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■採用予定日……平成18年４月１日 
■試　験　日……７月24日（日）　■試 験 会 場……岡谷市役所 
■受 験 手 続 
　▽申 込 先……総務部総務課 
　▽受付期間……７月１日（金）まで 
　　　午前８時30分～午後５時15分〈土・日除く〉 

　　　申込みは、受験者本人が直接してください。 

■試験区分・受験資格 

上　級 

中　級 

初　級 

上　級 

中　級 

一般事務 

土木技術者 

建築技術者 
一般事務 
（学芸員） 

一般事務 

一般事務 

保健師 

保育士 

若干名 

若干名 

若干名 

昭和53年4月2日以後に出生し、大学卒業または平成18年3月卒業見込の人（ただ
し大学院は、課程修了年数分を本人の生年月日に加算して上記に該当する人） 

上記受験資格を満たすとともに、学芸員（考古学専攻者に限る）の資格を有する
人または平成18年３月同資格取得見込の人 

昭和55年4月2日以後に出生し、短大卒業または平成18年3月卒業見込の人（2年
制以上の専門学校卒業・見込者含む。ただし大学卒業・見込者は不可） 

昭和57年4月2日以後に出生し、高等学校卒業または平成18年3月卒業見込の人（た
だし大学、短大および中級扱いの専門学校卒業・見込者は不可） 

昭和53年4月2日以後に出生し、保健師免許を有する人または平成17年度実施の
国家試験で同免許取得見込の人 

昭和55年4月2日以後に出生し、保育士の資格を有する人または平成18年３月同
資格取得見込の人 

平成17年度  岡谷市職員採用試験受験者募集 

※詳しくは「受験案内」がありますので、総務
課までお問い合わせください。 
※岡谷市ホームページ 
　http://www.city.okaya.nagano.jp/から「受
験案内」・「受験願書」・「履歴書」をダウンロ
ードすることができます。    

■問合せ　総務課（内線1555） 524－0689

試験区分 
区　分 職種 

採用人員 受　　験　　資　　格 
（共通…採用後、岡谷市内に長期間居住する人） 

◆接種対象者 
　満３歳から７歳半までの方と小学４年生および中学３年生 

◆中止理由 
　５月30日に厚生労働省から、現行の日本脳炎ワクチンの
使用と重症のＡＤＥＭ（急性散在性脳脊髄炎）に因果関係が
あるので、接種を差し控えるよう勧告がありました。なお、
国では現在、改良型のワクチンを開発中であり、その供給の
めどがつけば接種を再開する予定とのことです。（時期は未定） 

◆特に接種を希望する場合 
　日本脳炎に感染するおそれが高いと認められる方（流行地、
東南アジア等への渡航、蚊に刺されやすい環境にある）等で、
特に接種を希望する場合は、職員・医師などから説明を受け、
効果・副反応をご理解いただいたうえで、保護者の方の接種
の同意があれば、現行の日本脳炎ワクチンを接種することは
できます。詳細は、６月30日（木）までに健康推進課へお問
い合わせください。 

◆注意事項 
　一般的な注意として、屋外へ出かける時には、できる限り
長袖、長ズボンを身につけるなど、ウィルスを持った蚊に刺
されないよう十分な注意をしましょう。 

～今年度計画していました定期の日本脳炎予防接種を中止します～ 

日本脳炎ワクチン接種に係わるＱ＆Ａ 
Ｑ：今回の措置により、日本脳炎が流行すること
はありませんか？ 
Ａ：日本脳炎はヒトからヒトへの感染ではなく、
日本脳炎ウィルスを媒介する蚊が感染源となり
ますが、媒介蚊に刺されたからといって、必ず
しも発病するものではありません。また、わが
国では1970年代以降疾患数は著しく減少しま
したが、その理由としては予防接種の普及の他
に、蚊のウィルス保有率の減少、環境改善によ
る蚊に刺される機会の減少など複数の要因の組
み合わせの結果と考えられています。 
　そのために国内の多くの地域では、予防接種
を行わなくても直ちに流行する機会は著しく減
少していると考えられます。また、すでに予防
接種をうけている年齢層では、ある程度の免疫
を持っていると考えられます。 
　これらのことから、本年予防接種を受けるべ
き年齢の方が予防接種を、受けなくても日本脳
炎に感染し発病する機会は極めてまれと考えら
れます。　　　　（提供：厚生労働省健康局） 【問合せ】健康推進課　保健予防担当（内線１１８１） 

　　　　　1２３－６１４１（直通） 

日本脳炎ワクチン接種の中止について 日本脳炎ワクチン接種の中止について 
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岡谷市役所  1２３－４８１１・5２３－５０２２（広報直通） 

市政懇談会 
市内

５会場で

開催!!

　市政懇談会は、市民のみなさんとの対話により、まちづくりを進めるために開催します。 
　今回は17年度の主な事業と、今後の岡谷市のまちづくりについて、市民のみなさんと行政が協働して進めて
いる「行財政改革プラン」等について、みなさんのご意見・ご提言をいただきながら市長と懇談を行います。ぜ
ひ、お近くの会場にご参加ください！ 

■時　間…午後７時～８時30分 
　　　　　※７月８日（金）のみ午後１時30分～３時 
☆お問い合わせは、地域振興課（内線１１４７） 

■日　程 

1 
8 
11 
13 
14

金 
金 
月 
水 
木 

カノラホール　小ホール 
イルフプラザ・カルチャーセンター 
川岸支所 
湊支所 
長地支所 

７ 

月 日 曜日 会　　　　　場 

◇こどものくに（健康・食事・歯・育児等の相談） 
　　日　時…４日（月）午前10時～正午 
　　場　所…こどものくに（イルフプラザ４階） 

◇イルフプラザ（健康・食事・歯・育児等の相談） 
　　日　時…10日（日）午後１時～３時30分 
　　場　所…１階エスカレーター横 

◇ロマネット（健康・育児相談） 
　　日　時…15日（金）午後１時～３時30分 
　　場　所…２階休憩室 

まちの保健室 まちの保健室 

■乳幼児健康診査 
 
 
 
　u受　付…午後１時～１時40分 
　u持ち物…母子手帳、おたずね用紙 

■2歳児にこにこ教室 
　u日　時…７日（木）14日（木） 
　　　　　　午前９時30分～10時受付 
　u該当児…平成15年６月生まれ 
　u地区割…７日は今井、小井川、長地地区 
　　　　　　14日は上記地区以外 
　u持ち物…母子手帳、タオル、歯ブラシ、おたずね用
　　　　　　紙２枚（なかよし教室・むし歯予防教室） 

■すくすく学級（離乳食の教室） 
　〈完了期〉 
　u日　時…８日（金）午前９時50分集合 
　u該当児…平成16年７～８月生まれ 
　u持ち物…母子手帳、タオル 

■BCG接種 
 
 
　u受　付…午後１時30分～２時20分 
　u持ち物…母子手帳、予診票 

■健康相談（一般の人を対象） 
　u日　時…４日（月）午前９時～11時30分 

■育児相談　◎母乳相談あり 
　u日　時…11日（月）午前９時30分～11時 

保健センター 健康推進課 
（内線1191） ７月の保健日程 ７月の保健日程 

区　分 期　日 該　当　児 
 6 日（水） 
13日（水） 

15年12月生まれ 
14年 6 月生まれ 

１歳６か月児 
　３　歳　児 

期　日 該　当　児 
12日（火） 17年４月生まれ 

「市長と我がまちトーク」 「市長と我がまちトーク」 「市長と我がまちトーク」 
～特色ある自立のまちづくりを目指して～ 



　「みんなが主役！市民総参加のまちづくり講座」が開講し、16
人の受講生が自分が抱く「まちづくり」を語りました。まちづく
りの疑似体験や話し合いを重ね、市民総参加のまちづくりリーダ
ーとして活動できるよう、８月まで７回の講座が行われます。 

　晴天の空の下、第33回諏訪地区障害者スポーツ大会
とスポーツ教室が岡谷東部中学校をメーン会場に約
200人が参加して開催されました。同校校庭では、100
ｍ走やソフトボール投げ、パン食い競争などが行われ、
アスリートたちが交流を深めながら日頃の練習の成果
を発揮し、競い合っていました。 

　恒例となった絹工房まつりが、「きぬのふるさと　岡谷
絹工房」を会場に行われました。会場には研修生や会員の

手による岡谷絹のネクタイ
や小物が並べられ、訪れた
人たちは手織りの素朴な風
合いを楽しんでいました。 
　また、機織体験や染色体
験も行われ、参加した方は
会員の指導を受けて、楽し
みながらも真剣な面持ちで
取り組んでいました。 

　さわやかな新緑のなか、全国から集
まった504人のランナーたちが沿道の
声援を受けながら、標高差300ｍの難
コースを走る一般の部や、中学生・小
学生の部に分かれ、号砲とともに元気
よくスタートし、健脚を競い合いまし
た。 

　すがすがしい初夏の早朝、市民約5,000人が参加し
て諏訪湖岸周辺の一斉清掃が行われました。湖岸にあ
るごみを、可燃物、不燃物、資源物に分別して回収し
たほか、アレチウリなどの除去も行いました。 
　また、小学生によるうなぎ・どじょうの放流があり、

美しい諏訪湖になることを
祈りました。 
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あいのかね　守って安全　帰り道　　　小井川小学校４年　溝　口　夕　妃 
不審者から　防犯ブザーで　身を守る　岡谷小学校６年　穂　刈　俊　輝 〈学年は平成16年度〉 
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この広報紙は地球にやさしい大豆油インキと古紙配合率100％再生紙を使用しています。 

■発行日／平成17年6月15日 
■発行編集／岡谷市企画部地域振興課 
　　　　　　10266－23－4811　50266－23－5022 
　　　　　　〒394－8510　長野県岡谷市幸町８番１号 
■岡谷市ホームページアドレス 
　http://www.city.okaya.nagano.jp/ 
■印　刷／株式会社　美謄堂 

●人　口　　54,986人　（＋ 4） 

　　　男　　26,898人　（＋ 9） 

　　　女　　28,088人　（－ 5） 

●世帯数　　20,101世帯（＋47） 
　　　　　　　　　　（　）内は前月比 

人口のうごき 平成17年６月15日号 
毎月１日・15日発行 

平成17年５月１日現在 

［市章］ 

◆市の木　いちい　　◆市の花　つつじ 

感動のステージへ… 
　『カノラ』（ラテン語）高らかに響き渡る「最良な響きで聴こえ
ること」をテーマとしたこのホールのネーミングは、文化創造を
「高らかに美しい声」で歌い上げるイメージを表現しています。 

※予定ですので、都合により変更になることがあります。ご確認
の上、お越しください。 

〈岡谷市文化会館〉 

124－1300　524－1412

期　日 イ　ベ　ン　ト　名 開　演 問　合　せ 

13:30～ 
市環境安全課 
123－4811

17（日） 岡谷市安全市民大会 

19:00～ カノラホール 22（金） 
森山良子 
コンサートツアー2005

18:30～ 
MIN-ON長野 
1026－229－9100

23（土） カブミ国立舞踊団 

9:20～ 
長野県学校合唱大会 
152－1933

29（金） 
長野県学校合唱大会 
南信Ａブロック大会 

13:00～ 
琴修会 
122－1863

31（日） 大正琴発表会 

13:00～ 
諏訪地区童謡唱歌の会 
173－3246

３（日） 
諏訪地区童謡唱歌を楽しむ 
集い 

期　日 イ　ベ　ン　ト　名 開　演 問　合　せ 

６（水）～ 
　８（金） 

７月の予定  大ホール 

小ホール 

19:00～ カノラホール ２（土） 
カノラウィークエンドコンサート 
宮本徳二ギターリサイタル 

15:00～ 
音楽広場「One Love」 
153－0098

３（日） みんなのコンサート 

19:00～ 
市地域振興課 
123－4811

１（金） 市長と我がまちトーク 

9:00～ 
向山伊保江 
128－2797

向山伊保江　七宝焼個展 

18:30～ 
(社)諏訪圏青年会議所 
154－6980

12（火） 青少年育成事業セミナー 

13:30～ 
市生涯学習企画課 
123－4811

９（土） 
男女共同参画 
おかや市民のつどい 

13:30～ 
矢崎いずみピアノ教室 
157－3586

17（日） 
矢崎いずみピアノ教室 
発表演奏会 

18:30～ 
長野県ダンス教師協会 
127－6218

17（日） チャリティダンスパーティー 

18:30～ 
炭ズ制作部 
103－3308－2868

30（土） SCHOOL SPARK

13:00～ 
岡谷市芸能連盟 
123－5251

31（日） 第32回おかやフェスティバル 

第5回ピアノ『夢』リサイタル 出演者募集について 
9月11日（日）午後2時開演 入場無料 

　あなたもカノラホールのステージで、あのスタインウェイ
を弾いてみませんか？今年で５回目を迎える『夢』リサイタ
ル。スペシャルゲストにピアニストの稲葉瑠奈を迎え、ワン
ポイントアドバイスとミニコンサートを開催いたします。皆
さん奮ってご応募下さい。 

～募集要項～ 
【公演日時】9月11日（日） 
　午後2時開演 
【募集対象】20歳以上のアマチュアの方 
【募集人数】ソロ・連弾あわせて12組（応
募者多数の場合は抽選となります） 

【応募方法】①お名前②ご住所③お電話
番号④年齢⑤性別⑥演奏曲目⑦作曲
者名⑧応募動機を会館備え付けの応
募用紙に記入し、持参・郵送・FAX、
または当館ホームページの登録フォ
ームにて受付いたします。 

【応募締切】7月18日（祝）必着 

～新しい風のささやき～ 

宮本徳二 ギターリサイタル 
～マエストロ・イエペスとの対話～ 

7月2日(土)　午後7時開演 
全席自由2,000円 
高校生以下1,500円 

チケット好評発売中につき 
残席わずか！お早めに!!

森山良子コンサートツアー2005

7月22日（金）午後7時開演 
全席指定6,000円 

ふれあいたいむ
ふれあいたいむ
ふれあいたいむ


