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都市計画変更告示および図書の
縦覧を実施

都市計画変更の告示を９月２日
（木）
に行いました
ので、内容に関する図書の縦覧を実施します。
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される所得税について、配偶者控除など、各種控除
を受ける際に必要な申告書になります。お手元に届
きましたら内容を確認し、各種控除に該当する方は、
記載されている期限内に提出をお願いします。
※各種控除に該当しない方
（受給者本人が障がい者・

◆水海道都市計画区域マスタープラン

寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または

◆石下都市計画区域マスタープラン

扶養親族がいない方）は、扶養親族等申告書を提

縦覧場所㊌都市計画課

出する必要はありません。

※土日・祝日を除く、
８時30分～17時15分

問扶養親族等申告書お問い合わせダ

内容都市計画区域の整備、開発および保全の方針

イヤル

問㊌都市計画課（内線2711）

下館年金事務所

お知らせ

３年度全国ひとり親世帯等調査
ご協力のお願い

全国の母子世帯、父子世帯および養育者世帯の生
活の実態を把握し、ひとり親世帯等に対する福祉対

お知らせ

0570-081-240
0296-25-0829

日本年金機構HP

個人事業税第２期分の納付

個人で事業を行っている方は、一定の所得を超え
た場合に、個人事業税が課税されます。

策の充実を図るための基礎資料を得ることを目的と

第１期分に続き、第２期分の納付書を11月中旬に

した厚生労働省の調査が実施されます。対象となっ

送付しますので、納期限までに納付をお願いします。

た地区の方には改めて調査員がご説明に伺いますの

納期限11月30日
（火）

で、ご協力をお願いします。

問筑西県税事務所課税第一課

対象平成27年国勢調査調査区のうち、無作為に抽出
された地区の母子世帯、父子世帯および養育者世帯
内容世帯の状況、住居、仕事、子どもの状況、福祉
関係の公的制度の利用状況、困っていることなど

手続き・申請

0296 ㉔9192

農振農用地区域編入・除外申請
について

市では、市内優良農地の保全と有効活用を図るた

調査方法10月下旬から調査員が調査票を対象世帯

め、法律に基づき、農振農用地区域を定めています。

の方へ配布します。記入いただいた調査票は返信用

農振農用地区域外の農地等をこの区域に編入した

封筒にて11月15日（月）
までに投函をお願いします。

い場合、または農振農用地内の農地を農地以外に転

問㊌こども課（内線1331）

用する事情が発生した場合など、やむを得ずこの区

「常総プレミアム商品券」の購入は
お早めに
お知らせ

域から除外したい場合は、申請をして許可を受ける
必要があり、毎年５月と11月に申請の受け付けを
しています。申請される方は、申請前に㊌農政課へ

「常総プレミアム商品券」を１世帯につき１冊限

ご相談ください。なお、除外目的が必要かつ適当で

定で販売しています。販売は11月30日
（火）までと

ない場合や土地の所在および他の法律により制限を

なりますので、お早めにお買い求めください。ま

受けるものは、認められません。

た、取扱店舗も追加されていますの

申請・問11月１日
（月）～30日
（火）に、㊌農政課
（内

で、市ホームページで最新の情報を

線2320）
へお申し込みください。
（土日・祝日を除く）

ご確認ください。

ご存じですか？ジェネリック医薬品
（後発医薬品）
手続き・申請

問㊌商工観光課（内線2440）

お知らせ

扶養親族等申告書の提出は
お済みですか？

ジェネリック医薬品とは、新薬
（先発医薬品）の特
許が切れた後に発売される
「新薬と同じ有効成分を

公的年金について源泉徴収の対象となる方へ、令

同量含み、同等の効き目があること」と認められた

和４年分の「扶養親族等申告書」
をお送りしています。

医薬品です。新薬に比べ価格が安く抑えられ、医療

令和４年２月以降にお支払いする年金から源泉徴収

費の削減につながります。使用するには主治医や薬

常総市役所

石 ＝石下庁舎
㊌＝本庁舎、議会棟 ○
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11月の日曜開庁 本庁舎…7日・21日、石下庁舎…14日・28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）
、
（内線8011）
○

剤師へその旨を伝え、薬の効果や価格などの説明を

対象の方には、10月末に申請書を郵送します。

受けましょう。ただし、すべての薬に対しジェネリ

受付期間11月１日（月）
～30日（火）

ック医薬品があるとは限らず、病気や体質により使

※土日・祝日を除く、８時30分～17時15分

用できない場合もあります。まずは主治医や薬剤師

対象者〇10月１日基準日において、住民基本台帳

にご相談ください。

に１年以上連続して住所を有する方

市では年２回、常総市国民健康保険に加入中で、

は、特別永住者・永住者の方

〇市税等に滞納のな

現在服用している薬をジェネリック医薬品に変更す

い方

ることで薬代が安くなる可能性のある方へ、ジェネ

支給金額第３子…10,000円、第４子…20,000円、

〇生活保護を受けていない世帯

リック医薬品差額通知書を送付しています。今年度

第５子以降…30,000円

の第２回目は、
11月中にお送りしますので届いた方

支給月12月末

は内容をご確認ください。

申込・問㊌こども課（内線1330）

石 暮らしの窓口課
（内線8001）
○

問㊌健康保険課（内線1212）

くらし・環境

資源物回収

学校区

日

福

時

雨天の場合

飯沼小学校
43-7527

11月27日
（土）
８時～９時

28日
（日）※防災行政
無線でお知らせします。

岡田小学校
42-4789

11月27日
（土）
８時30分～

28日
（日）※防災行政
無線でお知らせします。

玉小学校
42-2412

12月４日
（土）
５日
（日 ）※防災行政
８時～
（小雨決行） 無線でお知らせします。

水海道中学校 12月11日
（土）
22-0860 ８時30分～11時

12日
（日）※防災行政
無線でお知らせします。

◆変更
店

福

祉

児童扶養 手当を受 給されている方は毎年８月中

名

日

きぬの里店

栄

町

店

時

変更前

変更後

火曜日
15時20分～

安 養 寺 中華料理興楽西側
駐 車 場
（豊岡町）

月曜日
13時55分～

相野谷町
公 民 館

八間堀団地
（水海道橋本町）

水曜日
11時25分～

南 石 下
駅前広場

上三坂公民館
（三坂町）

◆追加
店

定が変更になる場合があります。

児童扶養手当の現況届出は
お済みですか

祉

移動スーパー販売場所の
一部変更のお知らせ

10月18日から販売場所を一部変更しました。

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、予

名

きぬの里店

日

時

金曜日
15時30分～

変更後
出山団地内私有地
（豊岡町）

問㊌幸せ長寿課
（内線4210）

祉

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

に現況届の提出が必要です。対象の方には７月末に

福

現況届の通知を発送していますので、ご確認のうえ、

65歳以上の方で、新型コロナウイルス感染症の

提出がお済みでない場合は速やかに提出してください。

影響による以下の理由で介護保険料の納付が困難な

現況届の提出がないと11月分（１月支給分）から

方は、申請により減免になる場合がありますので、

の支給が差し止めとなります。なお、所得制限など

ご相談ください。

により支給停止の方も、毎年新たな年度での所得の

対象者①新型コロナウイルス感染症により、その方

審査がありますので、資格を継続するために現況届

が属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤

の提出が必要です。２年間提出がない場合は資格を

な傷病を負った第１号被保険者

喪失しますのでご注意ください。

②新型コロナウイルス感染症の影響により、その方

問㊌こども課（内線1331）

が属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動

石 暮らしの窓口課
（内線8026）
○

福

祉

多子世帯子育て応援金の申請を
受け付けます

多子世帯子育て応援金は、同一世帯の18歳に達
した３月31日までの児童で、第３子以降が義務教
育期間にある児童の保護者に対し支給されます。
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〇外国籍の方
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産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ
る第１号被保険者
受付期間４年３月31日
（木）
まで
（必着）
※申請方法などの詳細については、窓口または市ホ
ームページでご確認ください。
問㊌幸せ長寿課
（内線4230・4231）

秋季全国火災予防運動
〈期間〉
11月9日
（火）
～11月15日
（月）
『おうち時間

相

談

家族で点検

火の始末』火元の安全を再度確認しましょう！

納税相談

相

新型コロナウイルス感染対策のため、電話でのご

談

ひきこもり出張相談

日時12月１日
（水）
13時～16時

相談をお願いします。

場所市役所本庁舎市民ホール

休日相談11月７日（日）
８時30分～12時

対象者県内在住で、ご家族の引きこもり問題でお悩

夜間相談毎週木曜日19時まで
（祝日を除く）

みの方

場所㊌税務課

費用無料
（相談１件あたり50分となります）

持物直近の給与明細書３か月分、家計の収支が分か

申込前日までに予約してください。
（先着順）

るもの

問茨城県ひきこもり相談支援センター
0296 ㊽6631

問㊌税務課（内線1520）

相

談

info@ibahiki.org

※火～土曜日の9時～18時
（祝日を除く）

健康相談

※他市町村でも出張相談を開催していますのでお問
い合わせください。

日時11月25日（木）
９時30分～11時
場所石下総合福祉センター
相

費用無料

日時11月10日・17日・24日の毎週水曜日

その他電話相談も随時受け付けます。
申込・問11月24日
（水）までに、保健推進課

談

就職についての悩みや不安を
話してみませんか

㉓3111

へお申し込みください。

13時～16時
場所ハローワーク常総内サポステブース
対象者就職の悩みがある15歳から49歳までの方ま

相

談

こころの健康相談

たは保護者・関係者
内容課題克服のためのセミナー、面接練習、履歴書

日時11月10日（水）
13時～15時

添削など。オンライン面談も行っています。

場所㊌議会棟２階小会議室

相談員いばらき県西若者サポートステーション相談員

対象者本人、ご家族の方どなたでもご相談ください。

費用無料

相談員水海道厚生病院精神科医師

その他現在、サポステにて無料パソコン講座実施中

費用無料

申込・問いばらき県西若者サポートステーション

申込・問11月５日（金）までに、㊌社会福祉課（内線
4131）へお申し込みください。

相

談

常総市国民健康保険にご加入の方の
保健師・看護師による健康相談

皆さんの健康増進のために、保健師・看護師の資
格を有する者が、健康についての情報提供や日常生

0296 54 6012へ各相談日の前日までに、お申し
込みください。
※火～土曜日９時30分～17時30分
（祝日を除く）
http://www.iw-saposute.org

相

談

外国人のための一日無料弁護士相談
in 筑西

活を健康に過ごすためのアドバイスなどを行います。

日時11月14日
（日）10時～15時
（受付は14時30分まで）

相談することにより、健康状態や服用されているお

場所しもだて地域交流センター
（筑西市丙372アル

薬の内容、治療内容などへの理解を深めることがで

テリオ２階）

き、疾病の予防や適正な療養につながります。
対象の方へは、11月中に市からお知らせを送付

070-4002-2547
（11月14日のみ）
相談内容ビザ、仕事、結婚、税金、保険、生活全般

します。電話または訪問、市役所での面談を行いま

について（秘密は守ります）

すのでこの機会をぜひご活用ください。

※弁護士と通訳付きで話せます。
お金はかかりません。

※この事業は、市が日本健保株式会社に委託して行

対応言語日本語、英語、中国語、タイ語、タガログ

います。
問㊌健康保険課（内線1212）

語、ポルトガル語、韓国語、スペイン語、インドネ
シア語、ベトナム語
問（公財）
茨城県国際交流協会外国人相談センター
029-244-3811
広報じょうそう お知らせ版 2021.10
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ダメ！不正軽油

不正な軽油を製造・販売する行為は、環境を汚染するとともに脱税行為でもあり、刑事罰の対象となります。
不正軽油を使用している疑いのあるトラックやガソリンスタンドの情報があれば、ご一報ください。

◆不正軽油110番

相

0120-241-744

談

女性の人権ホットライン

夫・パートナーからの暴力やストーカーなど女性

問筑西県税事務所課税第一課

イベント

0296 ㉔9192

あすなろの里で新そば打ち教室＆
しめ飾りミニしめ縄作り体験

◆新そば打ち教室

をめぐる様々な人権問題に積極的に取り組むことを

日時11月28日
（日）
10時開始
（12時までの体験です）

目的として、全国一斉
「女性の人権ホットライン」
強

※受 付後、開始時間の10分前には、会場にお集ま

化週間を実施し、悩みを持った女性からの相談に応

りください。

じます。秘密は守られますので、安心してご相談く

場所水海道あすなろの里作業棟１階

ださい。

定員先着10組※１組４人まで
（事前予約制）

日時11月12日（金）
～18日
（木）
８時30分～19時

内容大塚戸町で今年育ったそば粉を使用し、約５食

※土日は10時～17時

分のそばを打ちます。打ったそばはお持ち帰りにな

0570－070－810

ります。

相談員法務局職員、人権擁護委員

費用１組2,800円
（約５食分）

問水戸地方法務局人権擁護課

持物動きやすい服装、エプロン、バンダナ

029-227-9919

豊田城をライトアップ！

イベント

申込締切11月26日
（金）
17時まで
◆しめ飾り・ミニしめ縄作り体験
世界でたった一つのオリジナルしめ飾り・ミニし

内閣府の定める「女性に対する暴力をなくす運動」

め縄を作りませんか

の期間に合わせ、地域交流センター
「豊田城」
を運動

日時12月５日
（日）
９時30分～11時30分
（受付９時～）

のイメージカラーである紫色にライトアップします。

場所あすなろの里学習棟

期間11月12日（金）
～25日
（木）
17時～21時

定員先着15組
（事前予約制）※定員になり次第締め

問㊌人権推進課（内線2140）

切り

県立図書館の出前講座

イベント

費用3,000円
（しめ飾り・ミニしめ縄のセット）
申込締切11月30日
（火）
……………………以下共通事項………………………

◆
「読む」を「話す」に近づける表現法

その他新型コロナウイルス感染拡大防止のため、手

日時11月26日（金）
14時～16時
（受付13時30分～）

指の消毒・体温測定などにご協力ください。また、

場所市立図書館２階視聴覚室

今後の感染拡大の状況によっては、中止になる場合

対象者読み聞かせボランティアとして活動している

があります。

方、読み聞かせに興味をお持ちの方

申込・問水海道あすなろの里

定員20人※定員になり次第締め切り

※休園日
（月曜日）
を除く、
8時30分～17時

内容朗読や読み聞かせにおける
「読み方、表現の仕
方」の基本を学びます。実践を通して相手に伝わる
読み方を身につけましょう。

イベント

㉗3481

親子クリスマス会

費用無料

日時12月12日
（日）
９時30分～11時30分

講師澤

場所生涯学習センター多目的ホール

則子氏（フリーアナウンサー・大学講師）

その他感染症対策のため、検温や３密回避、手指消

（水海道天満町4684）

毒、マスク着用にご協力ください。

対象者母子・父子家庭、養育者家庭の親子

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、

※ただし、中学生までのお子さんが対象となります。

中止になる場合があります。最新情報は、市立図
書館ホームページでご確認ください。
申込・問11月2日（火）から、市立図書館

㉓5556へ電話または直接お申し込み

ください。※月曜日を除く、
９時～17時
http://www.josolib.jp

また、お子さんだけでの参加はできません。
参加人数先着50人
内容３密を避けた様々なゲーム
※参加された方に、お弁当・飲み物
（持ち帰り用）を
提供します。お子さんにはプレゼントもあります。
費用親子１組1,000円
（母子寡婦福祉会会員500円）
その他当日、会場受付にて体温計測および手指の消
毒を行います。また、マスクの着用をお願いします。
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自衛官候補生を募集しています
申込・問自衛隊茨城地方協力本部筑西地域事務所
※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、
各賞最優秀賞１点、優秀賞２点
中止になる場合があります。

0296 ㉒7239

※賞状と記念品を贈呈します。結果は、４年２月発

申込・問11月25日
（木）までに、㊌こども課（内線

表予定。受賞者には直接通知します。

石暮らしの窓口課
（内線8026）
、
常総市
1331）
または○

申込・問郵送、FAX、電子メールのいずれかの方法

参加費を添えてお申し込みください。

○常総地方広域市町村圏事務組合消防本部

母子寡婦福祉会会長

募

集

山中

090-6949-7132へ

新規就農者研修の受講者

で、下記へお申し込みください。
住警器

標語係
（〒303-0031水海道山田町808）
㉓0904

㉒3574

joso.fd-yobouka@utopia.ocn.ne.jp

常総市に新規で就農を希望する方を対象に、普通
作
（水稲など）に関する農作業実習を開催します。

集

常総市オンライン就職フェア参加者

日時11月８日
（月）～30日（火）のうち、指導者が指

募

定する14日間

市内で就職を希望する方が市内企業と出会える場

場所市内

として、オンラインでの合同企業説明会を開催しま

対象者おおむね65歳以下で市内に就農を希望する方

す。お気軽にご参加ください。

定員１人

日時11月27日
（土）
９時30分～15時30分

内容水稲、麦、大豆などの播種、収穫、出荷作業

場所オンライン開催

費用無料

対象者市内の企業への就職を希望する方

申込・問11月５日
（金）
までに、
㊌農政課
（内線2310）

費用無料

へお申し込みください。

申込11月26日
（金）
17時までに、申し

募

集

アクセサリー作り教室

込みフォームまたは下記ホームペー
ジからお申し込みください。
https://fs223.formasp.jp/s686/form9/

日時11月17日～４年１月26日
（閉講式）
の毎週水曜日

問株式会社セキショウキャリアプラス

13時30分～15時30分※12月29日を除く全10回
場所きぬふれあいセンター会議室
対象者市内在住・在勤で初めて参加される方

募

029-860-5080

就職を目指す方へ
（職業訓練受講者）
集

定員10人

受講期間４年１月４日
（火）
～６月29日
（水）

内容アクセサリーや小物などを天然石やパールを使

場所ポリテクセンター茨城
（水海道高野町591）

用して作ります。

対象就職に必要な技能・技術を身に付けたい方

講師飯泉とみ子氏（市内在住）

コース CAD・ものづくりサポート科
（女性対象）

費用参加費は無料
（材料費として、１回約1,000円～

費用無料
（テキスト代など実費）

1,500円の自己負担）

その他10月28日
（木）
、
11月５日
（金）の13時～15時

申込・問11月８日（月）までに、きぬふれあいセンタ

に施設見学会を行います。
（予約不要）

ー

申込11月10日
（水）までに、ハローワーク常総

㉔0355へお申し込みください。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、
中止になる場合があります。

募

集

４年度住宅用火災警報器
普及促進標語

火災の煙や熱を素早くキャッチし、音や音声で火

㉒

8609へお申し込みください。
問ポリテクセンター茨城

求

人

小中学校

㉒8845

常勤・非常勤講師

雇用期間４年４月～５年３月
（予定）

災を知らせる住宅用火災警報器は、消防法ですべて

勤務場所市立小中学校

の住宅に設置が義務付けられており、なお一層の設

対象者次のすべてに該当する方

置率向上を図るため、来年度の普及促進標語を募集

①教育職員免許法に基づく教員の免許状を有する方

します。

②教員の職務を行うのに必要な熱意と識見をお持ち

募集期間11月30日（火）
まで
※郵送の場合は、11月30日の消印有効。

の方
③地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない方
広報じょうそう お知らせ版 2021.10
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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
手当など通勤手当・雇用保険加入

※受験願書・自己 PR シートは、市社会福祉協議会

提出物茨城県公立学校常勤・非常勤採用志願書
（市

ホームページからダウンロードしてください。

ホームページからダウンロードできます）
・教員免

問市社会福祉協議会石下事務所
（〒300-2792新石

許状の写し
石 指導課
石
（内線8310）または○
申込・問必要書類を○

下4365石下総合福祉センター内） ㉚8789
※土日・祝日を除く、
8時30分～17時

学校教育課（内線8230）へ持参してください。
（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

求

市立保育所の会計年度任用職員
（保育士１人）
人

求

人

求職中の方を対象とした合同就職面接会を開催し
ます。複数の企業の採用担当の方に直接会えるチャ
ンスです。履歴書を複数枚持参のうえ、ぜひご参加

勤務場所水海道第一・第二・第三・第四・第六保育

ください。

所のいずれか

日時11月30日
（火）
13時30分～15時30分
（受付13時～）

勤務時間８時30分～16時30分
（早朝・残留保育に

場所筑西合同庁舎本庁舎大会議室
（筑西市二木成615）

よる時差出勤あり）

※ＪＲ下館駅南口より徒歩約20分

対象者保育士資格を有する方

対象者現在、仕事をお探しの方

給与時給1,100円

※詳細は、茨城県労働政策課の
「令和３年度元気い

手当など期末手当（年２回）
、有給休暇、通勤手当
（片
道２㎞以上）、社会保険・雇用保険加入
採用日調整つき次第随時

ばらき就職面接会ホームページ」
をご覧ください。
問いばらき就職支援センター県西地区センター
（筑
西合同庁舎内） 0296 ㉓3811

申込・問履歴書（写真貼付）
、保育士証の写し、印鑑
をご持参のうえ、㊌こども課（内線1320）へお申し
込みください。

求

人

市社会福祉協議会職員採用試験

「常総市民歩く会」を開催します

スポーツ

日時12月４日
（土）
本庁舎諏訪東側駐車場７時45分集合
石下庁舎駐車場８時集合

◆一般事務職員…１～２人

※受付終了後出発

対象者次のすべてに該当する方

場所千葉県香取市（道の駅水の郷さわら～香取神宮

①昭 和62年４月２日以降に生まれた方で、高等学

～小江戸さわら散策） ※小雨決行

校・専門学校・短期大学・大学を卒業した方、ま

対象者市内在住の小学生以上の方
（小学生は保護者

たは令和４年３月31日までに卒業見込みの方

同伴）

②普通自動車第１種免許を有する方、または採用日
までに取得見込がある方

定員先着60人
費用1,500円
（保険代・交通費など）

採用日４年４月１日

持物弁当、飲物、レジャーシート、雨具

給与当会の給与規程による

その他新型コロナウイルス感染拡大の状況によって

【１次試験】
日時12月４日（土）
９時～12時
会場市社会福祉協議会水海道事務所
内容一般教養試験、職場適応性検査
【２次試験】１次試験合格者のみ

は、中止になる場合があります。また、参加の記念
にオリジナルタオルをお渡しします。

石 生涯学習課へ
申込11月１日
（月）～５日
（金）に、○

申込書
（市ホームページからダウンロードできます）
を FAX、直接持参、電話、メールのいずれかでお

日時４年１月15日（土）
９時～12時

申し込みください。
（祝日を除く、
８時30分～17時）

会場市社会福祉協議会水海道事務所

※申込者１人につき２人まで、同一世帯の場合は制

内容集団討論、個別面接

限はありません。また参加枠確保の受け付けや両

申込11月19日（金）までに、受験願書、自己 PR シ

総合体育館での受け付けも行いません。

ート、返信用封筒（住所・氏名を記入し、84円切手
を貼った長３号）を、簡易書留など確実な方法で下
記へ郵送してください。
（締切日必着）
6

元気いばらき就職面接会を
開催します

広報じょうそう お知らせ版 2021.10

石 生涯学習課
（内線8511）
、
問○

sports@city.joso.lg.jp

㊹7646

野焼きは法律で禁止されています

野焼きに関する苦情や発見時の通報は、不法投棄110番
または常総警察署 ㉒0110へご連絡ください。

スポーツ

0120-536-380（平日8時30分～17時15分）

市主催のスポーツ教室

問㊌生活環境課
（内線4420）
楽々水泳教室

日時11月７日
（日）
10時～11時30分
場所きぬ温水プール

健康水泳教室
（11月分）

対象者中学生以上の方

日時11月５日・12日・19日の各金曜日９時30分～11時

内容バタフライ・平泳ぎ

場所きぬ温水プール

費用1,500円

対象者18歳以上の方

申込きぬ温水プール

大人水泳教室
（４種目）

内容泳げない方や初心者を対象とした教室です。

日時４年３月までの金曜日

費用入場料400円のみ
申込当日きぬ温水プール窓口へお申し込みください。

11時～11時50分

石生涯学習課
（内線8511）
問○

場所きぬ温水プール

日時４年１月８日～３月５日の毎週土曜日
（全８回）

費用各月4,400円

ジュニアハンドボール教室
（後期）

対象者18歳以上の方
申込きぬ温水プール

18時～20時

㉗3913へお申し込みください。

健康整体サロン

場所水海道総合体育館

日時
（水海道）
11月４日・18日の各木曜日

対象者市内小学生
費用1,000円

㉗3913へお申し込みください。

（石

※初日に支払い

下）
11月11日・25日の各木曜日

申込11月４日
（木）～30日（火）に、水海道総合体育

○10時～10時40分

○11時～11時40分

館へお申し込みください。

○13時～13時40分

○14時～14時40分

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

対象者こりや痛みでお悩みの方
（高校生以上）
費用各3,000円
定員各１人
申込各総合体育館へお申し込みください。

日時（水海道）11月18日
（木）

19時～20時

20日
（土）

14時～15時

28日
（日）

14時～15時

○小学生クラス…18時15分～19時30分

下）11月21日
（日）

18時～19時

○中学生クラス…19時40分～21時10分

（石

23日
（火・祝） 14時～15時

ミズノバスケットボールスクール
日時４年３月までの木曜日

※日程の詳細はお問い合わせください。

対象者15歳以上の方
（中学生を除く）

場所石下総合体育館

費用市内の方300円、市外の方400円

対象者小学１年生～中学３年生

その他子ども同伴では参加できません。

費用入会金2,750円

申込各総合体育館へお申し込みください。
トレーニング＆コンディショニング教室
日時（水海道）11月28日
（日）
（石

年会費3,300円

小学生クラス…各月5,500円
中学生クラス…各月6,875円
その他１回のみ無料で体験ができます。

下）11月23日
（火・祝）

申込石下総合体育館へお申し込みください。
ミズノ卓球スクール

16時～17時
対象者トレーニング講習会受講済の方

日時４年３月までの水・金曜日

費用各500円

○入門クラス…13時～14時30分

申込各総合体育館へお申し込みください。

○初中級クラス…14時45分～16時15分

60歳から始めるトレーニング “ ラララフィット ”

※日程の詳細はお問い合わせください。

日時10月29日～12月10日の毎週金曜日
（６回１ク

場所石下総合体育館

ール）10時30分～11時30分

対象者16歳以上の方

※11月26日を除く

場所石下総合体育館

費用入会金2,750円

対象者60歳以上の方

年会費3,300円

入門・初中級クラス…曜日別各月3,850円

費用１クール（６回）
3,300円、１回参加880円

申込石下総合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。
水海道総合体育館

㉗ 1211

㉗ 1210 石下総合体育館

㊸ 8311

㉚ 5501 広報じょうそう お知らせ版 2021.10
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困った
ときの

各種相談

11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３年10月28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。
９時30分～11時30分
◆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
小貝保育園子育て支援センター
■法律相談※（要予約）
上蛇町2112
水海道高野町2081
9
：
00～17
：
00
2019
㉒
㉒ 9958 9：00～15：00
※お越しの際はマ
日時 毎月第２火曜日13時～
スクの着用をお願
◆手形アート10時～
※奇数月は第３火曜日も実施
1日（月）身体測定９時～
い し ま す。 ま た、
9日（火）
（自由開放14時30分～）
※
新 型コロナウイル
■くらしの困りごと相談
（行政相談）
2日（火）身体測定９時～
スの感染状況によ
◆手形アート10時～
18日（木）
り中止となる場 合
◆手形アート14時～
日時 11月15日
（月）
９時～12時
4日（木）身体測定９時～
があります。
22日（月）AM・PM 身体測定
※印…詳しくは、㊌市民課 ㉓2909へ
5日（金）身体測定９時～
AM 身体測定
※新型コロナの影響
■年金事務所年金相談（要予約）
24日（水）
◆赤ちゃん広場14時～
により中止の場合は、
9日（火）◆秋をさがそう(お散歩)10時～
日時 11月11日
（木）
10時～14時
予約された方に通知
25日（木）AM・PM 身体測定
します。
10日（水）◆秋をさがそう(お散歩)10時～
場所 市商工会水海道事務所
◆成長アルバムを作ろう10時～
30日（火）
17日（水）◆親子であそぼう＆誕生会10時～
受付 下館年金事務所 0296 ㉕0829へ
（自由開放14時30分～）
18日（木）◆親子であそぼう＆誕生会10時～
（１か月前から受付可）
三坂児童館
■高齢者相談
三坂町402-1
㉒ 7937 8：30～17：00 25日（木）◆ベビーマッサージ10時～
受付 当日、㊌幸せ長寿課 ㉓2930へ
5日（金）◆手形工作①10：30～
水海道児童センター
夜間・休日 080-3400-6616
水海道天満町4678
6日（土）土曜開館日
㉓ 1902 8：30～17：00
在宅医療・介護相談窓口 ㊳8998
1日（月）いいものみ～っけ９時～
8日（月）◎休館日
○水海道中学校区 ㉓2233
◆手形工作①10：30～
4日（木）子育てサロン10時30分～
10日（水）
○鬼怒中学校区 ㉓3011
相談日 ほっとステーション10時～
5日（金）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
17日（水）◆手形工作②10：30～
8日（月）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
19日（金）◆手形工作②10：30～
○石下中学校区 ㊷1105
10日（水）いいものみ～っけ９時～
20日（土）土曜開館日
○石下西中学校区 ㉚8283
12日（金）いいものみ～っけ９時～
22日（月）◎休館日
■女性相談
13日（土）土曜開館日
日時 11月16日
（火）
10時～15時※12時～13時を除く
〈児童館・児童センター土曜開館日〉 15日（月）◎休館日
場所 石会議室
（電話相談可）
三坂児童館
11月 ６日・20日
17日（水）いいものみ～っけ９時～
受付 前日までに、㊌人権推進課 ㉑3510へ
児童センター 11月13日・27日
18日（木）◆公園であそぼう！10時30分～
■教育相談
●基本的に平日は自由開放日です。詳しくは、
19日（金）いいものみ～っけ９時～
㊷1529
電話相談
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）
、
22日（月）いいものみ～っけ９時～
毎週月・水・木曜日 10時～17時
日曜・祝日
面接相談 土日・祝日を除く、
9時～16時
（予約制）
24日（水）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
場所 教育支援センター ㊷1528
り変更となる場合があります。
25日（木）相談日ほっとステーション10時～
■行政書士よろず相談
（無料）
26日（金）いいものみ～っけ９時～
内容 相続、契約、土地利用、各種許認可
27日（土）土曜開館日
日時 11月9日
（火）
13時～16時
29日（月）◎休館日
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
保健センター（予約制）
○市消費生活センター ㉓0747
乳幼児健診
実施日
受付時間
対 象
13時～16時30分）
（平日の９時～12時、

2021年 ７月生まれ
乳児健診
30日
（火）
○消費者ホットライン 188
12か月児健診
16日
（火）
2020年 10月生まれ
■きぬふれあいセンター相談事業
12時45分～13時30分
１歳６か月児健診
18日
（木）
2020年
４月生まれ
生活相談 日時 毎週水曜日９時～11時
３歳児健診
10日
（水）
2018年 10月生まれ
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
教室・相談
実施日
受付時間
対 象
就労相談 日時 11月17日
（水）
９時30分～11時
２歳児教室
18日
（木）
2019年9·10月生まれ
9時45分～10時15分
場所 きぬふれあいセンター相談室
のびのび子育て相談 16日
（火）
乳幼児
問 きぬふれあいセンター ㉔0355
離乳食教室（後期） 26日
（金）
9時45分～10時
生後９～11か月

11月の納税
市 税：国民健康保険税…５期
保険料：後期高齢者医療保険料…５期

●納期限は 11月30日（火）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）で納付できます。
問㊌税務課（内線1521）

プレパパ・ママ教室
（後期）

19日
（金） 9時15分～9時30分

これからパパ・ママ
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
乳児健診

実施日
２日
（火）

３歳児健診

25日
（木）

申込・問保健推進課

受付時間
12時45分～13時30分

㉓3111

対 象
2021年 ７月生まれ
2018年9·10月生まれ
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