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申込㊌資産管理課に用意してある①申込兼誓約書と
お知らせ

就学時健康診断を実施します

②損害保険代理店委託証明書に記入捺印して、
10月
23日
（金）までにお申し込みください。
（市のホーム

就学前の子どもが、必ず受けなければならない健

ページからダウンロードすることもできます）

康診断です。入学予定の小学校で受診してください。

受付８時30分～17時15分
（土日・祝日を除く）

就学時健康診断予定表

問㊌資産管理課
（内線3401）

学校名

実施日

受付時間

水海道小

10月21日
（水）

13時10分～13時30分

大生小

10月22日
（木）

13時40分～14時00分

五箇小

10月22日
（木）

13時10分～13時20分

三妻小

10月 8日
（木）

13時00分～13時20分

大花羽小

10月 2日
（金）

13時15分～13時25分

菅原小

10月23日
（金）

13時10分～13時30分

豊岡小

10月 9日
（金）

13時15分～13時30分

絹西小

11月 5日
（木）

13時00分～13時30分

菅生小

10月 7日
（水）

13時00分～13時25分

岡田小

10月15日
（木）

13時00分～13時30分

玉

小

10月16日
（金）

13時10分～13時30分

石下小

10月30日
（金）

13時00分～13時30分

てください。

豊田小

10月22日
（木）

13時10分～13時30分

定期検査日時・場所

飯沼小

10月12日
（月）

13時00分～13時20分

対象者平成26年４月２日～平成27年４月１日生ま
れの幼児
持物はがき、母子健康手帳、子ども用室内履き、保
護者用スリッパ
その他保護者の方への通知は、９月初旬に郵送しま
した。はがきが届いていない場合や当日やむを得な
い理由で欠席する場合は、ご連絡ください。
※新型コロナウイルス感染症の防止対策のため、受
付時間が変更になる場合があります。その際は、
保護者宛てに通知しますので、ご確認ください。

石学校教育課
（内線8231）
問○

お知らせ

お知らせ

はかりの定期検査について

取引や証明に使用するはかりは、２年に１回定期
検査を受ける必要があります。
下記の日程で定期検査を実施しますので、最寄り
の会場で必ず受検をお願いします。また、市では定
期検査実施にあたり、事前調査を行っています。初
めて検査を受ける、もしくは新規に取得したはかり
がある場合や廃業などにより今後使用しなくなった
場合は、
10月９日
（金）までに、商工観光課へ連絡し

期日

検査時間

検査会場

所在地

11月16日 10:30～12:00 石下西公民館 鴻野山156
（月）
13:00～15:00
11月17日 10:30～12:00 市役所石下庁舎 新石下4310-1
（火）
13:00～15:00
11月18日 10:30～12:00 大花羽公民館 大輪町464-5
（水）
13:30～15:00 三妻公民館
三坂町1544-3
11月19日 10:30～12:00 内守谷公民館 内守谷町
（木）
13:00～15:00
2743-2
11月24日 10:30～12:00 市役所本庁舎脇の 水海道諏訪町
3222-3
（火）
13:00～15:00 第3分庁舎

持物①はかり
（分銅・おもりも必ずご持参ください）
②手数料
（１台あたり520～3,000円程度）

令和３年度公用車任意保険取扱業
者の受け付け

対象業者次のすべてに該当する業者

③受検通知はがき（平成30年度に受検した方お
よび事前調査で連絡いただいた方に送付します）
問㊌商工観光課
（内線2440）
茨城県計量検定所

①本店の所在が市内にあり、保険業を主としている
専業代理店であること。
②保険会社と損害保険代理店委託契約を結んでいる
個人または法人であり、代理店の所在地を管轄す

029-221-2763

「安心」農地の貸し借り

お知らせ

市と農業委員会では、安心して農地の貸し借りが
できるよう、農業経営の効率化を図るための「利用

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）により A

権設定等促進事業」を実施しており、毎年２月と10
月に受け付けをしています。契約期間が満了すると

以上のランクであること。
④令和３・４年度入札参加登録を予定していること。

貸借関係は自動的に終了し、離作料などの心配もい

⑤代理店および代表者に市税等の滞納が無いこと。

りません。

常総市役所

石 ＝石下庁舎
㊌＝本庁舎、議会棟 ○
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10月の日曜開庁 本庁舎…4日・18日、
石下庁舎…11日・25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1130）
、
○

また、貸し先を指定しないで、農地の集積に協力

〇非線引き都市計画区域
（石下地区）
…5,000㎡以上

できる場合は、農地中間管理機構
（茨城県農林振興

届出者土地の権利取得者
（譲受人）

公社）が行う農地中間管理事業（農地バンク）をご活

届出期限契約締結日から起算して２週間以内

用ください。

問㊌都市計画課
（内線2720）

貸借期間３・６・10年
申込・問10月30日
（金）までに、㊌農業委員会事務
局
（内線2520）へお申し込みください。

お知らせ

手続き・申請

申請期間10月１日
（木）
～11月30日
（月）

お店・事業所の魅力を
紹介しませんか

対象者次の①、②をすべて満たす方
①市内在住または在学する小学校１～６年生

市のホームページに、市内の店舗・事業所の魅力
や自慢の商品・サービスを紹介します。ぜひご活用

②保護者が就労・疾病・親族の介護などにより、放
課後や学校休業日に留守家庭となる児童

ください。

利用期間令和３年４月１日～令和４年３月31日

申込期間10月16日（金）
まで
（期間以降も随時受付）

必要書類①常総市児童クラブ利用申込書

対象者市内に店舗を有する法人または個人事業者

明書など

費用無料

申込利用希望の児童クラブへ直接申し込みしてくだ

申込・問申し込みの際、取材および撮影希望日時
（10

さい。
（土日・祝日を除く、
13時30分～19時）

月26日
（月）以降の平日９時～16時）を確認させてい

※申請書は各児童クラブにあります。市ホームペー

ただきます。㊌商工観光課
（内線2440）

「きぬっこナビ」がスタート
しました！
お知らせ
妊娠中から子育てまでをサポートするアプリがス
タートしました。常総市の子育て情報をタイムリー
にお届けするほかにも、成長記録や予防接種スケジ
ュールの管理など便利な機能が満載です。
利用方法アプリストアで
「母子モ」を検索。
ダウンロードし、プロフィールを登録する。
問保健推進課

お知らせ

㉓3111

水海道中学校夜間学級
入学希望者説明会の開催

水海道小児童クラブ

㉒1161

三妻児童クラブ（三妻・大生・五箇）

㉒7089

大花羽小児童クラブ（大花羽・菅原）

㉔2939

豊岡小児童クラブ

㉔0711

絹西小児童クラブ

㉗0644

菅生小児童クラブ

㉗2289

岡田小児童クラブ

㊷7890

玉小児童クラブ

㊸9105

石下小児童クラブ

㊷0810

豊田小児童クラブ

㊷7831

飯沼小児童クラブ

㊸8101

㊌こども課支援係

手続き・申請

その他参加希望者数によっては個別に対応します。
石教育委員会指導課
申込先事前に○

㊹6345へお申

し込みください。

「10月は土地月間」
土地取引の後は届け出を
手続き・申請

③使用料減免申請書※該当者のみ提出

◆問い合わせ先

場所常総市立水海道中学校
申込期限10月14日（水）
まで

②就労証

ジからもダウンロードできます。

日時10月21日（水）
19時～
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令和３年度児童クラブの利用申請
受け付け

㉓2111
（内線1330・1331）

農振農用地区域編入・除外申請
について

市では、法律に基づき、農振農用地区域を定めて
います。
農振農用地区域外の農地等をこの区域に編入した
い場合、または農振農用地内の農地を農地以外に転
用したい場合は、申請をして許可を受ける必要があ
り、毎年５月と10月に申請の受け付けをしていま

一定規模以上の土地の取引を行った場合は、国土

す。申請される方は、申請前に㊌農政課へご相談く

利用計画法に基づき、利用目的の審査を受ける必要

ださい。なお、除外目的が必要かつ適当でない場合

があります。

や土地の所在および他の法律により制限を受けるも

◆対象となる土地

のは、認められません。

〇市街化区域（水海道地区）
…2,000㎡以上

申込・問10月１日
（木）
～30日
（金）
に、㊌農政課
（内

〇市街化調整区域（水海道地区）
…5,000㎡以上

線2310）
へお申し込みください。
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10月19日
（月）
から25日
（日）
は
「行政相談週間」
です。
行政に関するお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
毎月15日9：00～12：00（土・日・祝日の場合は翌日）

令和３年度保育所・認定こども園・
地域型保育事業所の申し込みについて

手続き・申請

令和３年４月からお子さんを保育施設などに入所
させたい方の申し込みを受け付けます。保育施設利
用のための認定を受ける必要がありますので、併せ

問㊌市民課
（内線1130）
本人の個人番号と運転免許証など身元確認のできる
ものをお持ちください。
（申請保護者以外の方が窓口
に来られる場合は、申請保護者からの委任状が必要
です）
◆入所決定までの流れ
第1次申込の方を選考し、入所者を決定します。

て申請してください。

その後、残りの入所枠で、第2次・第3次申込期間

◆市内保育所

の順番に選考・決定をします。選考結果通知は、申

施

設

名

所

在

地

受入年齢

水海道第一保育所

豊岡町乙1670-2（※1） 満1歳から

水海道第二保育所

中妻町3977（※2）

満1歳から

水海道第三保育所

水海道高野町2081

6か月から

水海道第四保育所

菅生町1187-5（※3）

満1歳から

水海道第六保育所

小山戸町186

6か月から

絹西保育園

坂手町986

6か月から

小貝保育園

上蛇町2112

6か月から

さくら保育園

岡田339

6か月から

東さくら保育園

本石下3762-1

6か月から

（※4）大生郷町801-1
（仮称）南さくら保育園

満1歳から

※1：令和2年11月以降に豊岡小学校敷地内（豊岡町丙3362）へ移転。
※2：令和2年11月以降に三妻小学校敷地内（中妻町4146）へ移転。
※3：令和3年4月以降に菅生小学校敷地内（菅生町4711）
へ移転。
※4：令和3年4月から水海道第五保育所を民営化し、
（仮称）南さくら保育園
へ移行。

◆市内認定こども園
（保育園部分）
施

設

名

所

在

地

6か月から
6か月から

認定こども園 きぬ学園

羽生町946

6か月から

認定こども園 石下保育園

新石下1031

6か月から

◆地域型保育事業所
名

石 暮らしの窓口課
（内線8026）
石下地区…○

手続き・申請

建物の取り壊し・新築・増築
をした方へ

建物の取り壊し・新築・増築をした方は、㊌税務
課へご連絡ください。
特に、取り壊した場合に連絡がないと、なくなっ
た建物へ課税されてしまうことがありますので、必
ずご連絡をお願いします。
連絡をいただいた後、市職員が現地確認・調査に
伺います。

受入年齢

認定こども園 二葉こども園 水海道天満町1712-7

設

申込・問水海道地区…㊌こども課
（内線1310・1320）

問㊌税務課（内線1623）

認定こども園 みつかいどう 水海道橋本町3346

施

込時期により異なります。

手続き・申請

未登記家屋の所有者の変更について

相続・売買などで所有者が変更になった未登記家
屋（法務局に登記されていない建物）
の名義を変更す
る場合には、市への届け出が必要です。届け出がな

所

在

地

受入年齢

ぐーちょきパンパン保育園 三坂町1029-1
（家庭的保育事業）

6か月から
2歳まで

はじめのいっぽ保育園
（小規模保育事業）

6か月から
2歳まで

水海道橋本町
3571-1

いと変更前の所有者へ課税が継続されてしまいます
ので、必ず届け出をお願いします。
問㊌税務課（内線1623）

入所資格保育の必要な事由に該当する方
申込期間
○第１次…11月 ９日
（月）
～11月20日
（金）
○第２次…11月24日
（火）
～ １月29日
（金）
○第３次… ２月 １日
（月）
～ ２月26日
（金）
各期間とも月～金曜日の８時30分～17時※祝日は
除く
※求職活動中による申し込みの方は、第３次申込期
間から受け付けします。

防犯・防災

常総広域消防本部・茨城県防災航
空隊合同訓練の実施

常総広域消防本部と茨城県防災航空隊との連携強
化を図るため、合同訓練を実施します。
当日は、防災ヘリによる騒音が予想されますが、
近隣の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
なお、災害出動・天候不良により、合同訓練を中
止する場合がありますので、あらかじめご了承くだ
さい。

申込方法申込書に必要事項を記入し、必要書類を添

日時10月28日
（水）
・29日
（木）９時30分～11時

付の上、お申し込みください。

※予備日11月４日（水）
・５日（木）

申込書は10月12日
（月）から配布します。また、

会場きぬ総合公園水海道球場
（坂手町3552）

市ホームページからもダウンロードできます。

内容空中消火・状況調査訓練

※郵送での申し込みはできません。

問常総広域消防本部

警防課

㉓0119

㉒3574

その他マイナンバーの記入が必要です。申請保護者
広報じょうそう お知らせ版 2020.9
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新型コロナウイルス感染症の影響により減収が見込まれる世帯等の
国民健康保険税減免申請を受付中 問㊌健康保険課（内線1220）、○
石暮らしの窓口課
（内線8015）
くらし・環境

石下中学校区資源物回収

（茨城県作成
『
「認知症」早めにご相談を』から一部

※雨天の場合は４日
（日）
。防災行政無線でお知らせ
します。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定が
変更になる場合があります。
問石下中学校

㊷2241

幸せ長寿課窓口で確認できます。
「年のせい」
とためらわず、少しでも不安なことが
ある時は、早めにかかりつけ医などの相談窓口に相
談しましょう。

菅生小学校区資源物回収

日時10月11日（日）
8時～※雨天の場合は18日
（日）
問菅生小学校

抜粋）
参照パンフレットは、茨城県ホームページまたは

回収場所石下総合福祉センター南側駐車場

くらし・環境

○今までできていたことができなくなったり、慣れ
た道具の使い方がわからなくなった

日時10月３日（土）
８時～

くらし・環境

○ヒントを出されても思い出せないことがよくある

㉗0620

問㊌幸せ長寿課
（内線4261）

健康・医療

勤務先で特定健診を受けている方は、重複して市

菅原小学校区資源物回収

の健診を受診する必要はありません。勤務先での特
定健診結果を市に提出していただくことで、市の健
診を受診したとみなされます。市の特定健診受診率

日時10月11日（日）
８時～

向上のため、ぜひ勤務先での特定健診結果の提出に

※雨天の場合は18日（日）。回収物は、８時までに

ご協力ください。ご協力いただいた方には、粗品を

各家庭の玄関前に出しておいてください。
問菅原小学校

健康・医療

㉔7005

差し上げます。
提出先保健推進課
（保健センター内）
、㊌健康保険課、

国保・後期高齢者
ドック検診の助成券申請について

石暮らしの窓口課
○

持物2年度の特定健診結果票
（写し）
、
国民健康保険証
その他健診結果には、下記の問診・検査項目等すべ

申請期限12月28日（月）
まで

て含まれていることが条件です。

※今年度から申請期限が短縮されています。期限を

〇特定健診基本項目
（身長・体重・腹囲・血圧測定・

過ぎての申請はできませんので、期限内に申請し

尿検査・血液検査） 〇問診項目
（服薬状況・喫煙の

てください。

有無・既往歴） 〇担当医師名

※助成金の償還払いはできません。

問保健推進課

助成期限3年3月26日
（金）
検診分まで
助成額人間ドック…20,000円 脳ドック…30,000円
（脳ドックの助成は隔年になります）
※対象者・申請方法・申請場所は
令和２年度常総市健康カレンダー
保存版をご覧ください。
問国保の方…保健推進課

㉓3111

後期高齢者の方…㊌健康保険課
（内線1250）

健康・医療

９月は茨城県認知症を知る月間です

認知症は誰にでも起こりうる脳の病気です。認知

4

40～74歳の常総市国保加入者で
勤務先で特定健診を受診している方へ

健康・医療

㉓3111

医療機関健診・検診のお知らせ

健診・検診は、医療機関でも受けられます。
【健診・検診の種類】
①特定健診
②がん検診…大腸がん検診・胃がん検診
（レントゲ
ン・内視鏡）
・ピロリ菌検査・婦人科検診
（子宮がん
検診・乳がん検診）
③後期高齢者医療制度健診
受診期限①特定健診…３年３月26日
（金）
②がん検診…12月28日
（月）

症は早期に適切な治療・対応をしていけば、その後

③後期高齢者医療制度健診…３年２月28日
（日）

の経過や介護の負担も変わってきます。

受診方法①特定健診…協力医療機関に予約し、特定

◆認知症状（一例）

健康診査受診券と保険証を持参の上、直接受診して

○5分前に聞いた話を思い出せないことがよくある

ください。受診券は、５月末に郵送しましたが、お

○今日が何月何日かわからないときがよくある

手元にない場合は再発行できますので、保健推進課

広報じょうそう お知らせ版 2020.9

10月は茨城県がん検診推進強化月間です。

市の助成を受けてがん検診を受診できますので、
詳細は、
常総市健康カレンダーをご確認ください。

問保健推進課 ㉓3111
方は、申請により減免になる場合がありますので、

㉓3111へご連絡ください。
②がん検診…協力医療機関に予約の上、事前に保健

ご相談ください。

石暮らしの窓口課で受診券の申請をし
推進課または○

対象者①新型コロナウイルス感染症により、その方

てください。郵送希望の場合は、予約日の２週間前

が属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤

までに保健推進課へ電話でお申し込みください。

な傷病を負った第１号被保険者

③後期高齢者医療制度健診…協力医療機関に予約し、

②新型コロナウイルス感染症の影響により、その方

保険証を持参の上、直接受診してください。

が属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動

その他集団検診やドック検診などで今年度すでにお

産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ

受けになった健診・検診は重複して受診することが

る第1号被保険者

できません。協力医療機関や健診料金の詳細は、令

受付期間３年３月31日
（水）
まで

和２年度常総市健康カレンダー P16～ P20
（QR コ

※申請方法などの詳細については、窓口または市ホ

ード）でご確認ください。

ームページでご確認ください。
問㊌幸せ長寿課
（内線4230・4231）

特定健診
後期高齢者医療制度健診

健康・医療

福

がん検診

祉

赤い羽根共同募金にご協力ください

今年も10月1日から12月31日まで、全国一斉に
赤い羽根共同募金運動が行われます。

献血を実施します

皆さんから寄せられた募金は、県共同募金会を通
して、県内の福祉施設や団体、社会福祉協議会に配

大切な命を救うのは、皆さんの善意です。

分され、当市でも地域福祉活動やボランティア活動、

献血のご協力をお願いします。

歳末たすけあい見舞金などに活用されます。また、

日時10月14日（水）
９時45分～16時

国内で発生した風水害や地震などによる災害救助活

場所市役所本庁舎前駐車場

動にも活用されています。

問保健推進課

福

㉓3111

市内各世帯にも、自治区長などを通じて個別募金

「がんばるシニア応援チケット」
について
祉

「がんばるシニア応援チケット」
の取扱店として下

をお願いさせていただきますので、ご理解とご協力
をお願いいたします。
問茨城県共同募金会常総市共同募金委員会（社会福
祉協議会内） ㉚8789

記のお店が追加となりました。現在、市内250店舗
でご利用できますので、10月31日までに忘れずに
ご利用ください。
「がんばるシニア応援チケット」
追加登録店
取扱店名

住所

福

祉

ひとり親家庭のお母さん、お父さん
の資格取得を応援します

専門的な資格を取得するために、母子家庭の母お
業種

よび父子家庭の父が１年以上養成機関で修業する場

スプーキー

豊岡町乙1193-9

飲食店

合に、修業期間中および修了時に給付金を支給しま

天満屋酒店

新石下205-7

食料品

㈲松﨑石油

坂手町1270

ガソリンスタンド

す。次の支給要件をすべて満たす方が対象となります。

浜屋酒店

原宿86

食料品

新石下4093

飲食店

御食事処

かめや

珈琲＆紅茶 Kikuchi 水海道渕頭町2990-4
ミッケえどん村アン
テナバザール
水海道栄町2665-7
ヨッテケ堂

福

祉

飲食店
食料品

新型コロナウイルス感染症の影響
による介護保険料の減免について

支給要件○常総市に住民登録のある母子家庭の母、
父子家庭の父
○児童扶養手当を受けている方、または同等の所得
水準にある方
○養成機関において１年以上のカリキュラムを修業
し、対象資格の取得が見込まれる方
○就業または育児と養成機関における修業との両立
が困難であると認められる方
○過去に同様の給付金を受けたことがない方

65歳以上の方で、新型コロナウイルス感染症の

対象資格看護師
（准看護師）
・介護福祉士・保育士・

影響による以下の理由で介護保険料の納付が困難な

理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・社
広報じょうそう お知らせ版 2020.9
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10月20日は世界骨粗鬆症デーです。

カルシウム、
ビタミンDの摂取と適度な運動で、
コツコツ骨貯金をはじめましょう。

会福祉士・製菓衛生師・調理師など、その他福祉事

問保健推進課 ㉓3111
を思いやる気持ちを持っていただきますようお願い

務所長が必要と認める資格を有する方

いたします。

支給期間修学する期間
（上限３年、４年課程は４年）

相談先

支給額○訓練促進給付金…課税世帯月額70,500円、

○みんなの人権110番
（全国共通人権相談ダイヤル）
0570-003-110

非課税世帯月額10万円

○子どもの人権110番
（全国共通通話料無料）

※修学期間最後の１年間はさらに増額
問㊌こども課（内線1330）

0120-007-110

石 暮らしの窓口課
（内線8026）
○

相

談

○女性の人権ホットライン
（全国共通）
0570-070-810

納税相談

○外国語人権相談ダイヤル
0570-090-911

休日相談10月４日（日）
８時30分～12時
夜間相談毎週木曜日19時まで
（祝日を除く）

新型コロナウイルス感染症に係る
経営相談窓口

場所㊌税務課

相

談

持物直近の給与明細書３か月分、家計の収支が分か

経営士による経営相談窓口を開設します。お気軽

るもの

にご相談ください。

問㊌税務課（内線1520）

日時10月２日～12月25日の毎週金曜日

相

談

９時～正午まで
（１事業者につき１時間）

健康相談

場所市役所議会棟２階小会議室、石下庁舎会議室
（日によって異なります）

日時10月16日（金）
９時30分～11時

対象者市内に事業所がある、中小企業者および個人

場所保健センター

事業主

費用無料

相談内容持続化給付金、家賃支援給付金、持続化補

その他電話相談も随時受け付けます。

助金、雇用調整助成金、経営相談全般
（売上拡大・

申込・問10月15日
（木）
までに、
保健推進課

㉓3111

へお申し込みください。

経営改善・資金繰りなど）
費用無料
その他要予約

相

談

こころの健康相談

日時10月14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）

相

電話・ビデオ通話による
外国人のための休日無料弁護士相談

談

日時10月4日
（日）
、
11日
（日）
10時～15時
（受付は14時30分まで）

費用無料

相談方法

申込・問10月９日
（金）までに、㊌社会福祉課
（内線

◆電話

4131）へお申し込みください。

◆ビデオ通話

相

談

STOP! コロナ差別

現在、新型コロナウイルス感染者、濃厚接触者と

０２９－２４４－３８１１
LINE,Skype,Messenger で対応

※ビデオ通話相談の方は、事前に①名前、②言語、
③使用する通話ツールをメールで連絡してください。
iia_consul@ia-ibaraki.or.jp
相談内容ビザ、仕事、結婚、税金、保険、生活全般

その家族や、新型コロナウイルス感染症の治療にあ

について

たる医療機関や医療従事者と、その家族などが、偏

対応言語日本語、英語、中国語、タイ語、タガログ

見や差別につながる風評被害に苦しんでいます。こ

語、ポルトガル語、韓国語、スペイン語、インドネ

のような偏見や差別は決して許されるものではあり

シア語、ベトナム語

ません。

費用無料

だれもが感染者、濃厚接触者になりうる状況であ
ることを受け止めていただき、お互いに相手のこと
6

予約・問㊌商工観光課
（内線2450）

広報じょうそう お知らせ版 2020.9

その他弁護士と通訳がつきます。秘密は守ります。
問
（公財）
茨城県国際交流協会外国人相談センター

防災行政無線で放送された内容は
テレフォンサービス ㉒8778でも聴くことができます
029–244–3811

り前後する場合があります。
場所水海道あすなろの里

相

談

一人で悩まずご相談ください

隣接畑

費用５株600円
（１株120円）
申込・問水海道あすなろの里

財務省関東財務局水戸財務事務所では、無料相談

みください。※休園日を除く、８時30分～17時

窓口を設置しています。一人で悩まないで、迷わず
ご相談ください。
○高齢者を狙った詐欺的な投資勧誘
（未公開株、社

㉗3481へお申し込

募

就職を目指す方へ
（職業訓練受講者）
集

受講期間12月１日
（火）
～３年５月28日
（金）

債、ファンド）
○「プリペイドカードを買ってきて」
「番号を教えろ」

場所ポリテクセンター茨城
（水海道高野町591）

は詐欺

コース〇スマート情報システム科

029-221-3195（月～金曜日の８時30分～12時お

※情報システムを構築するための基本技術とサーバ

よび13時～17時）※祝日を除く

やデータベース等の構築技術を習得します。ま

○借金の悩み、ひとりで抱えていませんか？

た、Web ア プ リ ケ ー シ ョ ン 開 発 や Java 言 語、

029-221-3190（月～金曜日の８時30分～12時お
よび13時～16時30分）
※祝日を除く

イベント

秋の図書リサイクルフェア

Android などの課題を通して各種アプリケーシ
ョンプログラム開発の基本技術を習得します。
費用無料
（テキスト代等実費負担あり）
その他10月１日
（木）
、
10月８日
（木）の13時～15時
に施設見学会を行います。
（予約不要）

年数経過などで除籍した図書や雑誌を提供します。

申込10月13日（火）までに、ハローワーク常総

今回は、２か所で実施します。

8609へお申し込みください。

日時10月３日（土）
・４日
（日）
10時～16時

問ポリテクセンター茨城

※混雑防止のため、３日
（土）
の午前中は事前に整理
券を配布します。
（９時30分から配布開始）
会場○市立図書館敷地内二水会館
（図書・雑誌）
○地域交流センター内ロビー
（図書のみ）

募

集

㉒

㉒8845

第２回をどり教室

日時10月～３年２月の第２・第４土曜日

対象者どなたでも参加できます。

13時30分～15時

費用無料

場所石下文化センター
（ホール・和室）

参加方法入場は整理券を目安にご案内します。

定員10人

①10時～ ②10時30分～ ③11時～ ④11時30分～

費用1,000円 / 月

※各20人ずつ

内容やさしく踊る舞踊小曲、民舞など

※午後は入退室自由です。

※感染症対策のため、３密回避や手指消毒、マスク

①潮来あやめおどり

②綾竹おどり

申込・問岩井友紀弥舞踊教室・軽部

着用にご協力ください。
冊数制限１人10冊程度

㊷2039へお

申し込みください。

その他お持ち帰り用の袋などを各自
ご用意ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、変更が
生じる場合があります。最新情報は、図書館ホー
ムページなどでご確認ください。
㉓5556

問図書館

イベント

http://www.josolib.jp

集

第5回ボイラー実技講習

日時学科
（２日間）
…10月30日
（金）
・31日
（土）
９時～17時
実技
（１日）
…11月１日
（日）
９時～17時
場所県 JA 会館本館１階
（水戸市梅香１–１–４）

サツマイモ掘り体験

定員50人

※定員になり次第締め切ります。

受付期間10月１日
（木）
～10月７日
（水）

日時11月３日（火・祝）
までの期間
①10時～

募

②11時～

③14時～

９時30分～16時30分
④15時～

（体験時間30分程度）
※休園日を除く。無くなり次第終了。生育状況によ

受講料19,800円
（税込）
※テキスト代別
申込・問（一社）日本ボイラ協会

茨城支部
（水戸市

梅香1–5–5JA 会館分館３階） 029-225-6185
広報じょうそう お知らせ版 2020.9
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常総市休日夜間急患センター
（きぬ医師会病院内） ㉓0855
休日と夜間の急患診療を行っています

その他茨城支部ホームページから受講申込書をダウ

河川愛護活動に参加しませんか

集

中止する場合があります。
問県労働政策課

ンロードできます。

募

事前にお問い合わせのうえ、受診してください

県が管理している河川
（一級河川指定区間、二級

求

市立保育所の会計年度任用職員
（臨時職員）
人

◆残留保育士…1人

河川）において、除草・清掃を実施していただける

勤務場所水海道第三保育所

団体に、活動に必要な物品の支給・貸与などを行い

勤務時間16時30分～18時30分

ます。

資格要件不問

◆支援を受けられる団体の活動とは

給与時給1,300円

①原則として除草を中心とした活動を行う団体であ

採用日調整つき次第随時

ること。ただし、社会秩序を乱すと考えられる団

手当など有給休暇
（勤続６か月以上）
、通勤手当
（片

体などを除く。

道２㎞以上）

②原則として、活動計画延長がおおむね100メート
ル以上であること。

申込・問履歴書
（写真貼付）
、印鑑を持参し、㊌こど
も課
（内線1320）
へお申し込みください。

③活動が河川管理の支障をきたす恐れのないこと。
④活動が本事業の目的を妨げる恐れのないこと。
◆受けられる支援
○団体の活動に必要な鎌や手袋、ごみ袋、飲料、刈
払機の燃料などの支給、刈払機の貸与
○損害保険への加入費用の負担
（団体などが自ら加
入している損害保険を除く）
◆手続き

求

人

製造業合同企業説明会・面接会を
開催

日時10月13日
（火）
13時30分～16時
場所取手ウェルネスプラザ1階
（取手市新町2-5-25）
対象者15～おおむね40歳の一般求職者、既卒未就
内容製造分野の企業を集めた合同説明会。製品の展

登録を受けてください。
（登録は年度の途中からでも

示・体験なども実施。

できます）

費用無料

申込・問常総工事事務所

求

㊷2604

チャレンジいばらき就職説明会

人

その他申し込み不要。マスク着用、
その他の感染症予防対策にご協力い
ただきます。
問 NPO 法人雇用人材協会

日時・場所

029ｰ300ｰ1738

（月～金曜日9時～18時）

10月20日（火）
ホテルマロウド筑波
（土浦市城北町２ｰ24）
26日（月）ホテルレイクビュー水戸
（水戸市宮町１ｰ６ｰ１）
28日（水）県水戸合同庁舎
（水戸市柵町１ｰ３ｰ１）
11月 ５日（木）ホテルマロウド筑波
※各日

多目的ホール

職者、第二新卒者、３年３月卒業予定の学生

常総工事事務所に
「事業登録届」
を提出して団体の

趣味・芸術

第25回わくわく美術展
中止のお知らせ

茨城県と県社会福祉協議会が共催する
「第25回わ
くわく美術展」は、新型コロナウイルス感染症予防
対策により、中止とさせていただきます。ご理解賜

（土浦市城北町２ｰ24）

りますよう、よろしくお願いします。

午前の部…10時30分～12時30分

問県社会福祉協議会わくわく美術展係

午後の部…14時10分～16時10分
対象者３年３月大学院・大学・短大・高専・専修学
校卒業予定の方および既卒未就職の方
費用無料
その他チャレンジいばらき就職面接
会ホームページから事前申し込みを
してください。
※新型コロナウイルス感染状況によっては、開催を
8

029–301–3645
（直通）
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029ｰ243ｰ8989
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スポーツ

市主催のスポーツ教室

日・21日・28日、12月19日・26日の各土曜日（全
８回）
10時～11時30分

健康水泳教室
（10月分）
日時10月２日・９日・16日の各金曜日

場所石下テニスコート
対象者高校生以上のテニス初心者・初級者の方
費用１クール
（８回）
12,000円
（税抜）
、
１回参加2,000

９時30分～11時
場所きぬ温水プール

円
（税抜）

対象者18歳以上の方
（高校生を除く）

※レンタルラケット１本500円
（税抜）

内容泳げない方や初心者を対象とした教室です。

申込石下総合体育館へお申し込みください。

費用入場料400円のみ

ヒップアップエクササイズ

申込当日きぬ温水プール窓口へお申し込みください。
ジュニアゴルフ教室
日時11月４日～12月２日の毎週水曜日
（全５回）

日時①10月 ６日・20日の各火曜日
②10月14日・28日の各水曜日
19時～20時
場所①石下総合体育館

19時～20時30分

②水海道総合体育館

※12月13日（日）コースレッスン予定

対象者18歳以上の方

場所ゴルフアカデミー菅生
（菅生町3291）

費用各日500円
（税込）

対象者市内小学４～６年生

申込各総合体育館へお申し込みください。
楽らく水泳教室

※中学生も申し込み可
（ただし小学生優先）
費用1,500円

※別途ボール代
（打ち放題１回1,000

日時10月18日
（日）

円）
かかります。

平泳ぎ

10時～11時30分

申込９月25日（金）～10月11日
（日）に、水海道総合

クロール

13時～14時30分

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11月４日～12月16日の毎週水曜日
（全７回）

場所きぬ温水プール
対象者中学生以上の方
費用各1,500円
（税込）

みんなで泳ごう会

場所石下総合体育館
対象者市内小中学生

㉗3913へお申し込みください。

申込きぬ温水プール

18時30分～20時
※親子も申し込み可

内容バドミントンの基礎を学びます。

日時10月６日・20日の各火曜日
18時30分～19時30分

費用1,000円

場所きぬ温水プール

申込９月25日（金）～10月11日
（日）に、石下総合体

対象者25m 続けて泳げる方

育館へお申し込みください。

費用各日500円
（税込）

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

日時（水海道）10月 ３日
（土） 14時～15時
15日
（木） 19時～20時
（石

下）10月４日
（日） 14時～15時

㉗3913へお申し込みください。

申込きぬ温水プール

ミズノランニング教室
日時10月11日
（日）
10時～11時30分
場所石下総合運動公園
対象者18歳以上の方
費用500円
（税込）
申込石下総合体育館へお申し込みください。
はじめてのサッカー教室

18日
（日） 14時～15時
22日
（木） 19時～20時

日時10月17日
（土）

24日
（土） 14時～15時

①親子
（年少～年長） 10時～11時

対象者15歳以上の方
（中学生を除く）

②年中・年長

11時15分～12時15分

費用市内の方300円、市外の方400円

③小学１・２年生

14時～15時

その他子ども同伴では参加できません。

場所吉野サン・ビレッジ

申込各総合体育館で受け付けます。

費用①800円
（税込）※子ども２人の場合1,000円

ミズノ硬式テニス教室
日時10月４日の日曜日、
10月17日・24日、
11月14
水海道総合体育館

㉗ 1211

㉗ 1210 石下総合体育館

（税込）
②③各500円
（税込）
申込水海道総合体育館へお申し込みください。
㊸ 8311

㉚ 5501
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困った
ときの

各種相談

10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２年９月24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、子育て家庭を応援する施設です。
日時 市役所執務時間中の毎日※日曜開庁日を除く
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。
※
■結婚相談
◆印：予約が必要です。
（定員などの要件があります）
日時 毎月第１・第３日曜日
三坂児童館
水海道子育て支援センター
９時30分～11時30分
三坂町402-1
水海道高野町2081
㉒ 7937 8：30～17：00
㉒ 2019 8：30～17：00
1日（木）おもちゃの広場９時～
8日（木）◆運動会ごっこ10時～
■法律相談※
2日（金）◆ハロウィンお菓子入れをつくろう①10時30分～②14時～
12日（月）身体測定（午前・午後）
日時 毎月第２火曜日（要予約）13時～ ※新型コロナウイ
ルス感染防止のた
3日（土）土曜開館日
13日
（火）身体測定
（午前
・
午後）
※奇数月は第３火曜日も実施
め、お越しの際は
マスクの着用をお
※
5日（月）◎休館日
14日（水）身体測定（午前・午後）
■くらしの困りごと相談
（行政相談）
願いします。また、
6日（火）おもちゃの広場９時～
15日（木）身体測定（午前・午後）
感染状況により中
日時 10月15日
（木）
９時～12時
止となる場合があ
8日（木）おもちゃの広場９時～
16日（金）身体測定（午前・午後）
※印…詳しくは、㊌市民課 ㉓2909へ ります。
9日（金）おもちゃの広場９時～
23日（金）◆運動会ごっこ10時～
■年金事務所年金相談
※新型コロナの影響
13日（火）おもちゃの広場９時～
27日（火）◆赤ちゃん広場14時～
により、中止の場 合
日時 10月8日
（木）
10時～14時
は予約された方に通
14日（水）相談日ほっとステーション10時～
小貝保育園子育て支援センター
知します。
場所 市商工会水海道事務所
15日（木）おもちゃの広場９時～
上蛇町2112
㉒ 9958 9：00～15：00
16日（金）◆変身ハロウィン①10時30分～②14時～
受付 下館年金事務所 0296 ㉕0829へ
1日（木）身体測定9時～
17日（土）土曜開館日
（要予約、
１か月前から受付可）
2日（金）身体測定9時～
19日（月）◎休館日
■高齢者相談
5日（月）身体測定9時～
20日（火）おもちゃの広場９時～
受付 当日、㊌幸せ長寿課 ㉓2930へ
6日（火）身体測定9時～
22日（木）おもちゃの広場９時～
7日（水）身体測定9時～
夜間・休日 080-3400-6616
23日（金）おもちゃの広場９時～
8日（木）身体測定9時～／◆バスに乗って公園へ9時50分～
在宅医療・介護相談窓口 ㊳8998
27日（火）おもちゃの広場９時～
9日（金）身体測定9時～
○水海道中学校区 ㉓2233
29日（木）おもちゃの広場９時～
23日（金）◆ハロウィンパーティー10時～
○鬼怒中学校区 ㉓3011
30日（金）おもちゃの広場９時～
さくら保育園子育て支援センター
○水海道西中学校区（豊岡・菅原・大花羽） ㉔1211
水海道児童センター
岡田339
㊷ 5912 9：00～15：00
○水海道西中学校区（坂手・内守谷・菅生） ㊳8101
水海道天満町4678
㉓ 1902 8：30～17：00
6日（火）運動遊び10時30分～
○石下中学校区 ㊷1105
1日（木）◆プラ板工作10時30分～
13日（火）楽器遊び10時30分～
○石下西中学校区 ㉚8283
2日（金）いいものみ～っけ9時～
23日（金）身体測定・成長記録アルバム作成10時30分～
■女性相談
5日（月）いいものみ～っけ9時～
30日（金）身体測定・成長記録アルバム作成10時30分～
日時 10月20日
（火）
10時～15時※12時～13時を除く
7日（水）いいものみ～っけ9時～
東さくら保育園子育て支援センター
9日（金）いいものみ～っけ9時～
場所 市役所本庁舎内会議室
（電話相談可）
本石下3762-1
㊷ 6776 9：00～15：00 10日（土）土曜開館日
受付 前日までに、㊌人権推進課 ㉑3510へ
7日（水）ミニ運動会10時30分～
12日（月）◎休館日
■教育相談
21日（水）個人制作「かき」10時30分～
14日（水）いいものみ～っけ9時～
㊷1529
電話相談
15日（木）◆ハロウィンで遊ぼう10時30分～
毎週月・水・木曜日 10時～17時
児童館・児童センター
16日（金）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）
土曜開館日
19日（月）いいものみ～っけ9時～
場所 教育支援センター ㊷1528
21日（水）いいものみ～っけ9時～
・三坂児童館
10月 ３日、
17日
■行政書士よろず相談
（無料）
22日（木）相談日ほっとステーション10時～
・児童センター 10月10日、
24日
内容 相続、契約、土地利用、各種許認可
23日（金）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、 24日（土）土曜開館日
日時 10月6日
（火）
10時～16時
各子育て支援施設にお問い合わせください。
26日（月）◎休館日
場所 本庁舎市民ホール、石下庁舎第1会議室
●休館日：土曜（児童館・児童センター除く）、
28日（水）いいものみ～っけ9時～
日曜・祝日
受付 行政書士無料相談常総地区センター
30日（金）いいものみ～っけ9時～
※
新型コロナウイルス感染症の今後の状況によ
090-8892-4712へ
り変更となる場合があります。
■消費生活相談
電話・来庁相談
○市消費生活センター ㉓0747
保健センター（予約制）
（平日の９時～12時、13時～16時30分）
○消費者ホットライン 188
乳幼児健診
実施日
受付時間
対 象
■きぬふれあいセンター相談事業
乳児健診
８日
（木）
2020年 ６月生まれ
生活相談 日時 毎週水曜日９時～11時
12か月児健診
13日
（火）
2019年 ９月生まれ
13時～13時15分
場所 きぬふれあいセンター相談室
１歳６か月児健診
２日
（金）
2019年 ３月生まれ
地域交流センター応接室
３歳児健診
14日
（水）
2017年 ９月生まれ
問 きぬふれあいセンター ㉔0355

10月の納税
市

税：市・県民税…３期
国民健康保険税…４期
保険料：介護保険料…４期
後期高齢者医療保険料…４期

●納期限は 11月２日（月）です。
◎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。

教室・相談
のびのび子育て相談

実施日
13日
（火）

離乳食教室（前期）

15日
（木）

プレパパ・ママ教室
（前期）

受付時間

対 象
乳幼児

9時45分～10時

生後５～６か月
これからパパ・ママ
14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（予約制）
乳幼児健診
１歳６か月児健診

実施日
９日
（金）

受付時間
13時～13時15分

教室・相談

実施日

２歳児教室

９日
（金） 14時30分～14時45分 2018年9·10月生まれ

申込・問保健推進課

㉓3111

受付時間

対 象
2019年2·3月生まれ
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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