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５年度市立幼稚園児を募集します

市立幼稚園に入園を希望するお子さんを募集しま

お知らせ

8
2022

No.343

農家の皆さんへ補助金のお知らせ

①の補助金は、主食用米を生産・販売している農家

す。期間内に、希望する幼稚園にお申し込みください。

の方が対象です。

◆幼稚園の名称と所在地

②の補助金は、すべての農家の方が対象です。

幼稚園名

所在地
電話番号
送迎バス範囲
新石下4365
石下地区・玉地区
おひさま
㉑5587
豊田地区
幼稚園 （石下総合福祉
センター内）
岡田地区
にじいろ
鴻野山157
㊹5701
飯沼地区
幼稚園 （石下西公民館東側）

対象者市内在住の幼児
（市内に住民登録があること）

※①と②は、要件を満たす方であれば、それぞれの
受給が可能です。ぜひご活用ください。
①水田農業経営支援事業
事業趣旨

今までに米価下落の影響を受けた水稲生産者
の営農負担軽減を目的に、次期作における農
業用資材等経費の一部として補助金を交付す
る事業です。

対 象 者

市内に住所を有する農家個人または農業法人

要

件

○令 和４年度水稲生産実施計画（営農計画書）
を提出している方
○主 食用米を10a 以上耕作し、かつ生産調整
達成者
○市税などに滞納がない方

交 付 額

10a あたり3,000円
※計 画書の
「水稲生産数量目標に相当する数
値」
を上限に交付します。
※1,000円未満の端数は切り捨てになります。

申請期間

10月３日（月）～５年１月31日（火）

交 付 日

各受付月の翌月を予定しています。
※初回交付日は12月になります。

○５歳児（１年保育）
…平成29年４月２日～平成30年４月１日生まれ
○４歳児（２年保育）
…平成30年４月２日～平成31年４月１日生まれ
○３歳児（３年保育）
…平成31年４月２日～令和２年４月１日生まれ
持物○印鑑

○世帯全員の個人番号が分かるもの

（マイナンバーカード、通知カードなど） ○申請者
の身分証明書（運転免許証、在留カードなど）
○入園願書など
（市ホームページからダウンロード
できます。申し込み当日に幼稚園で記入も可能です）
※預かり保育利用で無償希望者は、面接時に就労証
明書の用紙など、申請書類一式を配布します。
申込９月５日（月）～９日
（金）の13時30分～16時に、
入園を希望する幼稚園へ直接お申し込みください。
面接日時５年１月13日
（金）
受付時間９時～９時30分
面接場所申し込みをした幼稚園にお越しください。
その他無償化については、申し込み時に資料を配布
します。また、市ホームページからも確認できます。
石 学校教育課
（内
問入園を希望する各幼稚園または○

線8231）

お知らせ

２学期分の学校給食費を無料化

コロナ禍における原油や物価の高騰が続く中、子
育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とし
て、市内公立の小中学校に通うお子さんの学校給食
費保護者負担分を市が負担し、２学期分
（９月分～
12月分）を無料とします。
※５年１月分からの学校給食費は保護者負担となり
ます。
問豊岡学校給食センター
玉学校給食センター

㉔3949
㊷2369

常総市役所

①水田農業経営支援補助金申請書兼請求書
（様式第１号）
手 続 き
②申請者名義の振込先口座の通帳などの写し
（提出書類）
③令 和４年度に主食用米を出荷・販売したこ
とが分かる書類
提 出 先

㊌農政課（受付は平日８時30分～17時）

②農業者向け原油価格・物価高騰対策支援事業
事業趣旨

施設園芸の暖房費のほか、肥料代など物価高
騰による農業者への影響を緩和するため、補
助金を交付する事業です。

対 象 者

市内に住所を有する農家個人または農業法人

要

○令和３年分で農業収入を15万円以上申告し
た農業者
○販売実績がある農業者
○今後も営農を継続する意思がある農業者
○市税などに滞納がない方

件

交 付 額

一律５万円

申請期間

10月３日（月）～５年１月31日（火）

交 付 日

各受付月の翌月を予定しています

①農 業者向け原油価格・物価高騰対策支援補
助金申請書兼請求書（様式第１号）
手 続 き ②申請者名義の振込先口座の通帳などの写し
（提出書類） ③令和３年分農業収入を申告したもの
④令和３年に農畜産物を販売したことが分か
る書類
提 出 先

㊌農政課（受付は平日８時30分～17時）

問㊌農政課
（内線2320・2321）
石 ＝石下庁舎
㊌＝本庁舎、議会棟 ○
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9月の日曜開庁 本庁舎…4日・18日、石下庁舎…11日・25日
石暮らしの窓口課
開庁時間…８時30分～12時 問㊌市民課
（内線1110）
、
（内線8011）
○

お知らせ

農業振興地域整備計画の総合見直
しと農用地利用計画変更の受け付
け停止

パソコンやスマートフォンを使って、簡単にインタ
ーネットで回答することもできます。
問㊌デジタル推進課
（内線4330）

市では「農業振興地域の整備に関する法律」
に基づ
き
「常総農業振興地域整備計画」
を定めています。
現在の計画は見直す時期を迎えていることから、

お知らせ

今年度から基礎調査を開始し、令和５年度に総合見

対象業者

直しを実施します。

①本店の所在が市内にあり、保険業を主としている

通常、年２回
（５月と11月）農用地区域からの除

専業代理店であること。

外および農用地区域への編入の受付を行っています

②保険会社と損害保険代理店委託契約を結んでいる

が、今回の総合見直しに伴う事務手続きにより、令

個人または法人であり、代理店の所在地を管轄す

和５年度中は除外・編入・用途変更の受付を停止し

る財務局に登録をしていること。
③保険の格付けが格付会社
（S&P、JCR、R&I）によ

ます。
令和５年度に農用地区域からの除外などを検討さ

り A 以上のランクであること。

れている方は、今年の11月の申請に向けてご準備

④令和５・６年度入札参加登録に登録があること。

ください。

⑤代理店および代表者に市税などの滞納がないこと。

問㊌農政課（内線2320）

申込㊌資産活用課に用意してある①申込書兼誓約書

お知らせ

マイナポータルから国民年金
手続きの電子申請ができます！

今年の５月から、マイナポータルから国民年金手
続きの電子申請ができるようになりました。

と②損害保険代理店委託証明書に記入捺印して、９
月22日
（木）までにお申し込みください。
（市ホーム
ページからもダウンロードできます）
受付土日・祝日を除く、９時～17時
問㊌資産活用課
（内線3440）

対象の手続きは、①国民年金第１号被保険者加入
の届出、②国民年金保険料免除・納付猶予の申請、
③国民年金保険料学生納付特例の申請になります。
年金の受給などの手続きはできません。手続きに

お知らせ

地域交流センター東側駐車場
について

市民の皆さんに地域交流センターの駐車場として

はマイナンバーカードと、その受け取

ご利用いただいていた地域交流センター東側駐車場

り時に設定したパスワードが必要です。

については、民間企業へ長期的に貸し出すことにな
りました。

詳しくは、日本年金機構のホームペ
ージをご覧ください。
問下館年金事務所

お知らせ

日本年金機構HP

0296 ㉕0829

就業構造基本調査のお知らせ

今後、地域交流センターをご利用いただく際は、
石下庁舎の駐車場をご利用ください。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお
願いします。
問㊌資産活用課
（内線3400）

総務省統計局（茨城県・常総市）では、
10月１日現
在で就業構造基本調査を実施します。
この調査は、日本の就業・不就業の実態を明らか
にすることを目的としており、国が行う調査の中で
も特に重要なものとされる
「基幹統計調査」
です。

お知らせ

ニセ電話詐欺などの不審な電話に
注意！

身内や警察官などになりすまし、現金を振り込ま
せる詐欺事件や市役所職員を騙った医療費還付金詐

常総市では、水海道地区および石下地区の一部地

欺が多発しています。これを防止するため、自動通

域が対象となります。８月下旬から調査員が調査

話録音機を無償で貸し出します。この録音機は、家

をお願いする地域を巡回し、お住いの世帯の状況

庭の固定電話に取り付けて使用し、着信時に警告メ

（居住の有無など）について確認させていただきます。

ッセージを流します。また、会話を自動録音します

この結果をもとに９月中旬から、調査員が調査をお

ので、被害防止に役立ちます。ぜひご活用ください。

願いする世帯に伺いますので、調査の趣旨をご理解

貸出期間６か月間
（５年３月末日まで）

いただき、ご協力をお願いします。

対象者市内在住の、
65歳以上の方が居住する世帯

なお、より便利に皆さんにご回答いただくため、
2

公用車任意保険取扱業者の
受け付け

広報じょうそう お知らせ版 2022.8

※希望者多数の場合は、初めての方を優先し、抽選

「１に運動 ２に食事 ３に禁煙 最後にクスリ」 ９月は循環器疾患予防月間です。
循環器疾患（心疾患や脳血管疾患など）や生活習慣病（糖尿病や高血圧症など）の予防は、
生活習慣の改善がカギです。

を行います。
申込９月15日（木）までに、利用申請書
（申込先にあ
ります。また、市ホームページからもダウンロード
石
できます）に記入・押印し、㊌商工観光課または○

暮らしの窓口課へ提出してください。
問㊌商工観光課（内線2440）

フィットネスパーク・きぬ
（ほっとランド・きぬ）臨時休園
お知らせ
プールの水入替え、清掃および機械設備点検など
に伴い臨時休園します。
ご利用の方々には、ご迷惑をおかけしますが、ご

全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間

お知らせ

㉓3111

問保健推進課

法務省と全国人権擁護委員連合会は、いじめや児
童虐待など子どもをめぐる様々な人権問題の解決を

理解ご協力をお願いします。
期間９月５日（月）
～12日（月）
※９月13日
（火）から利用できます。
問ほっとランド・きぬ

https://hotlandkinu.com/

図るための人権相談活動を強化することを目的とし
て、全国一斉「子どもの人権110番」強化週間を実施
し、悩みを持ったお子様や保護者の方からの相談に

0296 ㉚4126

防犯・防災

甲種防火管理新規講習会を開催

日時10月13日（木）
・14日
（金）

応じます。
秘密は守られますので、安心してご相談ください。

場所ポリテクセンター茨城（水海道高野町591）
受付期間９月13日
（火）～15日
（木）９時～17時

日時８月26日（金）
～９月１日
（木）
８時30分～19時
（土日は10時～17時）

定員60人若しくは30人
費用5,800円（税込、テキスト代含む）

0120-007-110
相談員法務局職員、人権擁護委員

※常総地方防火協会加入事業所は5,300円。

その他上記期間以外にも、平日の８時30分～17時15

講習科目○防火管理の意義および制度

分に上記電話番号で相談できます。

○施設・設備の維持管理

問㊌人権推進課（内線2150）

よび教育

○火気管理

○防火管理に係る訓練お

○防火管理に係る消防計画

その他２日間の講習の全日程を受講しなければ、資

勤労者向け融資制度のご案内

お知らせ

格を付与することはできません。
申込・問受講申請書
（管内各消防署にあります。事

県では、中央労働金庫と提携して、勤労者などの

務組合ホームページからもダウンロードできます）

生活の安定を図るため、生活資金などを低利で融資

に、必要事項を記入し、直接下記窓口へお申し込み

しています。融資要件など、詳細はお問い合わせく

ください。

ださい。

※受講申し込みが定員を超えた場合は、抽選になり

◆申し込みできる方

ます。

〇勤労者の方

○常総地方広域市町村圏事務組合消防本部予防課

〇県内に原則として１年以上居住または勤務してい

（水海道山田町808） ㉓0904

http://www.jyouso-koiki.or.jp

る方
〇現在の勤務先に原則として１年以上継続勤務して
いる方

健康・医療

〇前年税込年収150万円以上の方
対 象

勤労者

失業者

育児・
介護休業者

使 途

冠婚葬祭・医療
教育費用など

生活資金

生活資金

金 利

1.6％

1.2％

1.5％

限 度

100万円まで

50万円まで

100万円まで

高齢者の無料歯科健康診査を実施

高齢者の口腔機能の低下や肺炎などの疾病を予防
するために、無料の歯科健康診査を実施します。
実施期間９月１日
（木）～12月31日
（土）
※歯科医療機関の休診日は除きます。
対象者後期高齢者医療の被保険者で、前年度に75歳、

※別途保証料率：年0.7％あり

80歳、85歳の誕生日を迎えた方（施設に入所されて

問最寄りの中央労働金庫
（県内）
または茨城県労働政

いる方などは対象となりません）

策課

029-301-3635

○昭和21年４月１日～昭和22年３月31日生まれの方
○昭和16年４月１日～昭和17年３月31日生まれの方
○昭和11年４月１日～昭和12年３月31日生まれの方
広報じょうそう お知らせ版 2022.8
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８月は
「新型コロナワクチン推進強化月間」
です。コロナウイルスに感染すると、
若い方であっても、重症化したり、症状が長引いたりすることがあります。
※対象の方に健診の案内を郵送しました。
健診内容①問診
衛生の状態
の状況

②歯の状態

かテスト

③咬合状態

⑤口腔乾燥の状態

⑦口腔機能評価

問〇常総地方広域市町村圏事務組合消防本部
④口腔

⑥歯周組織・粘膜

⑧呼吸の異常

⑩反復唾液嚥下テスト

水海道消防署

〇茨城西南広域消防本部
下妻消防署石下分署

⑨指輪っ

⑪事後指導
（セ

ルフケアの歯ブラシ指導）
など
受診場所健診の案内に同封の
「実施歯科医療機関一
覧」をご確認ください。
受診方法①予約（実施歯科医療機関に後期高齢者医

福

祉

㊷6123

住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金の申請を
忘れていませんか

【対象となる世帯】
①世帯全員の４年度住民税均等割が非課税である世

療歯科検診で受診することを伝えて予約してください）

帯
（住民税が課税されている方の扶養親族のみか

②受診（受診票内の問診項目を記入のうえ、当日は

らなる世帯は対象外）

保険証、受診券、受診票、健康手帳、歯ブラシをご
持参ください）
問茨城県後期高齢者医療広域連合事業課
保健資格班

029-309-1212

筑波大学附属病院 市民公開講座
「肝がんを学ぼう」
健康・医療
がんに関する正しい知識の普及啓発を目的に、
Zoom

②４年１月２日以降転入された方で、世帯全員の４
年度住民税均等割が非課税である世帯
③４年１月以降に新型コロナウイルス感染症の影響
で収入が減少し住民税非課税相当の収入となった
家計急変世帯
※なお、本給付金の支給を受けた世帯と同一世帯お
よび当該世帯などの世帯主であった方を含む世帯
は支給対象外

による市民公開講座を開催します。専門の医師がわ

支給額１世帯あたり10万円

かりやすく解説します。

提出書類①住民税均等割非課税世帯には７月に確認

日時９月11日（日）
14時～16時

書を送付いたしました。

対象者どなたでも参加できます。お気軽にお申し込

※紛失した世帯については、再発行しますのでお問

みください。

い合わせください。

参加方法オンライン
（Zoom を使用）
※ＰＣ、スマー

②③世帯は申請が必要です。

トフォン、タブレットからご参加ください。

申請方法必要書類を持参のうえ、申請してください。

費用無料

申請書類は窓口または市ホームページからもダウン

申込二次元コードから総合がん診療セ

ロードできます。

ンターのホームページへと進み、指定

必要書類〇本人確認書類
（運転免許証・マイナンバ

の申し込みフォームからお申し込みく

ーカード・健康保険証など）

ださい。
（９月４日締切）

〇金融機関の口座番号がわかるもの

問筑波大学附属病院総合がん診療センター

【②の方】
４
 年１月１日時点でお住まいの市町村が発

029-853-8096

「救急の日」および「救急医療週間」

健康・医療

９月９日は「救急の日」
です。９月９日を含む日曜
日から土曜日までの１週間は
「救急医療週間」
となっ

行する
『令和４年度住民税非課税証明書』
（転入された方全員分）
【③の方】
４
 年１月以降の任意の１か月の収入の状況
が確認できるもの
申請期限９月30日まで
問㊌社会福祉課
（内線4140）

ています。これは救急医療および救急業務に対する
国民の正しい理解と認識を深め、かつ救急医療関係
者の意識の高揚を図ることを目的として設けられた

相

談

納税相談

ものです。

休日相談９月４日
（日）
８時30分～12時

◆救急車の適正利用のお願い

夜間相談第２・４木曜日19時まで
（祝日を除く）

救急車の台数には限りがあります。緊急のけがや

4

㉓0911

場所㊌税務課

病気で、いつ自分の家族に救急車が必要になるかわ

持物直近の給与明細書３か月分、家計の収支が分か

かりません。尊い命を救うため、救急車の適正利用

るもの

にご理解ご協力をお願いします。

問㊌税務課
（内線1520）
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まだ１回も接種していない人も接種できます。ワクチン接種は、ご自身を守るだけでなく、大切な方を
守ることにもつながります。ご理解とご協力をお願いします。 問保健推進課（感染症対策室） ㊹7722

相

談

日時９月25日
（日）
10時～16時

健康相談

0120-567-301

※具体的なご相談は、相談会当日フリーダイヤルに
お願いします。

日時９月27日（火）
９時30分～11時

費用無料

場所保健センター

その他予約不要。秘密は厳守します。

費用無料

問茨城青年司法書士協議会
（担当：宮部）

その他電話相談も随時受け付けます。
申込・問９月26日
（月）
までに、
保健推進課

㉓3111

へお申し込みください。

相

談

029-297-5910
（相談以外の問い合わせ）

相

こころの健康相談

談

「法の日」司法書士法律相談会

茨城司法書士会では、下記会場による面談のほか、
電話による無料相談会を開催します。

日時９月14日（水）
13時～15時

日時10月２日
（日）
10時～15時

場所㊌議会棟２階小会議室

場所守谷会場…高野公民館
（守谷市高野935）

対象者本人、ご家族の方どなたでもご相談ください。

坂東会場…岩井公民館
（坂東市岩井3108）

相談員水海道厚生病院精神科医師

電話番号

費用無料

相談内容借金などのトラブル、土地建物、相続、成

申込・問９月９日（金）までに、㊌社会福祉課（内線

年後見、財産管理に関することなど

4132）へお申し込みください。

費用無料
その他予約不要。秘密は厳守します。

きらめき

相

談

0120-187-643

煌 出張相談

問茨城司法書士会

日時９月21日（水）
13時30分～16時30分

談

029-225-0111

ひきこもり相談

場所㊌議会棟２階小会議室

相

相談内容精神疾患・障がいにかかわる様々な困りご

茨城県ひきこもり相談支援センターでは、ご家族

と
（こころの病・体調に関する不安、人間関係の不安、

のひきこもり問題で悩んでいる方を対象に出張相談

障害福祉サービスの利用など）

を行います。

相談員精神保健福祉士
（地域活動支援センター煌）
費用無料
申込・問地域活動支援センターⅠ型
「煌」 ㉚3071

相

談

くらしの困りごと
何でもご相談ください

日常生活におけるちょっとした悩みごとや困りご

お一人で悩まずお気軽にご連絡ください。
日時９月28日
（水）
13時～16時

※相談１件50分

場所本庁舎１階市民ホール
対象者県内在住のひきこもり問題でお困りの本人や
ご家族の方
相談員県ひきこもり相談支援センター
費用無料

と、誰に相談したらよいかわからないことありませ

申込９月27日までに、電話またはメールで下記へ

んか？そんな時は、ライフサポートいばらきにお電

お申し込みください。

話ください。専任相談員がアドバイスまたは、専門

問茨城県ひきこもり相談支援センター
（筑西市西方

家・専門機関をご紹介します。

1790-29） 0296 ㊽6631

※秘密は厳守します。

※火～土曜日９時～18時
（祝日を除く）

日時月～土曜日10時～17時30分
（祝日を除く）
問ライフサポートいばらき

相

談

0120-786-184

養育費相談会

茨城青年司法書士協議会では、養育費に関する電

相

談

info@ibaraki.org

就職についての悩みや不安を
話してみませんか

日時９月７日・14日・21日・28日の毎週水曜日
13時～16時
場所ハローワーク常総内サポステブース

話相談会を開催します。養育費でお悩みの方、ぜひ

対象者就職の悩みがある15歳から49歳までの方ま

ご相談ください。

たは保護者・関係者
広報じょうそう お知らせ版 2022.8
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食料や生活用品を備えておきましょう！

食料や日用品などの備蓄は、災害対策だけでなく、自宅療養となった場合の備えとしても重要です。
10日分を目安として、事前のご準備をお願いします。
問保健推進課
（感染症対策室）

内容課題克服のためのセミナー、面接練習、履歴書

㊹7722
その他奨学資金は無利子です。学校卒業後１年間は

添削など。オンライン面談も行っています。

据え置き、その後10年間で償還していただきます。

相談員いばらき県西若者サポートステーション相談員
費用無料

市内に住所を有する成年者の保証人および連帯保
証人が必要です。

その他現在、サポステにて無料パソコン講座実施中
申込・問いばらき県西若者サポートステーション
0296 54 6012へ各相談日の前日までに、お申し

石 学校教育課に提出してください。
申込次の書類を○

①奨学生願書

②奨学生推薦書
（現在在籍している

学校に依頼） ③納税状況調査同意書

④奨学資金

込みください。

貸与に関する確約書

※火～土曜日9時30分～17時30分
（祝日を除く）

⑦在学証明書
（現在在籍している学校発行のもの）

http://www.iw-saposute.org

第８回

イベント

懐かシネマ野外上映会

懐かしの宝来館跡地で、野外上映会を行います。
愛と友情と絆をテーマとした映画です。
日時９月10日（土）
※少雨決行、荒天時11日
（日）
16時開場受付

⑤住民票謄本

⑥所得証明書

※①②③④の用紙は、市のホームページからダウン
ロードできます。
石 学校教育課
（内線8210）
問○

募

集

日本語講座を開催

日時10月７日～11月25日の毎週金曜日
（全８回）
19時～21時

18時上映開始
（約113分）

場所水海道宝町宝来館跡地

場所本庁舎１階市民ホール

上映作品合田雅吏、田中美里主演映画
「二宮金次郎」

対象者市内在住・在勤者で日本語を学びたい外国籍

座席数宝来館跡地駐車場に約200席

の方
（国籍は問いません）

入場料無料

内容〇50音の読み、発音、アクセント

問ロコレディ水海道事務所

㉒1377

㊌商工観光課（内線2450）

あいさつ

〇簡単な日常会話

４年度奨学生の追加募集

集

など

講師佐藤ローザ氏、他３人
定員20人

募

〇自己紹介、

※５人に満たない場合は、開催しません。

費用受講料2,000円
（初回に徴収します）
申込９月16日
（金）までに、日本語講座申込書に必

市では、奨学資金貸与基金を設置し、能力がある
にも関わらず経済的理由により、修学が困難な方に
対し学資資金を貸与しています。

要事項を明記し、メールまたは FAX で㊌市民と共
に考える課へお申し込みください。

問㊌市民と共に考える課
（内線2130） ㉓1848

募集期限９月30日（金）
まで

shiminkyodo@city.joso.lg.jp

対象者次のすべてに該当する方
①常総市民（市内に１年以上住所を有する方）
または
その子
②高等学校、高等専門学校または大学
（短期大学を

募

集

防災講演会を開催

日時９月16日
（金）
10時30分～12時

含む）に在学し、人物・学業ともに優れ、かつ学

場所生涯学習センターホール

資の支弁が困難と認められる方

内容市防災危機管理課、水海道消防署から、市の防

③本人および保護者
（親権を行う方、未成年後見人

災および応急処置などの講話

その他の方で、現に本人を監護している方）が市

費用無料

税を滞納していない方

問障がい者の防災を考える連絡協議会
090-4700-1490

④他の奨学金を受けていない方
募集定員２人程度
貸与金額○高等学校…………月額10,000円
○高等専門学校……月額20,000円
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募

集

がん予防講演会

※専門学校は対象外

日時10月11日（火）13時30分～15時（受付13時～

○大学・短期大学…月額30,000円

13時20分）

決定方法奨学生選考審査会で決定し、書面で結果を

場所保健センター

通知します。

内容
「がんの予防について」

広報じょうそう お知らせ版 2022.8

熱中症予防のため、
気温や湿度が特に高くなると予想される日（暑さ指数危険日）は、
防災行政無線でお知らせします
問保健推進課 ㉓3111
講師物井久氏（きぬ医師会病院副院長・外科科長）

持物室内運動靴、靴袋、飲み物、タオル、バスタオ

費用無料

ル、健康手帳など

定員先着30人

申込・問９月１日
（木）から保健推進課

申込・問９月１日（木）から保健推進課

㉓3111で

受け付けします。定員になり次第締め切ります。

申し込みを受け付けます。
※定員になり次第締め切ります。

募

脳トレ体操教室
「あなたもチャレンジ！
集
大人の脳トレ体操」

日時①10月３日（月）
９時30分～11時

㉓3111で

募

集

市民文化祭
第55回短歌大会

日時10月23日
（日）
10時開会
場所生涯学習センター会議室２
対象者どなたでも参加できます。

（受付９時～９時20分）

内容講師の講評・指導・優秀作品の表彰
講師岡本恵氏
（市内在住）

②10月17日（月）
13時30分～15時
（受付13時～13時20分）

費用2,000円
（昼食代含む）

※２回コースの教室です。

申込９月９日
（金）
必着で、任意の用紙に住所・氏名・

場所保健センター

未発表の短歌１首を記入し、参加費を添えて下記へ

対象者常総市民の方

直接持参してください。後日、詠草集を送付します。

定員先着15人

申込先太田きみ子

内容気楽に楽しくできる脳トレ体操

問短歌大会実行委員会・松崎

講師北澤有子氏
（AFAA マットサイエンスインスト
ラクター）

募

費用無料

集

〒300-2716大房225-5
㉓0882

市民文化祭
市民カラオケ祭

持物飲み物、タオル、室内運動靴、靴袋、健康手帳

日時10月22日
（土）
開演９時30分

など

場所生涯学習センター多目的ホール

申込・問９月１日（木）から保健推進課

㉓3111で

対象者市内在住・在勤の方

受け付けします。

定員先着130人

※定員になり次第締め切ります。

内容２コーラス

募

集

骨粗しょう症予防教室

費用2,000円
（弁当・お茶代含む）
※キャンセルの場合、返金はできません。
申込９月13日
（火）
までに、任意の様式に住所・氏名・

◆講演会

曲目・歌手名・キー
（高さ）
を記入し、参加費を添え

日時10月12日
（水）
14時～15時15分
（受付13時30分

て直接生涯学習課または、各カラオケ会
（音和会・

～13時50分）

城の会・友和会・カトレア歌謡会）へお申し込みく

会場保健センター

ださい。※直接の場合は土日・祝日を除く。

内容「骨粗しょう症の予防について」
講師志賀敏彦氏（きぬ医師会病院副院長・整形外科

石 生涯学習課
（〒300-2793新石下4310-1）
問○

㉚8880

市民カラオケまつり実行委員会・須藤

科長）
費用無料

090-5327-3615

定員先着30人
◆栄養・運動教室
日時10月17日（月）
・24日
（月）
※２回コース
９時15分～９時30分
９時30分～11時

栄養講話
（市管理栄養士）

運動実技
（健康運動実践指導者）

（受付９時～９時15分）

募

集

市民文化祭
市民音楽会

日時10月30日
（日）
開演13時00分
場所生涯学習センター多目的ホール
対象者市内在住・在勤・在学の中学生以上の方

会場保健センター

内容声楽・ピアノ演奏・合唱・器楽等

講師大幡伸子氏（健康運動実践指導者）

人５分

費用無料
定員先着15人

※講演会参加者に限ります。

※時間は個

団体10分程度

石 生涯学
申込・問９月16日
（金）までに、申込用紙（○

習課にあります）に必要事項を記入し、直接または
広報じょうそう お知らせ版 2022.8
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石 生涯学習課
郵送・FAX で○

㉚8880

㊹7646

（〒300-2793新石下4310-1）
へお申し込みください。

募

集

県立筑西産業技術専門学院
ＯＡ実務科（４年度入学選考）

◆防衛医科大学校医学科学生
受付期間７月１日
（金）
～10月12日
（水）
（締切日必着）
応募資格５年４月１日現在、
18歳以上21歳未満の方
試験日第１次試験…10月22日
（土）

訓練期間10月３日（月）
～12月27日
（火）

第２次試験…12月14日
（水）～16日
（金）の指

訓練内容パソコンの基本操作とタイピング、文章作
成・表計算・プレゼンテーションソフトの基本操作、

定された日
試験会場第１次試験…各 都道府県に会場を設置
（詳

インターネット検索とメールの送受信など

細は、受験票で通知します）

訓練施設サポートセンターゆうき（結城市大字結城

第２次試験…防衛医科大学校

7201-1）

……………………以下共通事項………………………

授業料無料（テキスト代などは別途実費負担）

その他※自衛官候補生の受け付けは年間を通じて行

募集人数５人

っています。

応募資格身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保

※応募方法やご不明な点などありましたら、ホーム

健福祉手帳のいずれかの手帳を所持している方

ページをご覧になるか、下記の事務所までご連絡

募集期限９月13日（火）

ください。

入学選考日９月22日
（木）

問自衛隊茨城地方協力本部
0296 ㉒7239

選考会場筑西産業技術専門学院
（筑西市玉戸1336-54）

筑西地域事務所

応募先最寄りのハローワーク
※入学願書など詳細は、ハローワークへお問い合わ
せください。
問県立筑西産業技術専門学院

募

集

0296 ㉔1714

防衛大学校・防衛医科大学校学生

募

集

受講期間テクニカルオペレーション科、電気設備技
術科…11月１日
（火）
～５年４月28日
（金）
ものづくり機械加工科…11月７日
（月）～５年５月
31日
（水）

◆防衛大学校学生（一般）

場所ポリテクセンター茨城
（水海道高野町591）

受付期間７月１日（金）
～10月26日
（水）

対象者就職に必要な技能・技術を身に付けたい方

（締切日必着）

コース○テクニカルオペレーション科
（CAD/NC コ

応募資格５年４月１日現在、
18歳以上21歳未満の方

ース） ○電気設備技術科 ○ものづくり機械加工科

試験日第１次試験…11月５日
（土）
、６日
（日）

費用無料
（テキスト代など実費）

第２次試験…12月６日
（火）～10日
（土）の指
定された日
試験会場第１次試験…各 都道府県に会場を設置
（詳
細は、受験票で通知します）
第２次試験…全国主要都市に会場を設置
（細
部は、別途各人に通知します）

その他９月２日
（金）
・８日
（木）
・29日
（木）、10月
６日
（木）
13時～15時に、施設見学会を行います。
※予約不要
申込10月７日
（金）
までに、
ハローワーク常総
へお申し込みください。
問ポリテクセンター茨城

（自衛官候補看護学生）
◆防衛医科大学校看護学科学生
受付期間７月１日（金）
～10月５日
（水）
（締切日必着）
応募資格５年４月１日現在、
18歳以上21歳未満の方
試験日第１次試験…10月15日
（土）
第２次試験…11月26日
（土）・27日
（日）のい
ずれか指定された日
試験会場第１次試験…各 都道府県に会場を設置
（詳
細は、受験票で通知します）
第２次試験…全国主要都市に会場を設置
（細
部は、別途各人に通知します）
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職業訓練受講者（就職を目指す方）
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募

集

㉒8609

㉒8845

令和５年 歌会始の詠進歌を
募集します

【お題】
「友」
と定められました。
※お 題は
「友」ですが、歌に詠む場合は
「友人」
・
「学
友」
・
「友好」
など熟語でも差し支えありません。
【詠進歌の詠進要領】
①詠進歌は、お題を詠み込んだ自作の短歌で１人一
首とし、未発表のものに限ります。
②書式は、習字用の半紙を横長に用い、右半分にお
題と短歌、左半分に郵便番号・住所・電話番号・

氏名（本名・ふりがな）
・生年月日・性別および職

日時講義研修…10月４日
（火）
・５日
（水）
・６日
（木）
・

業
（なるべく具体的に）
を縦書きで書いてください。
（書式図参照）

７日
（金）
シミュレーション研修…10月８日
（土）

③毛筆で自書してください。
（用紙は半紙とする）

場所県西生涯学習センター（筑西市野殿1371）

④病気や身体障がいのため自書することができない

定員30人程度

場合は、代筆・パソコンなどを使用できます。ま

内容最新の医療・看護に関する知識を座学・演習に

た、理由を別紙に書いてください。

より学びます。
②実務研修

⑤視覚障がいの方は点字でも可能です。

定員15人程度

書式図
（横
長）
〒
職
業

氏ふ

性 生
が
別 年
月 名な
日
り

（

電 住
山
話
折
番
号 所 り

）

内容講義研修受講修了後、県内受け入れ可能施設で
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

実務研修を行い学びます。
お
題
「
友
」

※病 院５日～10日間程度、訪看２日間程度、老健
２日間程度
③試用研修
定員９人
内容指定された地域で１か月以内の試用研修を行い、
実務研修で学びきれなかった看護実践技術を習得し
ます。
（試用研修中は研修先より給与が支給されます）

【注意】次の場合は失格となります。
〇お題を詠み込んでいない場合や短歌の定型でない

対象者再就業支援研修の①または②を受講した未就
業看護職
期間１か月の範囲内

ものまた、用紙が縦長の場合
〇１人で二首以上詠進した場合や毛筆でない場合

……………………以下共通事項………………………

〇詠進歌がすでに発表された短歌と同一または著し

費用講義・シミュレーション研修…3,000円

く類似した短歌の場合

実習における賠償保険代………1,550円

〇詠進歌を歌会始の行われる以前に、新聞・雑誌・
その他の出版物・年賀状などで発表した場合
〇代筆の理由書を添えた場合を除き、同筆と認めら

※どちらも事前振込です。
申込研修システム
（Manaablu

マナ

ブル）
からお申し込みください。
問茨城県看護協会・茨城県ナースセンター

れるすべての詠進歌
〇住所・電話番号・氏名・生年月日・性別・職業を

◆研修内容に関すること

029-221-7021

書いていないもの、その他この詠進要領によらな

◆マナブルに関すること

029-221-6900

い場合
【詠進の期間】９月30日
（金）
まで

※当日消印有効

【宛先】〒100-8111宮内庁とし、封筒に
「詠進歌」と
書き添えてください。

募

集

第11回常総市オープンゴルフ大会

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、１ラ

問宮内庁式部職あてに、郵便番号・住所・氏名を書

ウンドプレーで前半ハーフスコアの集計とし、ラウ

き、返信用切手を貼った封筒を添えて、９月20日

ンド終了後のパーティーおよび表彰式は行いません。

（火）
までにお問い合わせください。また、宮内庁
https://www.kunaicho.go.jp/ を参照してください。

日時10月24日（月）
場所フレンドシップカントリークラブ
（崎房1995-2）
対象者ゴルフを愛するアマチュアゴルファー

募

集

４年度看護職再就職支援研修

定員先着180人
競技方法前半ハーフ９ホール

実施主体茨城県・公益財団法人茨城県看護職員・茨

ィキャップ方式

城県ナースセンター

費用○参加費…3,000円

対象者１．離職後ブランクのある未就業看護職員
２．復職後、就業１年未満で看護技術に不
安のある看護職員
①講義研修・シミュレーション研修

本大会用特別ハンデ

○プレー費…8,000円

（乗用カートセルフプレー・税込）
※当日お支払いください。

石 生涯学習
申込９月15日（木）までに、参加申込書
（○

課、フレンドシップカントリークラブにあります。
広報じょうそう お知らせ版 2022.8
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また、市ホームページからもダウンロードできます）

勤務場所市内小学校

石 生涯学習課またはフレンド
に必要事項を記入し、○

勤務時間原則１日６時間
（週30時間以内）

シップカントリークラブへ直接または FAX でお申

雇用形態会計年度任用職員
（１年間）

し込みください。※直接の場合は、９時～17時
◆参加費の振り込みについて

９月１日～５年３月31日
※年度途中での採用でも、年度末までの契約になり

申し込み後、９月22日（木）までに、参加費を次

ます。

の口座へお振込みください。

対象者小学生の生活の支援ができる方

口座番号常陽銀行石下支店普通口座１５１７５１７

※教員免許は必要ありません。

名義人常総市体育協会ゴルフ部会計

定員１人

塚本保（ツカモトタモツ）

給与時給890円

石 生涯学習課スポーツコミッション室
（内線8501）
問○

手当など通勤手当
（距離による）
、期末手当（勤務日

㊹7646

フレンドシップカントリークラブ

㊸7311

㊸7052

募

集

数による）
、年次休暇、社会保険・雇用保険加入
石 指導課
申込・問○

面接当日に、会計年度任用職員申込書を作成します。
※土日・祝日を除く、８時30分～17時15分

常総市民歩く会

求

日時10月８日（土）
〇市役所本庁舎諏訪東側駐車場７時45分集合

人

市立保育所の会計年度任用職員

職種①保育士

②看護師

③保育士補助

勤務場所①③第一・二・三・四・六保育所のいずれか

受付終了後・出発

②第三保育所

〇市役所石下庁舎駐車場８時15分集合

勤務時間① ８時30分～16時30分
（早朝・残留保育

受付終了後・出発
場所埼玉県日高市（高麗神社⇒巾着田⇒高麗神社）

による時差出勤あり）

※小雨決行

②③８時30分～16時30分

対象者市内在住の小学生以上の方（小学生は保護者

対象者①保育士資格を有する方
②正看護師資格を有する方

同伴）

③不問

持物弁当・飲物・タオル・レジャーシート・雨具・

定員①４人程度

着替え

給与①時給1,100円②時給1,150円③時給900円

参加料2,000円（保険代・交通費など）

採用年月日いずれも調整つき次第随時

申込①インターネットによる申込（いばらき電子申

手当など賞与
（年２回）
、有給休暇、通勤手当
（片道

請・届出サービス）

２㎞以上）
、社会保険および雇用保険加入

期間：９月１日（木）
８時30分～

申込・問履歴書
（写真貼付）
、資格証の写し、印鑑を

②１人

③２人

持参のうえ、㊌こども課
（内線1320）へお申し込み

９月４日（日）
23時59分
方法：右の二次元コードからお申し込

ください。

みください。
募集人員：先着25組または50人

スポーツ

②電話または FAX による申込
期間：９月５日（月）９時～９月７日
（水）
17時15分

市主催のスポーツ教室
健康水泳教室
（９月分）

石 生涯学習課スポーツコミッション室へ
方法：○

日時９月２日・９日・16日の各金曜日

申込書は市ホームページからダウンロードできます。

場所きぬ温水プール

募集人員：①による申込を含めた先着70人

対象者一般男女

※①②ともに申込者１人につき２人までです。

内容泳げない方や初心者を対象とした教室です。

石 生涯学習課スポーツコミッション室
問○

費用入場料400円のみ

㊹7657または

求

10

㊹6345へ連絡してください。

人

㊹7646でお申し込みください。

教育補助員

広報じょうそう お知らせ版 2022.8

㊹7657

９時30分～11時

申込当日きぬ温水プールへお申し込みください。
石 生涯学習課
（内線8511）
問○

水海道総合体育館

㉗1211
石下総合体育館
㉗1210

㊸8311
きぬ温水プール
㉚5501

ジュニアゴルフ教室
日時10月５日～11月２日の毎週水曜日
19時～20時30分
（全５回）

㉗3913

ミズノドローンスクール
日時①５年３月までの土曜日
②５年３月までの水曜日

場所ゴルフアカデミー菅生
（菅生町3291）

９時～10時30分、
11時～12時30分

対象者市内小学４～６年生

※日程の詳細は、お問い合わせください。

※中学生も申し込み可。ただし小学生優先です。

場所石下総合体育館

費用1,500円

対象者①小学生～高校生

※別 途ボール代
（打ち放題1回1,000
円）
がかかります。

②高校生を除く、
18歳以上の方

申込８月26日（金）～９月14日（水）に、水海道総合

費用各月9,900円

体育館へお申し込みください。

申込石下総合体育館へお申し込みください。

ジュニアバドミントン教室
日時10月12日～12月７日の毎週水曜日
18時30分～20時
（全７回）

日時①９月１日・８日・15日・22日の各木曜日
②９月２日・９日・16日・23日の各金曜日

※11月２日・23日を除く

11時～11時50分

場所石下総合体育館
対象者市内小中学生

大人水泳教室
（４種目）

場所きぬ温水プール
※親子も申し込み可

対象者18歳以上の方

費用1,000円

内容①初級者

申込９月１日（木）～９月19日
（月・祝）に、石下総合

費用各4,400円

体育館へお申し込みください。

申込きぬ温水プールへお申し込みください。

スポーツ

指定管理者ミズノグループによる
スポーツ教室・講習
トレーニング講習会

②中級者

健康整体サロン
日時
（プール）
９月１日・29日の各木曜日
（石

下）
９月８日の木曜日

①10時～10時40分

②11時～11時40分

③13時～13時40分

④14時～14時40分

日時（水海道）９月４日
（日）

14時～15時

10日
（土）

14時～15時

対象者高校生以上のこりや痛みでお悩みの方

24日
（土）

14時～15時

費用各3,000円

下）９月11日
（日）

14時～15時

申込きぬ温水プールおよび石下総合体育館へお申し

（石

19日
（月・祝） 14時～15時
25日
（日）

込みください。
卓球プライベートレッスン

14時～15時

対象者15歳以上の方
（中学生を除く）
費用市内の方300円、市外の方400円

日時
（水海道）
９月３日・17日の各土曜日
（石

下）
９月10日の土曜日

その他子ども同伴では参加できません。

①14時30分～15時30分

申込各総合体育館へお申し込みください。

②15時45分～16時45分

ミズノ卓球スクール
日時５年３月までの水・金曜日

③17時～18時

対象者小学生以上の方
費用各2,500円

〇入門クラス

13時～14時30分

定員各１人

〇初中級クラス

14時45分～16時15分

申込各総合体育館へお申し込みください。

〇小学生クラス

17時15分～18時15分

〇中学生クラス

18時30分～20時

※日程の詳細は、お問い合わせください。
場所石下総合体育館
対象者小学生以上の方
費用入会金2,750円

年会費3,300円

入門・初中級クラス…曜日別各月3,850円
小学生クラス…………曜日別各月4,400円
中学生クラス…………曜日別各月4,950円
申込石下総合体育館へお申し込みください。
広報じょうそう お知らせ版 2022.8
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困った
ときの

各種相談

9月の子育てイベント情報
広報じょうそうお知らせ版 令和４年８月25日発行
（毎月第4木曜日）

各地域の施設につながります

○子育て支援センター・児童センター・児童館とは
■市民相談※
 地域ぐるみで子どもの成長を願って、子育て家庭を応援
日時 市役所執務時間中の毎日※日曜開庁日を除く
する施設です。
■結婚相談※
 子どもたちに遊びの場を提供し、子育ての不安や悩みの
日時 毎月第１・第３日曜日
相談もできます。
◆印…予約が必要です。
（定員などの要件があります）
９時30分～11時30分
三坂児童館
水海道子育て支援センター
■法律相談※（要予約）
三坂町402-1
水海道高野町2081
9
：
00～16
：
00
 ㉒ 7937 8：30～17：00

2019
㉒
日時 毎月第２火曜日13時～
※お越しの際はマ
スクの着用をお願
◆AM小麦粉粘土10時～
2日
（金）◆敬老の日プレゼント工作10
：30～
※奇数月は第３火曜日も実施
8日（木）
い し ま す。 ま た、
（自由開放14時30分～）
※
新 型コロナウイル
3日（土）土曜開館日
■くらしの困りごと相談
（行政相談）
◆AM成長アルバム10時～
スの感染状況によ
13日（火）
（自由開放14時30分～）
5日（月）◎休館日
り中止となる場 合
日時 9月15日
（木）
９時～12時
があります。
26日
（月）AMPM身体測定
7日（水）◆敬老の日プレゼント工作10：30～
※印…詳しくは、㊌市民課 ㉓2909へ
AM身体測定
■年金事務所年金相談（要予約）
14日（水）相談日ほっとステーション10時～
27日（火）
※新型コロナの影響
◆PM赤ちゃん広場14時～
により中止の場合は、
日時 9月8日
（木）
10時～14時
16日（金）◆ミニ運動会10：30～
◆AM小麦粉粘土10時～
予約された方に通知
28日（水）
PM身体測定14時30分～
します。
場所 市商工会水海道事務所
17日（土）土曜開館日
29日（木）AMPM身体測定
受付 下館年金事務所 0296 ㉕0829へ
20日（火）◎休館日
30日（金）AMPM身体測定
（１か月前から受付可）
21日（水）◆ミニ運動会10：30～
■高齢者相談
小貝保育園子育て支援センター
水海道児童センター
受付 当日、㊌幸せ長寿課 ㉓2930へ
 ㉒ 9958 9：00～15：00
上蛇町2112
水海道天満町4678
 ㉓ 1902 8：30～17：00
夜間・休日 080-3400-6616
1日（木）身体測定９時～
1日（木）子育てサロン10時30分～
在宅医療・介護相談窓口 ㊳8998
2日（金）身体測定９時～
2日（金）いいものみ～っけ9時～
○水海道中学校区 ㉓2233
5日（月）身体測定９時～
5日（月）いいものみ～っけ9時～
○鬼怒中学校区 ㉓3011
6日（火）身体測定９時～
7日（水）いいものみ～っけ9時～
○水海道西中学校区（豊岡・菅原・大花羽） ㉔1211
7日（水）身体測定９時～
9日（金）いいものみ～っけ9時～
○水海道西中学校区（坂手・内守谷・菅生） ㊳8101
◆しゃぼん玉ショー10時～
8日（木）
10日（土）土曜開館日
◆しゃぼん玉ショー11時～
○石下中学校区 ㊷1105
12日（月）◎休館日
21日
（水）◆ミニ運動会＆誕生会10時～
○石下西中学校区 ㉚8283
14日（水）いいものみ～っけ9時～
22日（木）◆ミニ運動会＆誕生会10時～
■女性相談
15日（木）◆避難訓練10時30分～
29日
（木）◆ベビーマッサージ10時～
日時 9月20日
（火）
10時～15時※12時～13時を除く
16日（金）いいものみ～っけ9時～
場所 ㊌会議室
（電話相談可）
東さくら保育園子育て支援センター
受付 前日までに、㊌人権推進課 ㉑3510へ
本石下3762-1
 ㊷ 6776 9：00～15：00 21日（水）いいものみ～っけ9時～
■教育相談
22日（木）相談日ほっとステーション10時～
８日(木) ◆お砂場あそび10：30～
㊷1529
電話相談
15日(木) ◆敬老の日のプレゼント作り10：30～ 24日（土）土曜開館日
毎週月・水・木曜日 10時～17時
26日（月）◎休館日
●基本的に平日は自由開放日です。詳しくは、 28日（水）いいものみ～っけ9時～
面接相談 土日・祝日を除く、
9時～16時
（予約制）
各子育て支援施設にお問い合わせください。
場所 教育支援センター ㊷1528
●休館日：土曜（児童館・児童センター除く）
、 30日（金）いいものみ～っけ9時～
■行政書士よろず相談
（無料）
日曜・祝日
〈児童館・児童センター土曜開館日〉
※新 型コロナウイルス感染症の今後の状況によ
内容 相続、契約、土地利用、各種許認可
三坂児童館
９月３日・17日
り変更となる場合があります。
日時 9月13日
（火）
13時～16時
児童センター ９月10日・24日
場所 ㊌市民ホール
受付 行政書士無料相談常総地区センター
090-8892-4712へ
■消費生活相談
電話・来庁相談
○市消費生活センター ㉓0747
13時～16時30分）
（平日の９時～12時、

○消費者ホットライン 188
■きぬふれあいセンター相談事業
保健センター（予約制）
生活相談 日時 毎週水曜日９時～11時
場所 きぬふれあいセンター相談室
乳幼児健診
実施日
受付時間
対 象
地域交流センター応接室
2022年 ５月生まれ
乳児健診
６日
（火）
就労相談 日時 9月21日
（水）
９時30分～11時
12か月児健診
７日
（水）
2021年 ８月生まれ
場所 きぬふれあいセンター相談室
12時45分～13時30分
１歳６か月児健診
１日
（木）
2021年 ２月生まれ
問 きぬふれあいセンター ㉔0355

９月の納税
市 税：国民健康保険税…３期
保険料：後期高齢者医療保険料…３期

３歳児健診

教室・相談
のびのび子育て相談
離乳食教室（後期）

2019年 ８月生まれ

実施日
受付時間
６日
（火） 9時45分～10時15分
15日
（木）

9時45分～10時

対 象
乳幼児
生後９～11か月頃

１日
（木） 9時45分～10時15分 2020年7·8月生まれ

２歳児教室

●納期限は9月30日（金）です。
◎口座振替（市税）の方へ…引き落とし日は納期限日です。引き落とし日
前には必ず残高確認をお願いします。
◎納期限内に限り、スマートフォン（市税・保険料）・クレジットカード
（市税のみ）
・インターネットバンキング（市税のみ）で納付できます。
問㊌税務課（内線1521）

14日
（水）

石下総合福祉センター（予約制）
乳幼児健診

実施日

３歳児健診

２日
（金） 12時45分～13時30分 2019年7·8月生まれ

申込・問保健推進課

㉓3111

受付時間

対 象

●発行 茨城県常総市
〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3
●編集 市長公室秘書課 ℡0297-23-2111（代表） kouhou@city.joso.lg.jp
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