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常総市役所
防災無線情報

農地および農業施設の維持管理の
支援

農業者のみの団体や農業者と地域住民で構成され
た団体が行う、農地および農業施設の維持管理に対

10a 当たりの基本単価

交付金の種類

田

①農地維持支払交付金
②資源向上
支払交付金

畑

草地

3,000円 2,000円

240円

② ｰ 1 共同活動 2,400円 1,440円

240円

② ｰ 2 長寿命化 4,400円 2,000円

400円

No.318

※土日は10時～17時
相談員法務局職員、人権擁護委員
0120ｰ007ｰ110
問㊌人権推進課
（内線2151）

お知らせ

◆交付単価について

2020

日時8月28日
（金）
～9月3日
（木）
8時30分～19時

して、多面的機能支払交付金を交付し地域協働への
支援を行っています。

7

長期無事故・無違反の優良運転者
を表彰

市交通安全協会では、長期にわたり無事故・無違
反の会員の方を表彰します。表彰基準に該当する方
の申し込みまたは適任者の推薦をお願いします。
申込期限８月28日
（金）
まで
対象者次の表彰基準すべてに該当する方

◆交付金が活用できる活動

①常総地区の交通安全協会会員

①農地維持支払…農地・農業施設周辺の草刈り、水

故無違反の方

②10年以上無事

③優良運転者表彰の受賞歴がない方

申込・問常総地区交通安全協会
（常総警察署内）

路の泥上げなど
②－１共同活動…水路の軽微な補修、植栽による景

㉓1946

観形成など
②－２長寿命化…水路の更新、ポンプの補修など
その他交付金を活用した活動を開始するためには、

お知らせ

個人事業税第１期分の納付

要件の確認や団体設立に向けた準備に時間を要する

個人で事業を行っている方は、所得が一定の額を

ため、来年度から支援を希望する場合は、
10月中旬

超えた場合に、個人事業税
（県税）
が課せられます。
個人事業税の第１期分の納税通知書を８月中旬に

頃までに相談してください。
問㊌農政課（内線2340）

お知らせ

送付しますので、
8月31日
（月）の納期限までに納付

人権擁護委員（再任）のお知らせ

をお願いします。
なお、納税に便利な口座振替制度もあります。お
申し込みは、納税通知書同封の申込用ハガキで簡単

人権擁護委員は、地域住民の人権が侵害されない
よう常に注意を払い、もし侵害されたときは、その

にできます。
（ゆうちょ銀行は別手続きです）
詳細は、筑西県税事務所までお問い合わせください。
0296 ㉔9192

相談を受け、被害救済のためにすみやかに適切な措

問課税について…課税第１課

置をとるなどの活動を行っています。このたび、人

口座振替について…総務課管理担当

権擁護委員に次の方が再任されましたので、お知ら
せします。
人権擁護委員（敬称略） 黒澤

重美
（新石下）

市営公園墓地（神子女霊園）の
使用申し込み

募集区画 13区画

問㊌人権推進課（内線2151）

お知らせ

お知らせ

0296 ㉔9184

全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間

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さまざまな人権問題に積

名 称
所在地
種別・区画数
大きさ
使用料
管理料

神子女霊園
常総市篠山1006番地1
第1種 10区画
第2種 3区画
５．００㎡
５．９４㎡
205,000円
243,000円
2,592円（年間）

極的に取り組んでいます。下記の強化週間において

受付期間7月27日
（月）
～8月21日
（金）

悩みを持ったお子様や保護者の方からの相談に応じ

※土日・祝日を除く、
8時30分～17時15分

ます。

申込資格現有する墓地がない家族

秘密は守られますので、安心してご相談ください。

常総市役所

選考方法抽選
（申込多数の場合）

石 ＝石下庁舎
㊌＝本庁舎、議会棟 ○

1

8月の日曜開庁 本庁舎…2日・16日、
石下庁舎…9日・23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1130）
、
○

抽選日9月18日（金）
石暮らしの窓口課または㊌市民課へ直接お申し
申込○

込みください。

る方と同じ水準となっている方
（今まで児童扶養
手当の申請・受給をしたことがない方も対象とな
ります）

※申込用紙は、それぞれの窓口にあります。

給付額1世帯5万円・第2子以降1人につき3万円を1

石暮らしの窓口課
（内線8011）
問○

回に限り支給

手続き・申請

児童扶養手当

《申請について》

現況届のお知らせ

①の方は、申請不要です。８月末頃に児童扶養手当
の口座に振り込みます。

児童扶養手当を受給されている方は、必ず現況届
を提出してください。現況届の通知は、
7月29日（水）
に発送を予定しています。

②③の方は申請が必要です。
◆追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が

対象者児童扶養手当受給者
（母子家庭・父子家庭の

急変し、収入が減少している方への給付

方または両親のいない児童を養育している方で、お

対象者前記
「基本給付」
対象者のうち①または②に該当

子さんが18歳未満の方）

する方のうち、家計が急変し収入が減少している方

※7月中に申請された方は除く

給付額１世帯５万円を１回に限り支給します
（児童人

受付日時8月3日（月）～9日（日）までを受け付け期間

数に応じた加算はありません）

としますが、時間や受け付け場所が異なりますので
ご注意ください。

受付日
時間
場所
8/3（月）
・8/5
（水）
・
こども課
８時30分～17時15分 ㊌
石 暮らしの窓口課
8/7（金）
○
８時30分～19時
（受付時間延長）

8/4（火）
・8/6
（木）

㊌こども課

石 暮らしの窓口課
○

８時30分～17時15分 ㊌こども課

8/8（土）

石 暮らしの窓口課
８時30分～17時15分 ○

8/9（日）

場所水海道地区にお住いの方…本庁舎こども課
石下地区にお住いの方…石下庁舎暮らしの窓口課
持物①印鑑（スタンプ印不可） ②現況届
③通知文に記載されている書類
（個人により必要な書類が異なります）
※提出しない場合、児童扶養手当が支給されません。
※現況届は受給者本人が窓口に提出してください。
※8月中に提出できない場合は、下記まで必ず連絡
してください。
問㊌こども課（内線1330、
1331）
石 暮らしの窓口課
（内線8021）
○

手続き・申請

ひとり親世帯臨時特別給付金を給付

《申請について》
追加給付を希望される方は、全員申請が必要です。
申請方法必要書類を持参のうえ、窓口で申請してく
ださい。申請書類などは、窓口に用意してあります。
また、市ホｰムペｰジからもダウンロｰドできます。
基本給付および追加給付の申請に必要な書類
・印鑑
（スタンプ印不可）
・本人確認書類
（運転免許証、マイナンバｰカｰド、
健康保険証など）
・金融機関の口座番号がわかるもの
（コピｰ可）
・②の方は、平成30年分の収入がわかるもの
（年金
決定通知書、年金振込通知書など）
・③の方は、２月以降の任意の1か月の収入がわか
るもの
（同居の親族分も必要）
・戸籍謄本が必要な場合もあります（詳しくは、お
問い合わせください）
※申請書のみでは受け付けできませんので、必ずご
持参ください。
申請期限３年２月26日
（金）
問・申請窓口㊌こども課（内線1330）

石 暮らしの窓口課
（内線8021）
○

◆基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯の方
（養育者含む）への給付対象者
（①～③のいずれかに

手続き・申請

３年度常総市元気のみなもと育成
補助金申請受付を開始

市では「元気のみなもと補助金」
という公募型補助

該当する方）

金制度を実施しており、市民の皆さんが組織するボ

①6月分の児童扶養手当が支給された方

ランティア団体、NPO、地域団体などの自立した

②公的年金などを受給しており、6月分の児童扶養

活動を支援しています。

手当の支給が全額停止されている方

2

㊹7844

募集期間８月３日
（月）～31日
（月）

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が

対象団体構成員の過半数が市内に在住、在勤、また

急変するなど、収入が児童扶養手当を受給してい

は在学している方で、活動の拠点が市内にある団体

広報じょうそう お知らせ版 2020.7

カラス・ムクドリなど有害鳥類駆除の銃猟実施
（猟友会常総支部）

実施日…8月16日（日）～9月15日（火） 捕獲区域…古間木、古間木沼新田、若宮戸地区 問㊌農政課
（内線2320）
を対象とします。ただし、宗教活動、政治活動など
をします。
を目的とする団体は除きます。

♪上りチャイム

対象事業団体が市内で行う公益的かつ自主的で、広

「これは、J アラｰトのテストです」
× ３回

く市民が参加できる事業。

「こちらは、ぼうさいじょうそうです」

交付期間最長３年。ただし、継続して補助金の交付

♪下りチャイム

を受けようとする場合は、過去３年間の実績を審査

問㊌防災危機管理課
（内線2220）

して交付の期間を決定します。
交付額限度額はありません。書面審査により額を決
定します。

防犯・防災

甲種防火管理再講習会を開催

申込補助金を受けたい事業を担当する課に、申請書

日時10月９日
（金）
14時～16時

を提出してください。

場所古河市生涯学習センタｰ総和
（とねミドリ館）

問㊌市民と共に考える課
（内線2120）
※新たな団体の設立と新しい事業を行う団体を支援

（古河市前林1953番地１）
受付期間９月１日
（火）
～29日
（火）
８時30分～17時

する、元気のみなもとスタｰトアップ補助金
（当

※土日・祝日を除く

該年度交付型）も毎年４月から12月まで募集して

定員60人

います。

費用1,450円
（テキスト代）※申請受付時に徴収
申込・問下記のいずれかの消防署に印鑑持参の上、

防犯・防災

ニセ電話詐欺に注意！

受講申請書に必要事項を記入し、直接窓口へ申し込
んでください。定員になり次第締め切ります。

県内において、
5月末までに140件のニセ電話詐

○古河消防署

欺被害が発生しており、中でもキャッシュカｰド手

○下妻消防署

交型・窃取型の被害が96件と多発しています。

○坂東消防署

市役所、金融機関、警察官を名乗って電話で
「キ
ャッシュカｰド」と言われたら、それは詐欺です。
留守番電話設定や迷惑電話防止機能付き電話への変
更をして、詐欺被害を防ぎましょう。

くらし・環境

0280 ㊼0120
0296 ㊸1551
0297 ㉟2129

農業用廃プラスチックの回収

市では、古くなった農業用ビニｰルおよびポリエ

また、今後も新型コロナウイルス感染症に便乗し

チレンの回収を行っています。回収を希望される方

た詐欺被害の発生も予測されますので、少しでも不

は、回収日の１週間前までに、㊌農政課にお申し込

審な電話があれば常総警察署まで連絡してください。

みください。なお、新型コロナウイルス感染予防の

常総警察署 ㉒0110
【被害防止のキーワード】

ひばりくん防犯メ
ｰルで各種犯罪情
◆
「現金・キャッシュカードを預かる」
報をチェック！
はすべて詐欺！
※警察官や銀行・郵便局員が取りに来
ることは絶対にありえません。
◆
「プリペイドカｰド型電子マネｰ『ギ
フト券』
で料金払え」
はすべて詐欺！
◆
「携帯電話番号が変わった」と言って、QR コｰドを読み
お金を要求する息子や孫からの電話 取り空メｰル
（件
名、 本 文 記 載 の
はすべて詐欺！
ないメｰル）を送
信してください。

防犯・防災

J アラート全国一斉情報伝達訓練
を実施

ため、今年度の回収については水海道地区、石下地
区各１回の予定です。
費用基本料…1,000円 / 年
重量割額…農ビ55円 /㎏、農ポリ62円 /㎏
◆水海道地区
回収日８月７日
（金）
９時～11時
場所 JA カントリｰエレベｰタｰ
（沖新田町）
回収物ビニｰル、ポリエチレン
◆石下地区
回収日９月１日
（火）
８時～10時30分
場所 JA 野菜集出荷所
（大沢）
回収物ビニｰル、ポリエチレン
申込・問㊌農政課
（内線2320、
2321）

全国瞬時警報システム
（J アラｰト）から配信され
る情報が、防災行政無線から正常に発信されるか、
確認の訓練放送を実施します。
日時８月５日（水）11時

今年度、米寿を迎えられる方や100歳を迎えられ

内容市内の防災行政無線から、次のとおり一斉放送

祉

長寿をたたえる事業

福

る方、市内最高齢の方のご長寿をたたえ、ご自宅を
広報じょうそう お知らせ版 2020.7
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全国戦没者追悼式開催のため、
８月15日
（土）
12時の定時放送は行いません…防災行政無線
問㊌社会福祉課
（内線4120）
、
㊌防災危機管理課
（内線2220）
訪問し記念品などを贈呈します。
（市外の施設に入所
持物直近の給与明細書３か月分、家計の収支が分か
している方は、ご連絡ください）

るもの

◆米寿のお祝い

問㊌税務課
（内線1520）

対象者市内に住所を有し、昭和７年４月１日から昭
和８年３月31日までの間に生まれた方
（今年度中に
満88歳の誕生日を迎える方）

相

談

贈呈日８月20日（木）

日時８月20日
（木）
９時30分～11時

◆百寿・市内最高齢のお祝い

場所保健センタｰ

対象者市内に住所を有する方で①または②の方

費用無料

①大正９年４月１日から大正10年３月31日までに生

その他電話相談も随時受け付けます。

まれた方
（今年度中に満100歳の誕生日を迎える方）

申込・問８月19日
（水）
までに、
保健推進課

②市内最高齢の方

へお申し込みください。

贈呈日８月29日（土）
その他申し込みの必要はありません。
問㊌幸せ長寿課（内線4260、
4261）

福

祉

おしゃべり会を開催しています
～精神障がいを抱える家族会主催

精神障がい者を抱える家族が集まり、悩みを打ち

相

談

㉓3111

こころの健康相談

日時８月12日
（水）
13時～15時30分
場所市役所議会棟２階小会議室
対象者本人、ご家族の方どなたでもご相談ください。
相談員松坂尚氏
（水海道厚生病院精神科医師）

明けあったり、有用な情報を交換しあったりするお

費用無料

しゃべり会です。初めての方でもどうぞお気軽にご

申込・問８月７日
（金）までに、㊌社会福祉課
（内線

参加ください。

4131）
へお申し込みください。

※マスクを着用してお越しください。
開催日８月30日
（日）
、
10月25日
（日）
、
12月６日
（日）
、

談

保健師・看護師による
健康相談事業を実施

２月28日（日） 10時～12時

相

場所下妻地方地域活動支援センタｰ菜の花（常総市

皆さんの健康増進のために、保健師・看護師の資

石下文化センタｰ裏）

格を有する者が、ご家庭に電話または訪問をして健

対象者精神障がい者を抱える家族など

康についての情報提供や日常生活を健康に過ごすた

費用無料

めのアドバイスなどを行います。

問下妻地方家族会

健康・医療

岡村

紀久代

添野

幸子

㊸7400
090－8006－3959

子宮がん検診を受けられる病院が
追加されました

【子宮がん医療機関検診】
つくば木場公園クリニック
（つくば市松野木101-6） 029－836－4123

健康状態、服用されているお薬の内容、治療内容
などの理解を深めることで、疾病の予防や適正な療
養につながります。
対象者の方には、
8月中に市からお知らせを送付
しますので、ぜひこの機会にご活用ください。
※この事業は、市が日本健保株式会社に委託して行
います。
問㊌健康保険課
（内線1212）

検診項目子宮がん検診
（頸部のみ）
※医療機関がん検診についての詳細は、
市のホｰムペｰジをご覧ください。
問保健推進課

相

4

健康相談

談

㉓3111

納税相談

相

談

就職についての悩みや不安を
話してみませんか

日時８月5日・12日・19日・26日の毎週水曜日
13時～16時
（祝日を除く）
場所ハロｰワｰク常総内サポステブｰス
対象者就職の悩みがある15歳から39歳までの方ま

休日相談８月２日（日）
８時30分～12時

たは保護者・関係者

夜間相談毎週木曜日19時まで
（祝日を除く）

内容課題克服のためのセミナｰ、面接練習、履歴書

場所㊌税務課

添削など
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※就職先の斡旋はしていません。

献血のご協力をお願いします 8月12日(水)10時～11時30分、12時30分～16時

場所…市役所石下庁舎

相談員いばらき県西若者サポｰトステｰション相談員

㉓3111

問保健推進課
市税を滞納していない方

費用無料

④他の奨学金を受けていない方

その他現在、サポステにて無料パソコン講座実施中

募集定員若干名

申込・問いばらき県西若者サポｰトステｰション

貸与金額○高等学校…………月額10,000円

0296 54 6012へ各相談日の前日までに、お申し

○高等専門学校……月額20,000円

込みください。
（日・月・祝日は休み）

※専門学校は対象外

※火曜から土曜までの９時30分～17時30分

○大学・短期大学…月額30,000円
決定方法奨学生選考審査会で決定し、書面で結果を

募

健康

集

太極拳教室

通知します。
その他奨学資金は無利子です。学校卒業後１年間は

日時９月７日から11月16日までの毎週月曜日
10時～12時 ※９月21日
（月・祝）
を除く全10回

据え置き、その後10年間で償還していただきます。
市内に住所を有する成年者の保証人および連帯保証

場所きぬふれあいセンタｰ

人が必要です。

対象者市内在住・在勤の成人の方

申込次の書類を学校教育課に提出してください。

定員15人

①奨学生願書

内容太極拳は、呼吸法に従い心と体のバランスをと

学校に依頼） ③納税状況調査同意書

り、他の人と競わないで健康と長寿を主な目的とし

貸与に関する確約書

ているバランス運動です。

⑦在学証明書
（現在在籍している学校発行のもの）

動作は、柔らかくゆっくりした動きです。ご年配
の方、少し体調が良くない方もできます。年齢・性
別にかかわりなく、どなたにもお勧めできます。
転倒防止と健康維持に効果があり、いちばんの特
徴はゆるやかに全身を動かすことにより、心と体と
の調和によって健康を図ることにあります。
指導員ＮＰＯ法人日本健康太極拳協会
菊地

敏子師範、片倉

明子師範

②奨学生推薦書
（現在在学している
⑤住民票謄本

④奨学資金
⑥所得証明書

※①②③④の用紙は、提出先にあります。
石学校教育課
（内線8210）
問○

募

集

職業訓練受講者（就職を目指す方）

受講期間10月２日
（金）
～３年３月30日
（火）
※テクニカルオペレｰション科
（CAD/NC コｰス）、
電気設備技術科は、３年４月27日
（火）
まで

費用無料

場所ポリテクセンタｰ茨城
（水海道高野町591）

申込・問８月25日
（火）までに、きぬふれあいセン

対象者就職に必要な技能・技術を身に付けたい方

㉔0355へお申し込みください

タｰ

募

集

２年度奨学生を追加募集

募集コース○テクニカルオペレｰション科
（CAD/
NC） ○電気設備技術科

○工場管理技術科
（電気

保全） ○組込みソフトウェア科
費用無料
（テキスト代など実費負担あり）

市では、奨学資金貸与基金を設置し、能力がある

その他見学をご希望の方は、ポリテクセンタｰ茨城

にも関わらず経済的理由により、修学が困難な方に

へお電話ください。

対し学資資金を貸与しています。

申込７月16日
（木）～８月11日
（火）までに、ハロｰ

今回、新型コロナウイルス感染症の影響により家
計が急変し、緊急に支援の必要がある学生・生徒に

ワｰク常総

問ポリテクセンタｰ茨城

対して奨学金を貸与します。
募集期間９月18日（金）
まで
対象者次の①～④すべてに該当する方
①常総市民
（市内に引き続き１年以上住所を有する

㉒8609へお申し込みください。

募

集

農場見学＆就農相談会
in 県西（常総市）参加者

日時８月29日
（土） 10時～15時15分
（予定）
開催地常総市

方）または常総市民の子
②高等学校、高等専門学校または大学
（短期大学を

対象者農業を始めたい方、農業法人などに就職した

含む）に在学し、人物・学業ともに優れ、かつ学

い方、農業に関心のある方

資の支弁が困難と認められる方

定員20人
（予約制）

③本人および保護者
（親権を行う方、未成年後見人
その他の方で、現に本人を監護している方）で、
水海道総合体育館

㉗ 1211

㉒8845

㉗ 1210 石下総合体育館

内容農場見学
（常総市岡田）
および個別就農相談会
移動貸し切りバス
㊸ 8311

㉚ 5501
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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、
国民年金保険料の納付が困難な方へ

免除対象期間を「令和2年6月分まで」から「令和3年6月分まで」
に延長しました

問下館年金事務所

費用無料（昼食代各自負担）

○第３次試験日…12月上旬または中旬で指

申込・問（公社）茨城県農林振興公社
029ｰ350ｰ8686へお申し込みください。
※新型コロナウイルス感染防止のため、規模や時間
を短縮して実施します。

募

集

0296-25-0829

定する１日
対象者２年４月１日において、大学など
（短期大学
を除く）を卒業した日または大学院の課程などを修
了した日のうち最も古い日から起算して８年を経過

今年も開催します 親子の集い
～ひとり親家庭の皆さんへ～

日時８月23日（日）

した方
申込原則インタｰネット申し込みになります。
○次のアドレスへアクセスし、説明に従い入力する
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

内容午前：あすなろの里でバｰベキュｰ

○受付期間…８月３日
（月）９時～８月21日（金）受

午後：ミュｰジアムパｰク茨城県自然博物館
対象者ひとり親家庭の親子

信有効
問○インタｰネット申し込み…人事院人材局試験課
03ｰ3581ｰ5311
（内線2333）
９時～17時

※お子さんは中学生まで対象
定員先着50人程度

※土日・祝日は除く

参加費自然博物館の入館料のみ個人負担となります。

○上記以外…関東信越国税局人事第二課試験係

大人 :750円

小中学生 :150円

小学生未満 : 無料

申込・問８月14日
（金）
までに、
㊌こども課
（内線1330、

048ｰ600ｰ3111
（内線2097）
８時30分～17時
※土日・祝日は除く

石 暮らしの窓口課
（内線8021）の窓口
1331）または○

にお申し込みください。

※新型コロナウイルス感染防止のため、マスク着用

求

人

会計年度任用職員

および３密を避けての実施となります。また、今

◆学校給食補助員…1人

後の感染状況などによっては中止とさせていただ

勤務地水海道中学校

く場合もあります。

勤務時間11時～14時30分
（休憩30分）
採用日８月下旬から

募

集

親子すこやか宿泊研修事業の参加者

給与など時給890円
（距離に応じて通勤手当あり）
必要書類履歴書
（写真貼付）
１通

（社福）茨城県母子寡婦福祉連合会では、県内の母

石学校教育課
（内線
申込・問７月31日
（金）までに、○

子家庭のお母さんとお子さんが、広く地域を越えて

8210、〒300-2793新石下4310ｰ1）へ直接または

交流と楽しい体験ができる
「宿泊研修」
の参加者を募

郵送で提出してください。

集しています。

※郵送の場合は、７月31日
（金）
必着

日時９月21日（月・祝）
14時～22日
（火・祝）
13時
場所茨城県立児童センタｰ
（大洗町磯浜町8249ｰ4

こどもの城
029ｰ266ｰ3044）

人

小中学校講師

※現地集合・現地解散。遅刻・早退はできません。

◆市立小中学校講師

定員80人（定員を超えた場合は抽選とします）

雇用期間８月～３年３月
（予定）

対象者年長児から中学２年生まで

勤務場所市立小中学校

費用１世帯500円

対象者次のすべてに該当する方

申込・問8月14日（金）までに、県母子寡婦福祉連合

①教育職員免許法に基づく教員の免許状を有する方

029ｰ221ｰ8497へお申し込みください。

②教員の職務を行うのに必要な熱意と識見をお持ち

会

募

令和2年度国税庁経験者採用試験
（国税調査官級）
集

国税局や税務署で、税のスペシャリストとして働

の方
③地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない方
手当など通勤手当、雇用保険加入など
持物茨城県公立学校常勤・非常勤採用志願書（市ホ

く職員（国家公務員）
を募集します。

ｰムペｰジからダウンロｰドできます）
、教員免許

試験日○第１次試験日…10月４日
（日）

状の写し

○第２次試験日…11月７日
（土）
、８日
（日）
、
14日（土）
、
15日
（日）
で指定する１日
6

求
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石 指導課
（内線8310）
申込・問必要書類を添えて、○

石 学校教育課
（内線8230）へ直接お申し込み
または○

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
レディースゴルフ教室
（後期）

ください。
（定員になり次第締め切り）
※土日・祝日を除く、８時30分～17時15分

スポーツ

市主催のスポーツ教室

日時９月１日～17日の毎週火・木曜日
（全６回）
19時～20時30分
※９月26日
（土）
コｰスレッスン予定
（別途3,000円）
場所ゴルフアカデミｰ菅生
（菅生町3291）

ノルディックウォーキング教室
日時９月５日～11月14日の毎週土曜日
（全10回）
14時～16時

※10月24日を除く

対象者市内在住・在勤の女性の方 ※新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため、貸しクラブはありません
ので、ご自身でクラブをご用意できる方のみ

場所石下総合運動公園

内容初心者を中心とした教室です。

対象者市内在住・在勤の方

費用1,500円

費用500円

円）
がかかります。

申込７月23日（木・祝）～８月14日
（金）に、石下総

申込７月23日
（木・祝）～８月９日
（日）に、水海道

合体育館へお申し込みください。

総合体育館へお申し込みください。

柔道・剣道教室
（後期）
日時９月５日～12月12日の毎週土曜日
（全12回）
※９月19日、10月17日、
11月14日を除く
剣道…９時30分～11時

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

柔道…10時～12時

場所石下総合体育館

※別途ボｰル代
（打ち放題１回1,000

日時
（水海道）
８月 １日
（土）

14時～15時

９日
（日）

14時～15時

対象者市内在住の小学生～中学１年生
※高校生以上も参加できます。

10日
（月・祝） 14時～15時

内容基本・礼儀作法を重んじ、心・技・体の調和を

27日
（木）

19時～20時

下）
８月16日
（日）

14時～15時

費用中学生以下1,000円、高校生以上2,000円

20日
（木）

19時～20時

申込７月23日（木・祝）～８月10日
（月・祝）に、所

29日
（土）

14時～15時

定の申込書に必要事項を記入の上、石下総合体育館

30日
（日）

14時～15時

（石

目指します。

へ直接または

㉚5501でお申し込みください。

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

※電話可
卓球教室
日時９月４日～11月６日の毎週金曜日
（全８回）
19時～21時

その他子ども同伴では参加できません。
申込各総合体育館で受け付けます。
卓球プライベートレッスン

※10月９日・30日を除く

場所水海道総合体育館

日時８月15日
（土）

対象者市内在住・在勤・在学の小学４年生以上の方

①14時30分～15時30分

内容○初級コｰス…初心者の方へ基礎技術を指導し

②15時45分～16時45分

ます ○中級コｰス…ある程度経験のある方へ応用技

場所水海道総合体育館

術を指導します ○中学生コｰス ○小学生コｰス

対象者小学生以上の方

費用中学生以下1,000円、高校生以上1,500円

費用各2,500円
（税込）

申込７月23日（木・祝）～８月10日
（月・祝）に、水

定員各１人

海道総合体育館へお申し込みください。

申込水海道総合体育館へお申し込みください。

アクアビクス教室
日時９月３日～11月５日の毎週木曜日
（全10回）
19時～20時

ダンベルマスター
日時①８月25日
（火） ②８月27日
（木）
15時30分～16時30分

場所きぬ温水プｰル

場所①石下総合体育館

対象者市内在住・在勤の18歳以上の方

対象者18歳以上の方

内容水中で音楽に合わせて体を動かします。

費用各日500円
（税込）

費用1,500円

定員各日１人

申込７月23日（木・祝）～８月13日
（木）に、きぬ温

申込各総合体育館へお申し込みください。

水プｰル

②水海道総合体育館

㉗3913へお申し込みください。

水海道総合体育館

㉗ 1211

㉗ 1210 石下総合体育館

㊸ 8311

㉚ 5501
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困った
ときの

各種相談

税：市・県民税…２期
国民健康保険税…２期
保険料：介護保険料…３期
後期高齢者医療保険料…２期

◆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

◎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。

㉒ 7937 8：30～17：00

三坂町402-1

3日（月）水遊び10時10分～

1日（土）土曜開館日

4日（火）◆絵の具で遊ぼう10時～

3日（月）◎休館日

5日（水）水遊び10時10分～

4日（火）おもちゃの広場９時～
6日（木）おもちゃの広場９時～

17日（月）身体測定（午前・午後）／水遊び10時10分～

7日（金）おもちゃの広場９時～

18日（火）身体測定（午前・午後）
19日（水）身体測定（午前・午後）／水遊び10時10分～

12日（水）相談日ほっとステーション10時～

20日（木）身体測定（午前・午後）

13日（木）おもちゃの広場９時～

21日（金）身体測定（午前・午後）

14日（金）おもちゃの広場９時～

24日（月）水遊び10時10分～

15日（土）土曜開館日

25日（火）◆赤ちゃん広場14時～

17日（月）◎休館日

26日（水）水遊び10時10分～

18日（火）おもちゃの広場９時～

28日（金）◆絵の具で遊ぼう10時～

20日（木）おもちゃの広場９時～

31日（月）水遊び10時10分～

21日（金）おもちゃの広場９時～
25日（火）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

上蛇町2112

3日（月）身体測定9時～

27日（木）おもちゃの広場９時～
28日（金）おもちゃの広場９時～
水海道児童センター

4日（火）身体測定9時～
5日（水）身体測定9時～

㉓ 1902 8：30～17：00

水海道天満町4678

6日（木）身体測定9時～／◆ペットボトルで作ってあそぼ10時～

3日（月）いいものみ～っけ9時～

7日（金）身体測定9時～

5日（水）いいものみ～っけ9時～
7日（金）いいものみ～っけ9時～

20日（木）◆水あそびをしよう！10時～

8日（土）土曜開館日

さくら保育園子育て支援センター

㊷ 5912 9：00～15：00

岡田339

4日（火）水遊びおもちゃ作り10時30分～

19日（水）いいものみ～っけ9時～

28日（金）身体測定・成長記録アルバム作成１０時３０分～

20日（木）◆クラフトを楽しもう10時30分～

東さくら保育園子育て支援センター

㊷ 6776 9：00～15：00

5日（水）個人制作「おばけ」10時30分～

21日（金）いいものみ～っけ9時～

▷

22日（土）土曜開館日
24日（月）◎休館日

19日（水）ミニ縁日遊び10時30分～

25日（火）相談日ほっとステーション10時～

認定こども園石下保育園子育て支援センター

㊷ 2300 9：00～15：00

新石下1031

12日（水）いいものみ～っけ9時～
17日（月）いいものみ～っけ9時～

21日（金）身体測定・成長記録アルバム作成１０時３０分～

本石下3762-1

11日（火）◎休館日
14日（金）いいものみ～っけ9時～

18日（火）ミニ運動遊び10時30分～

26日（水）いいものみ～っけ9時～
27日（木）◆クラフトを楽しもう10時30分～

12日（水）◆水遊び（雨天は室内遊び）10時～

28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〉

31日（月）いいものみ～っけ9時～

●基本的に平日は自由開放日です。詳しくは、
三坂児童館
８月 １日・15日
各子育て支援施設にお問い合わせください。
児童センター ８月 ８日・22日
●休館日：土曜（児童館・児童センター除く）
、
※新型コロナウイルス感染症の今後の状況によ
日曜・祝日
り変更となる場合があります。

8月の乳幼児健診・教室・相談 予定表
保健センター（予約制）
乳幼児健診
乳児健診

実施日
25日
（火）

受付時間

対 象
2020年 ４月生まれ

１歳６か月児健診

４日
（火）

13時～13時15分

2019年 １月生まれ

３歳児健診

20日
（木）

教室・相談
のびのび子育て相談

実施日
25日
（火）

プレパパ・ママ教室
（後期）
離乳食教室（前期）

2017年 ７月生まれ
受付時間
9時45分～10時

対 象
乳幼児
これからパパ・ママ
21日
（金） 9時15分～9時30分 になる方(ママは妊
娠中の方に限る)
19日
（水）
9時45分～10時
生後５～６か月

石下総合福祉センター（予約制）

市

●納期限は 8月31日（月）です。

三坂児童館

㉒ 2019 8：30～17：00

水海道高野町2081

乳幼児健診
12か月児健診

実施日
18日
（火）

１歳６か月児健診

５日
（水）

受付時間

対 象
2019年 ７月生まれ

13時～13時15分

2018年 12月生まれ
2019年 １月生まれ

受付時間

対 象

教室・相談

実施日

２歳児教室

５日
（水） 14時30分～14時45分 2018年7·8月生まれ

申込・問保健推進課

㉓3111

●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

８月の納税

○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。

広報じょうそうお知らせ版 令和２年７月22日発行
（毎月第4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 8月17日
（月）
９時～12時
※印…詳しくは、㊌市民課 ㉓2909へ
■年金事務所年金相談
※新型コロナの影響
により、中止の場 合
日時 8月6日
（木）
10時～14時
は予約された方に通
知します。
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 8月18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
（電話相談可）
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 8月4日
（火）
13時～16時
場所 本庁舎市民ホｰル
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
（平日の９時～12時、13時～16時30分）
○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

８月の子育てイベント情報

