
期日　11月9日（土）・10日（日）

秋は火災が
発生しやすい季節です

秋の火災予防運動
11月9日（土）～11月15日（金）

　土手草焼きの火を逃した火災
が多数発生しています。火気の使
用や火の出るおそれのあるもの
の取り扱い、管理には十分注意し
てください。

問　原消防署
電話７９－２４４２

日 月 火 水 木 金 土

11月

霜月絵手紙の会

燃やさないごみ（不燃ごみ）　毎週水曜　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
粗大ごみ　

・第３日曜日　９：００～１２：００　南諏衛生センター

・子育てサロン　毎週火曜・木曜・金曜日

　１０：００～１２：００　図書館２階

　　八ヶ岳美術館企画展　フォッサマグナ 村野敦子・斉藤彰

　　英写真展　9月21日～11月24日

　原村星空のイルミネーション

　　11月中旬～１２月下旬

今月のごみの収集

今月の納税等
●納期限　１2月2日（月）　

・国民健康保険税（普通徴収８期）

・後期高齢者医療保険料（普通徴収８期）

・上下水道料金９・１０月分　・介護保険料（普通徴収８期）

星空のイルミネーション点灯式

収集曜日

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
）

地区名（時間６：００～８：００）

可燃ごみ

子育てサロン



　 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 31 
各施設の年末年始休み
○原村役場　
　12月28日（土）～１月5日（日）
○中央公民館
　12月28日（土）～１月5日（日）
○地域福祉センター
　12月28日（土）～１月5日（日）
○保健センター
　12月28日（土）～１月5日（日）
○図書館
　12月29日（日）～１月3日（金）
○社会体育館
　12月29日（日）～１月3日（金）

スムーズに除雪作業を進めるために
皆さんのご協力をお願いいたします‼

道路の除雪作業を行うためにみなさんのご協力とご理解が欠かせま
せん。スムーズに除雪作業ができるようにご協力をお願いいたします。
●路上駐車はしないでください。
●除雪車が除雪した雪等を道路に出さないでください。
●出入り口の除雪は各家庭でお願いします。
●路面の凍結時は安全運転を心がけてください。

みんなでルールを守って安全に冬を過ごしましょう。

問　建設水道課　建設係　電話79-7921（直通）

毎月“８”のつく日は
歯の日！

　小さいころからのむし歯
が、大人になってからの歯
の健康にとても影響してき
ます。
　家族で“歯磨き習慣”を徹
底し、子どもたちの歯の健
康を守りましょう。

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

小学校 個別懇談会④
中学校 個別懇談会④
バウンドテニス教室
社会体育館　９：3０～

四種混合
生後3か月～7歳半に至るまで
保健センター
13:15～13:30受付

いけ花教室
中央公民館　13：30～

小学校 2学期終業式
中学校 ２学期終業式

セルフマッサージ教室
　中央公民館　9：30～

　クリスマス会
　図書館2階　１0：３０～

ファミリースポーツデー
社会体育館　１２：００～１７：００

　はらむら塾⑧
　中央公民館　１3：３０～

1歳6か月健診
Ｈ30年4・5月生
保健センター
13:00～13:15受付

しめ飾り作り講習会
社会体育館　9：00～

　バドミントン教室（閉講式）
　社会体育館　１3：3０～
　少年バスケットボール教室（閉講式）
　社会体育館　１８：００～

少年バレーボール教室（閉講式）
社会体育館　18：30～

バウンドテニス教室
社会体育館　９：3０～

バウンドテニス教室
社会体育館　９：3０～

乳児健診
H31年（2019年）2・5・8月生
保健センター
13:00～13:15受付

こんにゃく作り教室
中央公民館　10：００～

・2か月児相談
保健センター
13:00～13:15受付

・母乳学級（要予約）
保健センター　13:50～

あひるクラブ⑨
中央公民館　10：00～

資源物

子育てサロン

子育てサロン

可燃ごみ

休 八ヶ岳自然文化園

休 社会体育館
不燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

資源物

休 図書館

休 図書館

休 図書館 休 図書館休 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

休 図書館

小学校 個別懇談会⑤
中学校 個別懇談会⑤

・精神保健相談（要予約）
　（問）健康づくり係 75-0228
・育児相談

保健センター
9:30～11:00受付

休 八ヶ岳美術館 休 八ヶ岳美術館 休 八ヶ岳美術館

休 もみの湯

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 社会体育館休 社会体育館休 社会体育館

可燃ごみ

休 八ヶ岳自然文化園

休 社会体育館

可燃ごみ

休 八ヶ岳自然文化園

休 社会体育館

「日本で最も美しい村連合」加盟を契機に「村のさらなる良さ」を発見し、

名実ともに 美しい村”となるよう一緒に活動していきましょう。

”

　少年サッカー教室
　小学校校庭　9：00～

粗大ごみ
大・柳・八

粗大ごみ
柏・菖・室・や・南

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）

　 1 2 3 4 5 6 7粗大ごみ
払・中

可燃ごみ

　ジュニア教室 そば名人になろう！！
　中央公民館　9：30～

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
社会体育館　１８：００～

体育館大掃除
社会体育館　１0：００～ バウンドテニス教室（開講式）

社会体育館　９：3０～

子育てサロン

不燃ごみ

子育てサロン

子育てサロン

日 月 火 水 木 金 土

小学校 個別懇談会③
中学校 個別懇談会③
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 13:15～13:30受付
少年バレーボール教室
社会体育館　18：30～

小学校 個別懇談会②
中学校 個別懇談会②
セルフマッサージ教室

　中央公民館　9：30～
・離乳食教室（11・12か月コース）

Ｈ30年12月、H31年1月生
保健センター
9:45～10:00受付

小学校 個別懇談会①
中学校 個別懇談会①

・特設人権相談
　中央公民館　10：30～
　BCG

生後5か月～1歳のお誕生日の前日まで
保健センター
13:15～13:30受付

2歳児歯科検診
H29年9・10・11月生
保健センター
13:00～13:15受付

可燃ごみ

あひるクラブ  クリスマス会

12月

霜月絵手紙の会

燃やさないごみ（不燃ごみ）　毎週水曜　６：００～８：００
資源物収集 
・第２木曜日 収集時間は地区により異なります。
・第３土曜日　７：３０～１０：３０　役場駐車場
粗大ごみ収集
・2日（払沢、中新田）　
・9日（大久保、柳沢、八ッ手）　
・16日（柏木、菖蒲沢、室内、やつがね、南原）

・子育てサロン　毎週火曜・木曜・金曜日
　１０：００～１２：００　図書館２階
　　（※今月31日はお休みします。）

　　八ヶ岳美術館企画展　県宝　縄文のアーティスト展

　　12月7日～3月22日

　原村星空のイルミネーション　11月中旬～12月下旬

　　小・中学校　年末年始休業　12月２8日～1月7日

今月のごみの収集

今月の納税等 
●納期限　１２月２５日（水）　

・固定資産税４期　・国民健康保険税（普通徴収９期）

・後期高齢者医療保険料（普通徴収９期）

・介護保険料（普通徴収９期）

収集曜日

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
）

地区名（時間６：００～８：００）

可燃ごみ可燃ごみ 可燃ごみ可燃ごみ可燃ごみ

休 図書館

休 社会体育館

休 八ヶ岳自然文化園 休 八ヶ岳美術館
休 八ヶ岳美術館

休 八ヶ岳美術館

休 八ヶ岳美術館 休 八ヶ岳美術館


	10月
	11月
	12月

