
カルチャーセンター  生涯学習大学

【第2回】「対人魅力の社会心理学」
　人が人を好き、または嫌いに
なるときに、何が影響している
のか。どのような関係が発展し
ていくのか。そこには、他者に
抱く好意、尊敬、愛情など、さ

まざまな感情を含んだ評価…「対人魅力」が関わってい
ます。
　今回の講座では、人はどのように対人魅力を感じるの
か、対人魅力がどのような要因の影響を受けるのか、社
会心理学の立場から考えていきます。

日時…3月24日（土） 午後1時30分～
講師…清泉女学院大学 人間学部 専任講師
　　　石井 国雄さん
場所…イルフプラザ・カルチャーセンター 多目的ホール
申込み…カルチャーセンター窓口、または電話にてお申
し込みください。

聴講無料

活
の
泉

マンスリー　　　　トピックス

「まちの活力」「ひとの活力」
今月の快活生活通信

　日本の伝統楽器「お箏」に挑
戦してみましょう。お箏は難し
そう…？まずは始めてみませ
んか。初心者も大歓迎です。
脳活にもいいですよ！

カルチャーセンター ・ 「桐の会」 共催講座

チャレンジ！お箏
こ と

講座

期日…4月9日・１6日・２3日、5月7日・14日
　　　毎回月曜日（全5回）
時間…午前9時30分～１１時30分（毎回）
対象…16歳以上の人 
定員…10名（先着順。定員になり次第締め切り）
場所…カルチャーセンター 第1和室
講師…山田ちづ子さん、山田夕紀さん、「桐の会」のみな
さん 
受講料…1,000円
持ち物…箏の爪（ない人は初日に購入可能。3,000円）
申込み…3月8日（木）午前10時から、カルチャーセンター
窓口にて受付。受講料を添えてお申し込みください。
受付初日は電話による申し込みはできません。4月5日
（木）締切。
※箏はカルチャーセンターで用意します。
※正座の苦手な人はいすで練習できます。

申込み・問合せ●イルフプラザ・カルチャーセンター
☎２４ー８４０4

申込み・問合せ●イルフプラザ・カルチャーセンター
☎２４ー８４０4

　サポートファーム事業は、農業を始めたい、野菜栽培の知識を身につけたい、じ
ょうずに野菜を作りたいなど、農業に関心を持っている市民のみなさんが、農業の
基礎を習得する場です。管理者の指導のもと、楽しくわかりやすく、野菜づくりの
基礎を学べます。
場所…市民体育館駐車場西側
面積…１区画約３０㎡
定員…個人またはグループ（４名以内）14組
対象…野菜栽培初心者、基礎から学びたい人（市内在住者優先）で、
講習日以外にも自分の区画を世話できる人
費用…年間5,000円（種苗代別途）
※栽培作物は管理者が指定（ジャガイモ、キュウリ、ナス、ネギ、トマトなど約２０種類）。

スケジュール…４月～１0月の活動期間内に、１3回の講習会（月２回程度）を実施します。
利用者は研修を受けながら、自分の区画で野菜づくりを実践します。
募集期間…３月1日（木）～１４日（水）
申込み…窓口または電話にてお問い合わせください。 

申込み・問合せ●農林水産課(内線1486・1487) 

サポートファーム事業  参加者募集
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問合せ●岡谷市ひとり親家庭福祉会事務局（社会福祉課内　内線１２５9）

期日…５月19日（土） 
集合・出発…午前5時（集合次第出発）
帰着…深夜24時頃（予定）
目的地…東京ディズニーシー（千葉県浦安市）
対象者…市内在住の母子家庭・父子家庭および児童扶養
手当を受給している家庭の親と子（ 4月1日現在、満4歳
～高校生、保護者が必ず同伴すること）・寡婦会員
　☆次の家庭を優先します。

小学校６年生のいる家庭／中学校３年生のいる家庭／高
校生がいて過去この行事に参加したことのない家庭／平
成29年度市ひとり親家庭福祉会の総会、各行事に参加
した人／参加当日のお手伝い役員を引き受けてくれる人

募集人員…親子80名（定員を超えた場合は抽選で決定）
参加費…大人6,500円、中学・高校生6,000円、4歳～小
学生5,000円（バス代・パスポート代・保険料を含む）
※会員以外は1家族3,000円プラス
※食事・飲み物は各自で用意
申込み受付…4月2日（月）～11日（水） 
　午前８時３０分～午後５時15分（土・日は駅前出張所で対応）
申込み方法…社会福祉課、3支所、駅前出張所の各窓口に
て受け付けます。窓口に備え付けの申込用紙に必要事項
を記入のうえ、提出してください。
※キャンセル料…1週間～3日前まではツアー会社指定のキ
ャンセル料、2日前～前日は全額負担となります。

ひとり親家庭のみなさんへ おかやハッピークラブに参加しませんか？
　岡谷市ひとり親家庭福祉会では、ひとり親家庭相互の交流と親子のふれあいを深め、児童の健全育成、母子・
父子福祉の向上のため、ひとり親家庭等福祉事業（おかやハッピークラブ）を実施します。

【新規会員募集中】（年会費1,000円）
　当会では、この事業を通じ会員相互の交流と親睦を深めるとともに、福祉制度の活用法や新しい情報を発信していま
す。仲間づくりの輪を広げて、手を取り合って楽しい子育てをしていきましょう。詳しくはお問い合わせください。

問合せ●都市計画課（内線1332）

平成29年度  第2回まちづくり連続講座
「空き家と上手につきあおう！」

　岡谷市でも増加しつつある空き家を適正に管理し、活
用するために「空家等対策計画」を策定します。空き家対
策への理解を深め、空き家との上手なつきあい方をこの
機会に考えてみませんか。
　高校生のときに空き家を相続し、その後も建物に関わ
り続ける瀬川 翠さんの講演の後、意見交換も行います。
事前申し込みは不要、直接会場にお越しください。

日時…3月10日（土） 午後1時30分～３時30分
場所…イルフプラザ・カルチャーセンター 多目的ホール
〈内容〉
1. 事業報告…岡谷市の空き家対策
2. 講演
『小さなはじまり、まちへの拡がり』
講師…瀬川  翠さん
（東京吉祥寺のシェアハウス「アンモナイツ」大家、設計事務
所代表、横浜国立大学大学院 都市イノベーション研究院 
博士課程在学中）

3. 意見交換

申込み・問合せ●都市計画課（内線1375）
Eメール toshikei@city.okaya.lg.jp

空きない未来プロジェクト
「第１回 空き家見学会」

　空き家など遊休不動産の活用による地域の活性化
をめざして、空き家を見て回りながら、地域の魅力や
空き家の使い方などを考える「空き家見学会」。
　今回は本町周辺の空き家を歩いて回ります。空き家
のリノベーションに興味がある、空き家に住みたい、
お店を開きたい、まちのおもしろいところを探したい…
そんなみなさんの参加をお待ちしています。

日時…3月18日（日） 午後1時集合～３時30分
集合場所…vege cafe 兎舎 
　　　　　（岡谷市民病院前・旧シャルドンネ）
定員…15名程度（先着順）
参加費…無料（別途、兎舎でワンドリンクオーダー）
持ち物…筆記用具、スリッパ、汚れてもよい服装
申込み…電話またはEメールにて、氏名・電話番号・
参加人数をおしらせください。
主催…空きない未来プロジェクト

参加無料
申込み不要
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★グリーン化特例による軽課税率について
標準税率対象車両のうち、環境負荷の少ない車両は軽自動
車税が軽減され、年税額が右表のとおりとなります。各燃費
基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。
【Ａ】 電気自動車など  
【Ｂ】 乗用：平成32年度燃費基準+30％達成車
　　貨物：平成27年度燃費基準+35％達成車  
【Ｃ】 乗用：平成32年度燃費基準+10％達成車
　　貨物：平成27年度燃費基準+15％達成車

平成30年度の軽自動車税について

問合せ●税務課（内線1122）

　平成29年４月から平成30年３月までに新車登録を受けた三輪以上の
軽自動車のうち、一定の基準を満たした車両は、平成30年度分の軽自
動車税が1年間に限り軽減されます。

【軽自動車税の減免制度】
　身体や精神に一定の障がいのあ
る人、またその人と生計をともにし
ている人が所有する軽自動車など
は、申請により軽自動車税を減免
する制度があります。期限までに、
税務課窓口で申請の手続きをして
ください。
申請期限…5月24日（木）
※ただし障がいの等級などによって
対象にならない場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

　武井武雄生誕120周年事業の一環として作成した、ご当地ナンバーを交付しています。
童画の王様・武井武雄の代表作の1つ「ラムラム王」を配したデザインで「童画のまち岡谷」
をアピールしましょう。
※詳しくはお問い合わせください。

【廃車、名義変更などの手続きはお早めに】
　軽自動車税は、4月1日現在の軽自動車、原動機付自転車などの所有者に1年
分の税金がかかります。
軽自動車などを購入また
は売却したとき、名義や住
所が変わっている場合な
どは、手続きを3月末まで
にお願いします。詳しくは、
右表の該当機関へお問い
合わせください。

新車登録の時期 平成27年4月1日以降 平成17年4月1日～
平成27年3月31日 平成17年3月以前

車両区分／税率 標準税率（★） 旧税率 重課税率
軽三輪 3,900円 3,100円 4,600円

軽四輪
乗用

自家用 10,800円 7,200円 12,900円
営業用 6,900円 5,500円 8,200円

軽四輪
貨物

自家用 5,000円 4,000円 6,000円
営業用 3,800円 3,000円 4,500円

車両区分／税率 【A】 【B】 【C】
軽三輪 1,000円 2,000円 3,000円

軽四輪
乗用

自家用 2,700円 5,400円 8,100円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円

軽四輪
貨物

自家用 1,300円 2,500円 3,800円
営業用 1,000円 1,900円 2,900円

原動機付自転車、小型特殊自動車に

 「ラムラム王」をつけて走りませんか？

車　種 手続きの窓口・問合せ
●原動機付自転車等
　（125ｃｃ以下のバイク）

市役所税務課
（内線1122）

●軽四輪・軽三輪自動車 軽自動車検査協会
☎０５０-3816-1855

●軽二輪自動車
　（250ｃｃ以下のバイク）

軽自動車協会
☎0263-58-3220 

●小型二輪自動車
　（250ｃｃを超えるバイク）

長野陸運支局
☎０５０-5540-2043

⬇

【軽自動車（四輪・三輪）】
　新車登録を受けた時期（車検
証上の初度検査年月）により、右
表のとおり税率（年税額）が異な
ります。
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♣おおきくなったね会（申し込み不要）
おおきくなったことをみんなで喜び、歌や手遊びなどを
楽しみましょう。
期日…3月12日（月） 
時間…午前10時30分～11時15分
対象…子どもと保護者
講師…こどものくにスタッフ・「おおきなおはなしたまご」
の先生

参加無料

3月のイベント

問合せ●こどものくに ☎２4ｰ8403

楽しい行事を毎月実施！  申し込み不要です。
3月 2日（金） 午前11時～ リズム運動遊び・誕生会
　   8日（木） 午前11時～ つくっちゃおう
　   9日（金） 午前10時30分～ 双子のおしゃべり会

　  14日（水）
午前10時～ 子育て相談（要予約）
午前11時～ 食べるのだいすき！

　  15日（木） 午前10時30分～ ベビーマッサージ
　  22日（木） 午前10時30分～ もぐもぐ相談
　 26日（月） 1日中いつでも ぺったんこの日

こどものくにへ遊びに行こう！
利用できる人…０歳～３歳までの子どもと
その保護者。兄弟は就学前の子ども
まで一緒に入館できます。
利用料…利用者登録200円
【カード更新のおしらせ】
　現在の黄緑色のカードは3月31日まで使えます。4月
1日からはオレンジ色の新しいカードになります。登録を
更新してください。

　　 問合せ●岡谷駅前自転車駐車場 ☎24ｰ5258
　　　　　　 商業観光課（内線1452）

岡谷駅前自転車駐車場を
ご利用ください
利用時間…午前5時30分～午後12時
　　　　　（管理人対応は午前6時30分～午後9時）
使用区分…自転車・原動機付自転車
受付場所…岡谷駅前自転車駐車場 窓口（中央町1-1-3）
※平成30年度新入生の募集は、3月28日（水）午後1時
より随時受付

【料金】

　厚生年金や共済組合などに加入している会社に勤める配偶
者（第２号被保険者）に扶養されている人（第３号被保険者）が、
配偶者の退職や本人の収入の増加によって、扶養から外れた
場合には、第１号被保険者への届出が必要になります。
　この届出が２年以上遅れ、国民年金の保険料が未納となる
期間が発生すると、年金を受け取れないなどの事態を招くこと
もあります。このような時、届出によってこうした事態を回避
できる場合があります。（受給資格期間に算入。ただし、年金
額には反映されません。）　詳しくは、お問い合わせください。

問合せ●岡谷年金事務所 ☎２３-３６６１

国民年金の第３号被保険者から
第１号被保険者への届出が遅れたとき

「平成30年度 健診等窓あき封筒」へ
掲載する広告を募集します
　医療保険課、健康推進課では、来年度の特定健
診、後期高齢者健診発送窓あき封筒に有料広告を
掲載します。健診の受診券等の発送封筒は、健診
受診対象者に通知するため、大きな宣伝効果が期
待できます。ふるってご応募ください。

規格・数量…健診用窓あき封筒（角形20号Ａ４判）
　裏面広告枠（縦４㎝×横10㎝）10枠
　発送枚数：12,000部
掲載料…１枠３万円
使用期間…平成30年度（平成30年5月～１0月）
掲載できない広告…法令や公序良俗に反するもの。
政治、選挙、宗教、風俗に関連するもの。社会
的主義主張。美観風致を害するもの。
応募方法…医療保険課、健康推進課に募集要項と
申請書がありますので、おたずねください。
応募締切…3月23日（金）

問合せ●医療保険課（内線１１８６）
　　　　健康推進課（内線1181）

一時使用
自転車

一般 100円
通学 100円

原動機付自転車 150円

定期使用

1か月
自転車

一般 1,500円
通学 1,000円

原動機付自転車 2,000円

6か月
自転車

一般 8,100円
通学 5,400円

原動機付自転車 10,800円

1年
自転車

一般 15,000円
通学 10,000円

原動機付自転車 20,000円
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