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土地・家屋価格等縦覧帳簿の
縦覧ができます

家屋に対して課税される固定資産税の納税者は
「家

2020

No.314

ットであっても報告が必要です。犬、猫、インコな
どは対象になりません。
問県西家畜保健衛生所

市内に所在する土地・家屋で、土地に対して課税
される固定資産税の納税者は
「土地価格等縦覧帳簿」
、

3

お知らせ

0296 52 0345

急発進制御装置取付補助金が
終了します

茨城県交通安全協会では、
70歳以上の県内居住者

屋価格等縦覧帳簿」
が縦覧できます。
期間４月１日（水）～30日
（木）
８時30分～17時

を対象とした後付けの
「急発進制御装置取付補助金」

※土日・祝日を除く。

を交付していますが、国で予算措置が講じられたこ

場所㊌税務課

とから、下記のとおり終了となります。

対象者固定資産税の納税者

申請終了日３月31日
（火）

内容○土地…所在・地番・地目・地積・価格

問
（一社）
茨城県交通安全協会

○家屋…所在・家屋番号・種類・構造・床面積・
価格
持物身分証明書
（本人以外の場合には、委任状が必

自動車税の減免制度

県では、障がい者手帳をお持ちの方など一定の条

要です）
※その他証明書等が必要な方は、印鑑等が必要とな
る場合がありますので、ご確認ください。

件を満たす場合、申請により自動車税を減免する制
度を設けています。
◆対象となる自動車

問㊌税務課（内線1620）

お知らせ

手続き・申請

029-247-3355

年金生活者支援給付金制度に便乗
した詐欺にご注意ください

昨年10月から始まった年金生活者支援給付金制

①心身に障がいのある方ご自身が使用する自動車
②心身に障がいのある方のために生計を一にする方
などが使用する自動車
◆減免台数

度に便乗し、厚生労働省、日本年金機構または市職

障がい者の方１人につき１台
（軽自動車を含む）

員を名乗る者から「年金生活者支援給付金の振込口

その他減免の要件、申請方法、期限等詳細について

座が使えないため、新しい口座番号、暗証番号、マ

は、県税事務所までお問い合わせください。

イナンバーを教えてほしい」という不審な電話がか

問筑西県税事務所収税第一課

かってきた事例が報告されています。
厚生労働省や日本年金機構では、電話で口座番号、
暗証番号、マイナンバー等をお聞きすることはあり

手続き・申請

0296 ㉔9190

水害により被害を受けた
中小企業者を支援します

ません。このような電話があっても、口座番号等の

平成27年９月関東・東北豪雨により被害を受け

個人情報を伝えることのないようご注意ください。

た中小企業者などが、次の事業を行う場合に助成金

問下館年金事務所

が交付されます。

お知らせ

0296 ㉕0829

家畜（愛玩用）の飼養状況の報告
について

◆関東・東北豪雨被災中小企業復興支援基金
①被災地復興イベント開催等支援事業
商工会、商店街組織、観光協会、その他これらの

愛玩用の家畜を飼養されている方は、家畜伝染病

方などで構成される実行委員会
（例：○○祭実行委

予防法により、毎年２月１日現在の飼育頭羽数など

員会など）が行う復興産業祭などのイベント開催事

を県に報告することになっています。

業に対して助成します。助成率は10分の10以内（限

◆報告が必要な家畜

度額200万円）

○牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、いのしし

②被災中小企業等販路開拓等支援事業

○鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ

中小企業などのグループが共同で行う販路開拓、

鳥、七面鳥

誘客促進、新商品開発などの事業に対して助成しま

これらの家畜を１頭
（羽）
でも飼育していれば、ペ

す。助成率は４分の３以内
（限度額300万円）

常総市役所

石 ＝石下庁舎
㊌＝本庁舎、議会棟 ○
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4月の日曜開庁 本庁舎…5日・19日、
石下庁舎…12日・26日
㊹7844

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）
、
○

※①、②いずれも予算に限りがあるため、認められ
ない場合があります。

ページからダウンロードできます）に必要事項を記
入し、㊌商工観光課へお申し込みください。

申請期限４月13日（月）
まで

問県中小企業振興公社

029-224-5318

申込期限までに申請書（県中小企業振興公社ホーム

くらし・環境

飼い犬の登録と狂犬病予防注射
について

飼い犬の登録と毎年１回の狂犬病予防注射は必ず
受けなければなりません。また、飼い犬が死亡した
ときや犬の所在地が変わったとき、あるいは飼い主

の住所を変更したときは、㊌生活環境課へ必ず届け出をしてください。
下記の日程で狂犬病予防注射を実施します。都合の悪い方はお近くの獣医師および動物病院をご利用く
ださい。
費用登録手数料…2,000円
（初年度のみ）
、注射料…3,000円、注射済票交付手数料…350円
対象生後91日以上の犬
市内動物病院

○水海道アニマルクリニック
（水海道山田町） ㉓2235

○北島獣医科医院（大生郷町） ㉔7049

○クローバー動物病院
（水海道高野町） ㉒5800

○なかつま動物病院
（中妻町） ㉕1515

○絹の里動物病院
（内守谷町きぬの里） ㉗6760

○なかじま動物病院
（新石下） ㉚4556

○あかざわ犬猫病院
（本石下） ㊷1356

※今後の新型コロナウィルス感染症の感染状況や国等の動向を踏まえ、中止もしくは延期とさせていただ
く場合があります。方針が決まり次第、改めてご連絡いたします。
月

日

時

間

場

所

９：50～10：00 川又公民館
水海道・大生

10：10～10：20 高野町公民館
10：30～10：55 生涯学習センター南口
４月13日 11：05～11：25 橋本町 御城公園
（月）
11：35～12：00 森下児童公園
13：15～13：30 大崎公民館
13：40～13：50 箕輪町公民館
なごみ

14：00～14：15 新井木和会館
９：45～10：10 きぬふれあいセンター
豊岡・菅原・大花羽

10：20～10：55 豊岡公民館
11：05～11：20 飯沼集落センター
11：30～11：45 細野中集落センター
４月14日
13：00～13：15 浅間下香取神社
（火）
13：25～13：45 菅原公民館
13：55～14：15 中坪農村集落センター
14：25～14：45 大花羽公民館
14：55～15：10 羽生町公民館
９：55～10：10 相野谷町公民館

三妻・五箇・大生

10：20～10：50 千代田団地集会所
11：00～11：10 中部交流センター
11：20～11：30 三妻公民館
４月15日
11：40～12：00 中三坂集会所
（水）
13：15～13：30 福二町中央公民館
13：40～14：05 五箇公民館
14：15～14：30 上川崎公民館
14：40～14：55 上十花公民館（如来堂）
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地
区

（向石下・篠山）岡田
坂手・内守谷・菅生・大塚戸 全地区 豊田・玉・石下・岡田
（杉山・岡田・国生）
・飯沼

地
区

月

日

４月16日
（木）

４月18日
（土）

４月21日
（火）

４月23日
（木）

時

間

場

所

９：30～９：55 大塚戸会館
10：05～10：20 古谷農村集落センター
10：30～11：05 菅生公民館
11：15～11：35 向地公民館
13：00～13：25 巣立山公園
（北東側）
13：35～13：45 長ノ入農村集落センター
13：55～14：30 坂手公民館
14：40～14：55 篠山公民館
（坂手）
９：30～10：30 石下庁舎
11：00～12：00 本庁舎
９：10～９：20 本豊田公民館
９：30～９：55 豊田第一公民館
10：10～10：20 小保川田園都市センター
10：30～10：55 原宿公民館
11：05～11：25 上石下公民館
11：35～11：50 御城会館
13：00～13：20（新）
向石下公民館
13：35～14：05 篠山農村集落センター
14：20～14：45 新石下転作推進センター
14：55～15：10 大房集落センター
15：20～15：30 東野原田園都市センター
９：20～９：55 岡田文化センター
10：05～10：25 国生公民館
10：35～10：50 岡田田園都市センター
11：00～11：15 馬場上生活改善センター
11：25～11：50 崎房北新田公民館
13：00～13：20 崎房南生活改善センター
13：30～13：50 石下西公民館
14：00～14：15 大沢農村集落センター
14：25～14：50 古間木新田公民館
15：00～15：25 古間木公民館

新型コロナウィルス感染拡大予防のため ４月11日
（土）
・12日
（日）
に開催予定の

第20回常総千姫まつり・蕾咲祭は中止となりました
危険物取扱者試験
甲種・乙種（第１類～第６類）
・丙種

くらし・環境

問㊌商工観光課
（内線2430）
その他電話相談も随時受け付けます。
申込・問４月８日
（水）
までに、
保健推進課
へお申し込みください。

◆Ａ日程…６月６日
（土）
場所土浦工業高等学校
（土浦市真鍋6-11-20）
申請期間○書面申請４月９日
（木）
～20日
（月）
○電子申請４月６日
（月）
～17日
（金）

㉓3111

相

談

こころの健康相談

日時４月８日
（水）
13時～15時30分

◆Ｂ日程…６月21日
（日）

場所市役所議会棟２階小会議室

場所筑西広域市町村圏事務組合消防本部
（筑西市直

対象者本人、ご家族の方どなたでもご相談ください。

井1076）ほか

相談員松坂尚氏
（水海道厚生病院精神科医師）

申請期間○書面申請５月７日
（木）
～18日
（月）

費用無料

○電子申請５月４日
（月・祝）
～15日
（金）
……………………………………………………………

申込・問４月３日
（金）までに、㊌社会福祉課
（内線
4132）
へお申し込みください。

申込・問（一財）消防試験研究センター茨城県支部
029-301-1150

健康・医療

http://www.shoubo-shiken.or.jp/

常総地域小児救急医療輪番制
診療日の変更

休日や夜間に休日夜間急患センターで対応できな

相

談

くらしと雇用の法律・行政相談

日時４月18日
（土）
10時～15時
場所水海道公民館２階研修室
対象者市内在住の方

い重度の病気・入院を必要とする小児救急患者が救

定員先着８人
（要予約）

急医療を受けられるように、地域内の病院群が輪番

内容①法律相談…家庭問題
（離婚など）
、金銭問題、

で小児科を配置している医療体制です。

不動産問題、損害問題、多重債務などの民事の法律

４月１日から体制が変更になりますので、お知ら
せいたします。

問題

②行政相談…福祉、環境、教育、納税に関す

る疑問や不満など

【協力病院…診療日・診療時間】
○ＪＡとりで総合医療センター

※相談時間は１人約30分。
相談員法律事務所弁護士

夜間：水曜日を除く、
18時～23時

費用無料

休日昼間：水・日曜日を除く、８時～18時

申込・問３月24日
（火）
～27日
（金）
の12時15分～13

○総合守谷第一病院
夜間：水曜日のみ18時～翌朝８時

時に、市職員労働組合
（常総市役所内） ㉓2083へ
電話でお申し込みください。

休日昼間：水・日曜日のみ８時～18時
問保健推進課

相

談

㉓3111

納税相談

募

集

メッセージ花火を募集します
第56回常総きぬ川花火大会

常総きぬ川花火大会実行委員会では、個人提供の
メッセージ花火を４月１日から募集します。

休日相談４月５日（日）
８時30分～12時

誕生祝い、結婚祝い、入学祝い、還暦・米寿の祝

夜間相談毎週木曜日19時まで

いなど、慶事を記念するものや故人の追善供養、家

場所㊌税務課

族の健康祈願、プロポーズ花火など何でも自由に応

持物直近の給与明細書３か月分、家計の収支が分か

募できます。ただし、企業ＰＲや内容が趣旨にふさ

るもの

わしくない場合は、受け付けできません。

問㊌税務課（内線1520）

花火打ち上げ日９月19日
（土）

相

談

健康相談

※荒天時９月20日
（日）
対象者個人またはグループ
定員先着15組

日時４月９日（木）９時30分～11時

花火の種類５号玉、７号玉、８号玉の芸術性の高い

場所保健センター

花火。その他スターマインなど、特殊な花火もご相

費用無料

談に応じます。
広報じょうそう お知らせ版 2020.3

3

防災士連絡協議会があなたの地域の自主防災組織結成を支援します
問㊌防災危機管理課
（内線2210）

メッセージ内容30文字程度を目安でお願いします。
※企業宣伝などの内容は不可。
費用○５号玉…20,000円

○７号玉…40,000円

○８号玉…60,000円
※上記以外の花火の代金は、希望内容により判断し

募

集

エクササイズ教室

日時５月13日
（水）
９時30分～11時30分
（受付9時）
場所保健センター

ます。
その他花火を提供いただいた方には、特典として協

定員30人

賛席
（12,000円相当 : 定員５人）を用意します。メ

内容自宅で簡単にできる体操

ッセージと申込者名は、花火のプログラムに掲載し

講師大幡伸子氏
（健康運動実践指導者）

ます。また、当日の打ち上げ前に放送します。

費用無料

申込・問常総きぬ川花火大会実行委員会
（㊌商工観

持物室内運動靴、飲み物、タオル、５本指くつ下（お

光課内） ㉓9088

㉒8864

joso-hanabi@city

.joso.ibaraki.jp

募

集

男性のための運動教室

日時５月14日（木）・20日
（水）
・28日
（木）
、
13時30
分～15時30分（受付13時～）

持ちの方）
申込・問３月23日
（月）
～５月１日
（金）
までに、保健
推進課

募

集

㉓3111へお申し込みください。

親子で遊ぼう「幼児教室アイアイ」

日時４月28日～３年３月までの毎週火曜日
10時30分～11時30分

※６月４日（木）のみ８時30分～17時
（予定）
場所保健センター

場所水海道児童センター
（水海道天満町4678）

対象者市内在住の男性

対象者未就園児とその保護者

定員20人

内容手作り工作、親子クッキング、遠足など

内容○１～３回目…柔軟性を高めるストレッチやア

費用年会費3,000円

ップトレーニングなど
○４回目…屋外ウオーキング

申込・問３月25日
（水）
以降に、水海道児童センター
㉓1902へお申し込みください。

講師大幡伸子氏（健康運動実践指導者）
費用無料

集

三坂児童館幼児クラブ新規会員

持物室内運動靴、飲み物、タオル、５本指くつ下
（お

募

持ちの方）、バスタオル

幼児とママの子育て交流クラブです。遊びやふれ

※４回目の詳細は、教室で連絡します。

あいを通して育児の不安や悩みを解消、友達づくり

申込・問３月23日
（月）
～４月24日
（金）
までに、保健

のきっかけにもなります。児童館で一緒に遊びまし

推進課

ょう。

募

集

㉓3111へお申し込みください。

女性のための健康教室
今日から始める美活！

日時５月11日・18日、６月１日・８日の各月曜日
９時30分～11時30分
（受付9時～）

日時５月12日～３年３月までの毎週火曜日
10時30分～12時
※４月14日からの毎週火曜日は、お試し期間です。
お気軽にご来館ください。
対象者未就園児とその保護者

場所保健センター

定員最大10組

対象者市内在住の概ね70歳未満の女性

内容季節の行事
（ビニールプールで水遊び、運動会、

定員40人

クリスマス会、豆まき）
、お食事会、工作その他

内容ストレッチ、ヨガ、ピラティス、エアロビクス

費用年会費1,000円

等を取り入れた運動

申込・問三坂児童館

講 師 藤 田 洋 子 氏（健 康 運 動 指 導 士 ）、 北 澤 有 子 氏
（AFAA マットサイエンスインストラクター）

高齢者の皆さん
元気シニアバンクに登録しませんか

募

持物室内運動靴、飲み物、タオル

茨城県は、豊富な知識、経験、技能などを持つ高
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集

㉒7937

費用無料
申込・問３月23日
（月）
～５月１日
（金）
までに、保健
4

㉓3111へお申し込みください。

推進課

齢者が様々な地域活動に活躍できるよう、元気シニ

新型コロナウイルス…感染予防のため、
咳エチケット、
こまめな手洗い、
人混みを避けるなどの対策をしてください
アバンクを開設しています。

その他ＩＴ活用力セミナーは、個人でのお申し込み

元気シニアバンクに登録された方は、
「茨城シニア

はできません。会社からの指示によるお申し込みに

マスター」として、県内様々な団体等の依頼に応じ

限らせていただきます。受講者が一定数に満たない

て活動していただきます。長年培ったものを地域の

場合は、コースの中止または日程変更について電話

ために生かしませんか。登録については、下記にお

等で連絡する場合があります。

問い合わせください。

申込５月８日
（金）
までに、受講申込書を FAX して

問（社福）
茨城県社会福祉協議会茨城わくわくセンター

ください。

029-243-8989

㉒8822

問ポリテクセンター茨城

㉒8819

◆職業訓練…スマート情報システム科
募

集

自衛官候補生

期間６月２日
（火）
～11月27日
（金）
場所ポリテクセンター茨城

◆一般曹候補生

費用無料
（テキスト代等実費）

受付期間３月1日（日）
～５月15日
（金）
まで

その他見学をご希望の方は、ポリテクセンター茨城

※締切日必着

へお電話ください。

試験日１次試験…５月23日
（土）

申込３月19日
（木）～４月13日
（月）までに、ハロー

２次試験…６ 月24日
（水）～29日
（月）のうち
指定する1日

ワーク常総

問ポリテクセンター茨城

対象者２年４月１日現在、
18歳以上33歳未満の方
◆自衛隊幹部候補生
（一般幹部候補生）
受付期間３月1日（日）
～５月１日
（金）
まで

㉒8609へお申し込みください。

募

集

㉒8845

利根老人ホーム職員
（茨城西南地方広域市町村圏事務組合）

※締切日必着

◆支援員
（一般行政職）
…２人程度

試験日１次試験…５ 月９日
（土）筆記試験、５月10

対象者昭和49年４月２日～平成14年４月１日まで

日（日）適性検査
（飛行要員のみ）
２次試験…６ 月９日
（火）～12日
（金）のうち
指定する日
３次試験…２ 次試験合格者のみ実施（海上・
航空の飛行要員のみ）

に生まれた方
（学歴不問）
採用日６月１日
職務内容入所者自立支援業務
【第１次試験】
日時５月10日
（日）
受付開始９時

対象者２年４月１日現在、
22歳以上26歳未満の方

場所古河市役所総和庁舎第２庁舎３階会議室
（古河

※20歳以上22歳未満の方は大卒
（見込含む）
、修士

市下大野2248）

課程修了者等（見込含む）
は28歳未満の方
……………………………………………………………
その他自衛官候補生の受け付けは、年間を通じて行

内容適性試験、作文
※合格者の発表は、合否に関わらず郵送で通知しま
す。第２次試験
（面接）
は、５月下旬の予定。

っています。応募方法や不明な点は、ホームページ

申込①直接窓口…４月１日
（水）～30日
（木）までに、

か下記事務所へお問い合わせください。

利根老人ホームへ申込書類を提出してください。

問自衛隊茨城地方協力本部・筑西地域事務所

※受 付時間は、８時30分～17時15分
（土日・祝日

0296 ㉒7239

募

集

在職者訓練・職業訓練受講者

◆ＩＴ活用力セミナー

を除く）
②郵送…申込書類は、簡易書留等の確実な方法で、
次へお送りください。４月30日
（木）
の消印有効。
〒306-0404猿島郡境町大字長井戸1687
※提出書類等の詳細は、職員採用試験案内でご確認

日時５月22日（金）
10時15分～17時

ください。

場所ポリテクセンター茨城
（水海道高野町591）

職員採用試験案内、申込書類は、茨城西南広域事

定員15人程度

務局、利根老人ホーム、㊌市民と共に考える課にあ

内容○ SNS を活用した情報発信…SNS
（ソーシャ

ります。
（下記組合ホームページからもダウンロード

ル・ネットワーク・サービス）を活用して、情報発

できます）

信するために必要な利用法のポイントを習得します。

問茨城西南地方広域市町村圏事務組合

費用１人2,200円

利根老人ホーム

職員採用担当

0280 87 2120
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おとな・子ども救急電話相談の直通番号が変更になります……03-6667-3377
短縮ダイヤル…おとな救急電話相談♯7119と子ども救急電話相談♯8000については
変更ありません

求

市立保育所の会計年度任用職員
（臨時職員）
人

◆栄養士…１人

問保健推進課 ㉓3111
費用○参加費5,000円
（チャリティー募金・賞品代・
パーティー代・諸経費）
○プレー費10,660円
（キャディーフィ４Ｂ・利
用料・利用税・昼食代ドリンク別・消費税）

勤務場所第一～第六保育所のいずれか

申込３月26日
（木）～４月10日
（金）の８時30分～17

石スポーツ振興課にあります。また、
時に、申込書
（○

勤務時間８時30分～16時30分
対象者栄養士資格を有する方

市ホームページからもダウンロードできます）に必

給与時給1,100円

要事項を記入し、下記事務局へ直接または郵送か

手当など有給休暇（勤続６か月以上）
、通勤手当

FAX で、参加人数1～４人でお申し込みください。

（片道２㎞以上）、社会保険・雇用保険加入
◆残留保育士…各１人

※参加費の納入については、銀行振込となりますの

勤務場所①第四保育所

で、４月14日以降に代表者の方へ通知します。
②第五保育所

勤務時間①16時30分～18時30分

②16時～18時

対象者資格不問
給与時給1,300円
……………………………………………………………
採用日４月１日

石 スポーツ振興課
郵送・問常総市体育協会事務局
（○

内）
〒300-2793新石下4310-1石下庁舎内
㊹7657

㊹7646

第51回市民グラウンドゴルフ春季大会
（兼いばらきねんりんスポーツ大会）
スポーツ

申込・問履歴書
（写真貼付）
、資格証の写し、印鑑を

日時５月14日
（木）
受付９時～

持参し、㊌こども課
（内線1320）
へお申し込みださい。

※雨天の場合は、
15日
（金）
に順延。

求

市教育委員会の会計年度任用職員
（臨時職員）
人

場所きぬ総合公園水海道球場
（坂手町3552）
費用無料
その他昼食・飲み物は各自でご用意ください。いば

◆給食補助員…３人

らきねんりんスポーツ大会の選考対象は、
60歳以上

勤務地豊岡、絹西、飯沼小学校のいずれか

です。見学だけの来場も可能です。

勤務時間10時30分～14時のうち３時間

石 スポーツ
申込・問４月１日
（水）～24日
（金）に、○

※勤務地により変更あり。

振興課
（内線8511）へお申し込みください。市グラ

◆学校図書館整理事務補助員…１人

ウンドゴルフ協会会員の方は、各支部の支部長へお

勤務地石下小学校

申し込みください。

勤務時間13時～16時
……………………………………………………………
採用日４月から（調整がつき次第随時）
給与時給890円

※距離に応じて通勤手当支給

提出書類履歴書（写真貼付）
１通

スポーツ

グラウンドゴルフで楽しく交流親睦
会員を募集

日時毎週月・火・木・金曜日の９時～10時30分
場所きぬ温水プール前芝生広場

石学校教育課
（内線
申込・問３月27日（金）までに、○

対象者男女を問わず中高年者の方

8210）窓口へ提出してください。郵送の場合は、締

指導員日本Ｇ・Ｇ協会普及指導員

切日必着でお願いします。

費用無料

郵送〒300-2793新石下4310-1学校教育課宛て

その他クラブ・ボールなどを贈与します。手ぶらで

スポーツ

第50回常総市
チャリティーゴルフ大会

期日５月18日（月）

気軽に参加してください。
申込下記へ電話でお申し込みください。
問常総グラウンドゴルフ協会事務局
090-5521-5116

場所水海道ゴルフクラブ
対象者趣旨に賛同いただける方（市内外を問わず参
加可能です）
定員180人（応募者が多数の場合は抽選）
競技方法18ホールストロークプレー、新・新ペリ
ア方式
6
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スポーツ

市主催のスポーツ教室
健康水泳教室
（昼の部・４月分）

日時４月10日・17日・24日の各金曜日
９時30分～11時
水海道総合体育館

㉗ 1211

㉗ 1210

就職についての悩みや不安を話してみませんか

※前日までの予約制、
相談無料

日 時４月１日・８日・15日・22日の13時～16時 場 所ハローワーク常総内サポステブース
対象者15歳～39歳までの方、
保護者、
関係者
申込・問いばらき県西若者サポートステーション

0296546012

ミズノ硬式テニス教室

場所きぬ温水プール
対象者18歳以上の方
（高校生を除く）

日時４月４日～５月23日の毎週土曜日
（全８回）

内容泳げない方や初心者を対象とした教室です。

10時～11時30分

費用入場料400円のみ

場所石下テニスコート

申込当日きぬ温水プールへお申し込みください。

対象者高校生以上のテニス初心者・初級者の方

ジュニアハンドボール教室
（前期）
日時５月９日～６月27日の毎週土曜日
（全７回）

※１日のみ参加2,000円
（税抜）、レンタルラケット
１本500円
（税抜）

18時～20時

申込石下総合体育館へお申し込みください。

※６月20日を除く。
場所水海道総合体育館、石下紫峰高等学校
対象者未経験者および初心者50人程度
費用1,000円

費用12,000円
（税抜）

※初日に徴収します。

60歳から始めるトレーニング “ ラララフィット ”
日時４月３日～５月８日の毎週金曜日
（全６回）
10時30分～11時30分

申込３月20日（金・祝）～４月10日
（金）に、水海道

場所石下総合体育館

総合体育館へお申し込みください。

対象者60歳以上の方

シェイプアップ教室

費用3,000円
（税抜）

日時５月９日～７月11日の毎週土曜日
（全10回）

※１日のみ参加800円
（税抜）
申込石下総合体育館へお申し込みください。

18時～19時30分

大人水泳教室
（４種目）

場所石下総合体育館
対象者市内在住・在勤の18歳以上の方

日時４月～３年３月までの金曜日11時～11時50分

内容エアロビクスやストレッチ運動でシェイプアッ

※８月を除く。

プを図ります。

場所きぬ温水プール

費用1,500円※初日に徴収します。

対象者18歳以上の方

申込３月24日
（火）～４月12日（日）に、石下総合体

費用各月4,000円
（税抜）

育館へお申し込みください。

申込きぬ温水プール

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

㉗3913へお申し込みください。

ミズノ卓球スクール
日時４月～３年３月までの金曜日
○入門クラス13時～14時30分
○初中級クラス

14時45分～16時15分

日時（水海道）４月４日
（土）

14時～15時

※日程の詳細はお問い合わせください。

12日
（日）

14時～15時

場所石下総合体育館

16日
（木）

19時～20時

対象者16歳以上の方

26日
（日）

14時～15時

費用各クラス各月3,500円
（税抜）

下）４月18日
（土）

14時～15時

申込石下総合体育館へお申し込みください。

24日
（金）

19時～20時

◆各スポーツ教室・講習の申込について

（石

29日
（水・祝） 14時～15時

３月31日 ( 火 ) までは、８時30分～17時まで電

対象者15歳以上の方
（中学生を除く）

話のみでのお申し込みとなります。

費用市内の方300円、市外の方400円

……………………………………………………………

その他子ども同伴では参加できません。

お知らせ お知らせ版２月号
（No.313）に掲載した不

申込３月26日
（木）
から各総合体育館で受け付けます。

動産鑑定士による無料相談会
（４月10日）は、中止

楽らく水泳教室
日時４月19日（日）

○バタフライ
○背泳ぎ

となりました。
お詫びと訂正

10時～11時30分

13時～14時30分

３月５日発行の
「JOSO ほけんふくし」の記事中、
健康保険課分の地区ごとの特定健康診査受診率の順

場所きぬ温水プール

位の表中５位の地区名は菅原でなく大花羽、受診率

対象者中学生以上の方

は35.7% ではなく36.4%、国民健康保険税の納付率

費用1,500円（税込）

の順位の表中、受診率ではなく納付率の誤りでした。

申込きぬ温水プール
石下総合体育館

㉗3913へお申し込みください。

㊸ 8311

㉚ 5501

大変ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
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困った
ときの

各種相談

○子育て支援センター・児童センター・児童館とは
地域ぐるみで子どもの成長を願って、子育て家庭を応援
する施設です。
子どもたちに遊びの場を提供し、子育ての不安や悩みの
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）

水海道子育て支援センター
水海道高野町2081

15日（水）身体測定（午前・午後）

3日（金）おもちゃの広場9時～

17日（金）◆こいのぼり作り10時～

4日（土）土曜開館日

21日（火）◆こいのぼり作り10時～

6日（月）◎休館日

23日（木）誕生会（午前）

7日（火）おもちゃの広場9時～

28日（火）◆赤ちゃん広場14時～

8日（水）相談日ほっとステーション10時～

◎口座振替（市税）の方へ…引き落とし日は納期限日になります。引き落
とし日前には必ず残高確認をお願いします。期限日に口座引き落としが
できない場合は、㊌税務課（内線1510）までご連絡ください。

9日（木）おもちゃの広場9時～

認定こども園二葉こども園子育て支援センター
水海道天満町1712-7

㉒ 3035 9：00～15：00

22日（水）◆こいのぼりを作ろう10時30分～

17日（金）おもちゃの広場9時～

小貝保育園子育て支援センター

㉒ 9958 9：00～15：00

10日（金）◆いっしょにあそぼう10時～

20日（月）◎休館日
23日（木）おもちゃの広場9時～

14日（火）身体測定9時～

24日（金）おもちゃの広場9時～

15日（水）身体測定9時～

28日（火）おもちゃの広場9時～

16日（木）身体測定9時～

30日（木）おもちゃの広場9時～

17日（金）身体測定9時～

水海道児童センター

28日（火）◆こいのぼりを作ろう10時～

㉓ 1902 8：30～17：00

水海道天満町4678

さくら保育園子育て支援センター

㊷ 5912 9：00～15：00

7日（火）ふれあい遊び10時30分～

1日（水）いいものみ～っけ9時～
3日（金）いいものみ～っけ9時～
6日（月）いいものみ～っけ9時～

17日（金）身体測定・成長記録アルバム作成10時30分～

8日（水）いいものみ～っけ9時～

24日（金）身体測定・成長記録アルバム作成10時30分～

10日（金）いいものみ～っけ9時～

28日（火）こいのぼり工作10時30分～

11日（土）土曜開館日

東さくら保育園子育て支援センター
本石下3762-1

18日（土）土曜開館日
21日（火）おもちゃの広場9時～

13日（月）身体測定9時～

岡田339

14日（火）おもちゃの広場9時～
16日（木）おもちゃの広場9時～

30日（木）身体測定（午前・午後）
上蛇町2112

10日（金）おもちゃの広場9時～

㊷ 6776 9：00～15：00

13日（月）◎休館日

15日(水) ふれあい遊び10時30分～

16日（木）◆ペナントこいのぼり制作10時30分～

22日(水) 制作「こいのぼり」10時30分～

17日（金）いいものみ～っけ9時～

児童館・児童センター
土曜開館日
・三坂児童館
・児童センター

４月 ４日、
18日
４月11日、
25日

▷

15日（水）いいものみ～っけ9時～

20日（月）いいものみ～っけ9時～
22日（水）いいものみ～っけ9時～
23日（木）相談日ほっとステーション10時～
24日（金）いいものみ～っけ9時～
25日（土）土曜開館日
27日（月）◎休館日

●基本的に平日は自由開放日です。詳しくは、各子育て支援施設にお問い合わせください。
●休館日：土曜（児童館・児童センター除く）、日曜・祝日

4月の乳幼児健診・教室・相談 予定表
保健センター
乳幼児健診
12か月児健診
１歳６か月児健診
３歳児健診

実施日
７日
（火）
23日
（木）
15日
（水）

教室・相談
離乳食教室（前期）
のびのび子育て相談

実施日
16日
（木）
７日
（火）

プレパパ・ママ教室
（前期）

受付時間
13時～13時15分

対 象
2019年 ３月生まれ
2018年 ９月生まれ
2017年 ３月生まれ

受付時間

対 象
生後５～６か月頃
9時45分～10時
乳幼児
これからパパ・ママ
22日
（水） 9時15分～9時30分 になる方(ママは妊
娠中の方に限る)

石下総合福祉センター
乳幼児健診
乳児健診

実施日
14日
（火）

１歳６か月児健診

13日
（月）

教室・相談
２歳児教室

受付時間
13時～13時15分

対 象
2019年12月生まれ
2018年 ９月生まれ

実施日
受付時間
対 象
13日
（月） 14時30分～14時45分 2018年3·4月生まれ

申込・問保健推進課

㉓3111

※各教室・相談に参加希望の方は、
必ず電話で予約してください。

●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

●納期限は 4月30日（木）です。

㉒ 7937 8：30～17：00

三坂町402-1

2日（木）おもちゃの広場9時～

3日（金）午前 開放なし・午後 自由開放

４月の納税
固定資産税：全期・１期
保険料：介護保険料…１期

三坂児童館

㉒ 2019 8：30～17：00

広報じょうそうお知らせ版 令和２年３月19日発行
（毎月第3木曜日）

各地域の施設につながります

■市民相談※
日時 市役所執務時間中の毎日※日曜開庁日を除く
■結婚相談※
日時 毎月第１・第３日曜日
９時30分～11時30分
■法律相談※
日時 毎月第２火曜日（要予約）13時～
※奇数月は第３火曜日も実施
※
■くらしの困りごと相談
（行政相談）
日時 4月15日
（水）
９時～12時
※印…詳しくは、㊌市民課 ㉓2909へ
■年金事務所年金相談
日時 4月9日
（木）
10時～14時
場所 市商工会水海道事務所
受付 下館年金事務所 0296 ㉕0829へ
（要予約、
１か月前から受付可）
■高齢者相談
受付 当日、㊌幸せ長寿課 ㉓2930へ
夜間・休日 080-3400-6616
在宅医療・介護相談窓口 ㊳8998
○水海道中学校区 ㉓2233
○鬼怒中学校区 ㉓3011
○水海道西中学校区（豊岡・菅原・大花羽） ㉔1211
○水海道西中学校区（坂手・内守谷・菅生） ㊳8101
○石下中学校区 ㊷1105
○石下西中学校区 ㉚8283
■女性相談
日時 4月21日
（火）
10時～15時※12時～13時を除く
場所 市役所本庁舎内会議室
受付 前日までに、㊌人権推進課 ㉑3510へ
■教育相談
㊷1529
電話相談
毎週月・水・木曜日 10時～17時
面接相談 土日・祝日を除く、
9時～16時
（予約制）
場所 教育支援センター ㊷1528
■行政書士よろず相談
（無料）
内容 相続、契約、土地利用、各種許認可
日時 4月7日
（火）
13時～16時
場所 本庁舎1階市民ホール
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
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
地域交流センター応接室
問 きぬふれあいセンター ㉔0355

４月の子育てイベント情報

