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水海道あすなろの里
夏休み期間の宿泊予約受付

予約受付期間７月20日（水）
～８月31日（水）

神子女霊園
常総市篠山1006番地1
第１種 10区画
第２種 ６区画
5.00平方メートル 5.94平方メートル
205,000円
243,000円
2,592円
（年間）

※この期間の休園日はありません。
対象者市内在住の方および市内の団体
利用施設宿泊棟および付帯施設
その他７月18日
（月・祝）までの利用予約について
は、随時受け付けています。

受付期間２月１日（火）
～22日
（火）

申 込 ２ 月15日
（火 ）～ ３ 月15日
（火 ）
、 ８ 時30分 ～

※土日・祝日を除く、８時30分～17時15分

17時

申込資格現在所有する墓地がない家族（市外の方は

問水海道あすなろの里

電話のみの予約となります。
（休園日を除く）

一定の要件あり）
選考方法抽選（申込多数の場合）

手続き・申請

抽選日３月17日（木）
石 暮らしの窓口課または㊌市民課窓口へ直接お
申込○

㉗3481

市内業者のみなさまへ
入札参加資格審査の追加受付を
行います

今回の受け付けでは、３年２月に行った定期受付

申し込みください。

において未登録の方を対象に追加受付を実施します。

※申込用紙はそれぞれの窓口にあります。

４年度常総市発注による建設工事、測量・建設コン

石 暮らしの窓口課
（内線8011）
問○

サルタント、物品製造・役務の提供などのすべての
業種が対象となり、有効期間は１年間です。

「常総プレミアム商品券」の
使い忘れにご注意ください
お知らせ

受付期間
○郵送による受付…２月１日
（火）～28日
（月）

常総プレミアム商品券の使用期限は４年２月28
日
（月）までです。まだ商品券を使用していない方は
お早めにご使用ください。なお、使用期限に関わら

※28日消印有効
○持参による受付…２月１日
（火）～28日
（月）
※土日・祝日を除く

ず商品券の払い戻しはできませんので、ご注意くだ

申請方法申請書類を㊌資産活用課へ直接持参するか

さい。

郵送で申請してください。

問㊌商工観光課（内線2440）

郵送先〒303-8501水海道諏訪町3222番地3

お知らせ

お城でも図書館の本を返却できます

常総市役所総務部資産活用課契約係
その他申請要項は㊌資産活用課で配布しています。
また市ホームページからもダウンロードできます。

地域交流センター図書室入口に、市立図書館で借

問㊌資産活用課
（内線3441）
http://www.city.joso.lg.jp

りた本・CD の返却 BOX を設置します。
開始日１月27日（木）
から
時間10時～18時※地域交流センター図書室開館日のみ
方法図書館で借りた本・CD
（返却期限内に限ります）

手続き・申請

４年度県民交通災害共済加入受付

２月１日
（火）から４年度の県民交通災害共済の加

を返却 BOX に入れます。
その他・貸し出されている本の予約や新たに購入し

入受付が始まります。この共済は、自動車・バイク・

てほしい本などを記入したリクエストカードの受け付

自転車などの車両が関係した交通事故で災害をうけ

けもします。※事前に利用カードの登録が必要です。

３日以上入院・通院された場合に、見舞金を支給す

・貸し出しは従来通り図書館のみです。

る制度です。お住まいの地域に関係なく、どちらの

※詳しくは、図書館にお問い合わせく

庁舎でも申し込みできますので、ぜひ家族そろって

ださい。
問図書館

㉓5556

ご加入ください。
http://www.josolib.jp

常総市役所

共済期間４年４月１日～５年３月31日
（１年間）

石 ＝石下庁舎
㊌＝本庁舎、議会棟 ○

1

2月の日曜開庁 本庁舎…6日・20日、石下庁舎…13日・27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）
○

※４月１日以降に加入の場合は、加入した日の翌日
から５年３月31日までとなります。
会費大人900円、４年４月１日現在で中学生以下の

手続き・申請

方500円

日時２月17日
（木）
10時～16時

※９ 月30日以降加入の場合、大人450円、中学生

場所㊌議会棟１階相談室３

以下250円
見舞金死亡…最高100万円、傷害…最高30万円
身障（１・２級該当）
…50万円

対象者障害者手帳取得者で減免規定に該当する方
内容普通自動車税の減免申請の受け付け
持物障害者手帳・納税義務者の印鑑・運転者の運転

申込方法申込書（お持ちの方のみ）
を持参してくださ

免許証・車検証または納税通知書・生計を一にする

い。新規に加入される方は、加入者の氏名・生年月

ことを示す書類・マイナンバーが確認できる書類

石 暮らしの窓口課
日を確認のうえ、㊌生活環境課、○

問筑西県税事務所収税第一課

へお越しください。

問㊌生活環境課（内線4411）

手続き・申請

子育て世帯生活支援特別給付金の
申請はお済みですか

３年４月から受け付けの①子育て世帯生活支援特
別給付金（ひとり親世帯分）
および、３年６月から受
け付けの②子育て世帯生活支援特別給付金
（その他

手続き・申請

0296 ㉔9190

自動車税の納税は口座振替で

自動車税の納税には口座振替を利用すると、預貯
金口座から自動的に納税ができ、たいへん便利です。
口座のある金融機関の窓口へ通帳と届出印を持参の
うえ、申込手続きをお願いします。
なお、申し込みは納税義務者ごと
（納税通知書に

世帯分）に該当する方で、まだ申請がお済みでない

記載されている方ごと）
になります。

方は、早めに申請をお願いします。

問筑西県税事務所総務課

対象者
①公的年金等を受けていることにより、３年４月分
の児童扶養手当等の支給を受けていない方
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が

防犯・防災

0296 ㉔9184

赤プルとつくろうマイ・タイムラ
イン～自分の逃げ方を考えよう～

当市出身、防災士芸人赤プルさんと避難行動計画

急変するなど、収入が児童扶養手当を受給してい

マイタイムラインを作ってみませんか。

る方と同じ水準となっているひとり親世帯の方

日時２月11日
（金・祝）
14時～

②３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の

場所地域交流センター

受給者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受

申込・問２月４日
（金）
までに、電話またはメールで

けて家計が急変し、３年度分の住民税均等割が非

㊌道路課
（内線2610）へお申し込みください。詳し

課税者と同様の事情にあると認められる方

くは、市ホームページをご覧ください。

給付額対象児童１人につき５万円

doroiji@city.joso.lg.jp

申請方法必要書類を確認のうえ、窓口で申請してく
ださい。申請書は市ホームページからもダウンロー
ドできます。

防犯・防災

J アラート
全国一斉情報伝達訓練を実施

必要書類〇本人確認書類
（運転免許証、マイナンバ

全国瞬時警報システム
（J アラート）から配信され

ーカード、健康保険証など） 〇金融機関の口座番

る情報が、防災行政無線・防災ラジオから正常に発

号がわかるもの（コピー可） 〇その他必要な書類が

信されるか、確認の訓練放送を実施します。

申請内容により異なりますので、市ホームページで

日時２月16日
（水）
11時

確認いただくか、下記までお問い合せください。

内容市内の防災行政無線・防災ラジオから、次のと

申請期限４年２月28日
（月）

おり一斉放送します。

※本 給付金は、現在ご案内している子育て世帯へ

♪上りチャイム

の臨時特別給付
（先行給付金５万円・追加給付金

「これは、J アラートのテストです」
×３回

５万円）とは別の給付金になりますので、ご注意

★
「こちらは、ぼうさいじょうそうです」

ください。

★は防災ラジオからは放送されません

申請窓口・問㊌こども課
（内線1330・1331）
石 暮らしの窓口課
（内線8001）
○

2

心身に障がいのある方のための
普通自動車税の減免申請出張窓口
のお知らせ

広報じょうそう お知らせ版 2022.1

♪下りチャイム
問㊌防災危機管理課
（内線2220）

献血のご協力をお願いします 2月15日（火）9時45分～16時
場所…市役所本庁舎

くらし・環境

問保健推進課

㉓3111

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、

土地所有者・管理者の皆さんへ

予定が変更になる場合があります。
問石下中学校

◆土地所有者の方へ
業者から金銭や「土地を貸してほしい」
「すぐに元
、

祉

㊷2241

申請はお済みですか
～戦没者等の遺族に対する
第11回特別弔慰金～

通りにして返す」などの言葉で安易に同意してしま

福

った結果、大切な土地に廃棄物を不法投棄されたり、

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の

質の良くない残土などを埋め立てられたりする事案

尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意

が発生しています。これらの責任や処理費用の負担

を表するため支給するものです。

は、行為者だけでなく、土地所有者に及ぶこともあ

対象者２年４月１日
（基準日）において
「恩給法によ

ります。

る公務扶助料」
や
「戦傷病者戦没者遺族等援護法によ

こうした被害を防ぐためには
「うまい話があって

る遺族年金」等を受ける方
（戦没者等の妻や父母等）

も、安易に土地を貸さない」
という意識が必要です。

がいない場合に、次の順番によりご遺族を代表する

※残土による埋め立ては許可が必要な場合があります。

お一人に支給されます。

また、遊休地にいつの間にか不法投棄されていた
という事例もあります。道路から奥まった人目につ
きにくい土地、手入れが行き届かない土地などにつ

・戦没者等の死亡当時のご遺族で
①２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法
による弔慰金の受給権を取得した方

いては、定期的な見回り、進入防止柵や不法投棄禁

②戦没者等の子

止などの警告掲示板の設置が有効です。

③戦没者等の

◆野焼きは法律で禁止されています

１．父母・祖父母・戦没者と生計を有していた孫

自身が所有している土地であっても、廃棄物
（ご

２．兄弟姉妹

み）の野外焼却は法律で禁止されています。農業を

④戦没者等の三親等内の親族
（甥、姪等）
で戦没者等

営むためにやむを得ない場合などは例外扱いとなり

の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有し

ますが、近隣住民の方に迷惑となる場合は、焼却を

ていた方に限ります。

中止する旨の指導を行います。不法投棄、野焼きを
見つけた方は不法投棄110番

0120-536-380（平

日 ８ 時30分 ～17時15分 ）ま た は 常 総 警 察 署

㉒

支給内容額面25万円、５年償還の記名国債
請求期限５年３月31日
※期限を過ぎると受けることができなくなります。

0110へご連絡ください。

持物印鑑
（国庫債券の償還に使用）
、
本人確認書類（運

問㊌生活環境課（内線4420）

転免許証、マイナンバーカードなど）

県廃棄物規制課

029-301-3033

代理の方が来庁の際は、委任状
（市ホームページか
らダウンロードができます）

くらし・環境

薪用の伐採木などをお分けします

ご遺族の状況により提出書類が変わりますので、事

里山の整備時に発生した伐採木や倒木などを無料
でお分けします。厳冬を乗り切るために薪ストーブ
などにご利用ください。電話連絡のうえ、自力で搬
出していただくようお願いします。
場所本石下地内の里山
連絡先市民の森十一面山保全の会
090-4536-2394吉原

くらし・環境

その他申請書類は下記窓口にあります。

石下中学校区資源物回収

日時２月５日（土）８時～
※雨 天の場合は12日（土）。防災行政無線でお知ら
せします。
回収場所石下総合福祉センター南側駐車場

前に電話でお問い合わせください。
問㊌社会福祉課
（内線4121）

石 暮らしの窓口課
（内線8022）
○

福

祉

住民税非課税世帯等に対する臨時
特別給付金のご案内

対象世帯〇世帯全員の３年度住民税均等割が非課税
世帯
〇３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
支給額１世帯当たり10万円
提出書類住民税均等割非課税世帯には確認書を送付
しますので返送してください。※新型コロナウイル
広報じょうそう お知らせ版 2022.1
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茨城空港からのお知らせ… 「ＩＢＲマイエアポートクラブ」 の公式スマートフォンアプリが好評配信中です！

アプリの詳細は茨城空港ホームページをご確認ください
https://www.ibaraki-airport.net/ibr-app/

問県営業戦略部空港対策課

029-301-2761

ス感染症対策のため郵送での提出にご協力ください。

員の前年所得情報を基に、支給要件に該当している

家計急変世帯は申請が必要です。

か確認し支給することになっています。

※詳細については、お問い合わせください。
問㊌社会福祉課（内線4140）
内閣府コールセンター

福

祉

0120-526-145
（9時～20時）

新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金のお知らせ

対象世帯〇総合支援資金の再貸付を借り終わった世
帯 / ４年３月までに借り終わる世帯
〇緊急小口資金および総合支援資金初回貸付を借り

３年度の支給判定の結果は、３年10月分
（３年12
月支払）から４年９月分
（４年10月支払）まで反映さ
れます。次回の継続支給の判定結果は、４年10月
分
（４年12月支払）
から反映されます。
支給金額変更通知書の再発行は、下
館年金事務所または給付金ダイヤル
で受け付けています。
問下館年金事務所
給付金ダイヤル

終わった世帯 / ４年３月までに借り終わる世帯
〇総合支援資金再貸付が不承認となった世帯
〇総合支援資金再貸付の相談をしたが申請できなか
った世帯
※上記の世帯であって収入要件・資産要件・求職活
動要件を満たす世帯
※詳細については、お問い合わせください。
支給期間申請月から３か月（申請受付は４年３月末
まで）
問㊌社会福祉課（内線4140）

福

祉

多子世帯子育て応援金の
再申請受付を行います

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。
今回は、３年11月に未申請の方を対象に再度受
け付けを行いますので、忘れずに申請してください。
受付期間２月１日（火）
～28日
（月）
※８時30分～17時15分
（土日・祝日を除く）
対象者〇まだ申請がお済みでない方
○11月申請の際、税金等の完納が確認でき
なかったなどの理由で却下となった方で、
１月31日納期のものまで完納済みの方
支給日３月下旬頃（予定）
持物10月に送付している申請書
※紛失した方には、再発行します。印鑑と振込口座
の確認ができるものをご持参ください。
※上記期間を過ぎますと受け付けできませんのでご

福

祉

0296 ㉕0829

日本年金機構HP

0570-05-4092
（ナビダイヤル）

移動スーパー停車場所の
一部変更のお知らせ

利用者が多く時間通りに回ることが難しい曜日が
あるため、１月26日
（水）から、以下のとおり停車
場所について一部変更します。
◆きぬの里店・水曜日
変更後
10時40分～ 西山公民館（飯沼）
11時00分～ 馬場上中生活改善センター
11時20分～ 岡田田園都市センター
11時40分～ 国生農村集落センター
14時40分～ 篠山公民館峰分館
15時05分～ 向石下公民館【時間変更】
15時45分～ 石下西公民館
【時間変更】
【休止】栗山新田公民館、馬場新田農業担い手センター

◆きぬの里店・木曜日
変更後
10時20分～ 細野下公民館
10時45分～ 染色村会館
【時間変更】
11時10分～ 時信公民館【時間変更】
11時30分～ 飯田山前会館【時間変更】
11時55分～ 中村商店駐車場【時間変更】
14時35分～ 蔵持公民館
【時間変更】
14時55分～ 歓喜寺
【水曜日から移動】
15時30分～ 古間木新田公民館【時間変更】
【休止】岡田文化センター、篠山農村集落センター、
古間木公民館

※停車場所の変更に伴い、買い物がお困りになる方
は、買い物代行サービスなどもありますので、下
記までお問い合わせください。
問㊌幸せ長寿課
（内線4210）

注意ください。
申込・問㊌こども課
（内線1330）

石 暮らしの窓口課
（内線8001）
○

福

祉

年金生活者支援給付金を
受給している方へ

年金生活者支援給付金は、受給者本人および世帯
4
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福

祉

里親制度説明会を開催します

里親支援機関
「つくば香風寮」
において、里親制度
説明会を開催します。里親制度に関心のある方は、
ぜひお申し込みください。
日時２月19日
（土）
10時～12時30分
（受付９時30分～）

70歳以上の方にシルバーサポートタクシーチケット（初乗分のみ）を1月27日
（木）に発送します

ワクチン接種時などにご利用ください

問コロナウイルスワクチン接種対策室

㊹7722

場所里親支援機関「つくば香風寮」
（つくば市高崎

望の方は、事前に開催の有無をご確認ください。

802-1）

問㊌人権推進課
（内線2151）

定員30人
内容里親制度説明・里親体験談

相

費用無料
申込里親支援機関つくば香風寮

080-8434-3329

fostercare.kidskohoo@gmail.com

談

就職についての悩みや不安を
話してみませんか

日時２月２日・９日・16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

相

談

納税相談

対象者就職の悩みがある15歳から49歳までの方ま
たは保護者・関係者

新型コロナウイルス感染対策のため、電話でのご

相談員いばらき県西若者サポートステーション相談員

相談をお願いします。

費用無料

休日相談２月６日（日）
８時30分～12時

その他現在、サポステにて無料パソコン講座実施中

夜間相談毎週木曜日19時まで
（祝日を除く）

申込・問いばらき県西若者サポートステーション

用意するもの直近の給与明細書３か月分、家計の収

込みください。※火～土曜日９時30分～17時30分

支が分かるもの
問㊌税務課（内線1520）

相

談

0296 54 6012へ各相談日の前日までに、お申し
http://www.iw-saposute.org

健康相談

イベント

水海道あすなろの里
雛人形展示会

日時２月５日
（土）
～３月３日
（木）

日時２月22日（火）
９時30分～11時
場所保健センター

10時～16時
（休園日を除く）

費用無料

場所水海道あすなろの里

その他電話相談も随時受け付けます。

費用無料

申込・問２月21日
（月）
までに、
保健推進課

㉓3111

へお申し込みください。

相

談

こころの健康相談

研修棟

その他２月26日
（土）
・27日
（日）
10時～15時に、第
７回あすなろの雛祭りを開催します。気軽に参加で
きる体験イベントもあります。
（一部、有料の体験イベントあり）
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、イベ

日時２月９日（水）13時～15時

ントおよび展示が中止となる場合があります。
㉗3481

場所㊌議会棟２階小会議室

問水海道あすなろの里

対象者本人、ご家族の方どなたでもご相談ください。

※休園日を除く、８時30分～17時

相談員水海道厚生病院精神科医師
費用無料
申込・問２月４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

特設人権相談を開催

地域の皆さんからの様々な人権問題について、人
権擁護委員が相談に応じます。秘密は厳守しますの

春の自然観察イベント
「春の里山探検」
イベント
冬はいきものが少ない季節ですが、早咲きの桜や
春の野草に集まる動物たちを探しながら探検します。
早春のめずらしい昆虫に会えるかもしれません。
日時①３月19日
（土） ②21日
（月・祝）
９時50分開始
（約２時間）
※受付９時～９時50分
（時間に余裕をもってお越しください）

で、安心してご相談ください。

場所水海道あすなろの里

日時２月４日
（金）
10時～15時
（12時～13時を除く）

定員各回先着30人

場所生涯学習センター会議室

案内人坂入真史氏
（水海道あすなろの里）

費用無料

協力地球レーベル
（つくば市）
・常総みどりの会

その他予約は不要です。新型コロナウイルス感染状

費用１人500円

況により、急に中止となる場合があります。相談希

持物運動靴
（前日が雨の時は長靴）
、長袖長ズボン、
広報じょうそう お知らせ版 2022.1
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犬の放し飼いは禁止されています
散歩は必ずリードを付けて行いましょう
水筒、虫あみなど
（虫かごは共有のものを使用します）

問㊌生活環境課
（内線4430）
めに、人権講演会を開催します。多くの皆さんの参

その他荒天で中止となった場合は、当日７時に連絡

加をお待ちしています。

します。

日時３月６日
（日）
14時開演
（13時30分開場）

申込・問２月24日（木）～３月18日
（金）に、あすな

場所生涯学習センター

ろの里

定員120人
（定員になり次第締め切ります）

㉗3481に電話で申し込み、予約後に自然

教室事務局へメールをお送りください。

演題子どもの
「冒険の旅」
と子育て支援

※月曜・祝日を除く、８時30分～17時

講師長谷川幸介氏
（茨城県生涯学習・社会教育研究

asunaronosato@bz4.plala.or.jp

企業の魅力発見説明会
＆企業見学バスツアー

イベント

実際に働く人の話を聞いて、現場を見て、将来の
職業選択の幅を広げてみませんか。
◆企業の魅力発見説明会

会会長）
費用無料
主催常総市、市教育委員会
共催青少年育成常総市民会議
その他来場に際しては、
マスクの着用をお願いします。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により中止と
なる場合があります。

日時３月19日（土）
13時～16時
場所生涯学習センター

石生涯学習課
（内線
申込・問２月22日
（火）までに、○

8430）
へ電話でお申し込みください。

内容企業によるプレゼンテーション、ブース訪問
参加予定企業立正堂
（株）
、
（株）日本金剛砥石製作
所、川口真空（株）、トーソー
（株）
水海道事業場、
（株）
ロコレディ扇屋水海道本店、
（福）キングス・ガーデ

◆基礎編

ン、東武化学（株）、三菱マテリアル（株）筑波製作

日時３月４日
（金）
14時～15時30分
（受付13時30分～）

所、
（株）LIXIL 石下工場、リスカ
（株）
、高尾工業
（株）
、

内容読み聞かせのための声と話し方

（株）ハリガイ工業、UMIcocoro
（株）
、メークス
（株）
、

講師石森礼子氏
（フリーアナウンサー・NHK カルチ

三友セミコンエンジニアリング
（株）
、自衛隊

ャー朗読講座講師など）

◆企業見学バスツアー

◆応用編

日時３月23日（水）
①９時～

②13時～

日時３月９日
（水）
14時～15時30分
（受付13時30分～）

24日（木）
③９時～

④13時～

内容心に届く表現力上達トレーニング

場所①３ 社…
（株）日本金剛砥石製作所、
（株）ハリガ
イ工業、三菱マテリアル
（株）
筑波製作所
②３社…UMIcocoro
（株）
、川口真空
（株）
、
高尾工業（株）

―読んで表現する楽しさを広げましょう―
講師澤

則子氏
（フリーアナウンサー・大学講師など）

……………………以下共通事項………………………
場所図書館２階視聴覚室

③２社…（株）LIXIL 石下工場、東武化学
（株）

対象者読み聞かせボランティアとして活動している

④３社…三友セミコンエンジニアリング
（株）

方、読み聞かせに興味をお持ちの方

トーソー（株）
、メークス
（株）

定員各日先着20人
（定員になり次第締切）

内容市内企業をバスで巡り、見学します。

費用無料

……………………以下共通事項………………………

申込２月15日
（火）から、電話または図書館のカウ

対象者高校１・２年生
（保護者も参加可）

ンターで直接お申し込みください。

費用無料

※月曜日を除く、９時～17時

申込２月18日
（金）までに、申込フォームからお申

その他感染症対策のため、検温や３密回避、手指消

し込みください。

毒、マスクの着用にご協力ください。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況に

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、変更

より、中止となる場合があります。
問㊌商工観光課（内線2440）

イベント

人権教育講演会を開催

人権に係る正しい認識と理解を深めていただくた
6

読み聞かせボランティア研修会

イベント

広報じょうそう お知らせ版 2022.1

となる場合があります。
※最新情報は図書館ホームページなどで
ご確認ください。
問図書館

㉓5556

http://www.josolib.jp

イベント

県民公開講座
自分の健康は自分で守る！
～薬のプロ薬剤師に聞いてみよう～

不足しがちな栄養をサプリメントで補ったり、不

石下事務所へ直接、電話または FAX でお申し込み
ください。

集

㉚8789

㉚8790

在宅福祉サービス「せいむ」
協力会員

眠や肩こり、体の冷えなど日常生活で感じるちょっ

募

とした体の不調を薬局で市販薬を購入して改善させ

高齢者や子育て世帯の掃除や洗濯、子どもの一時

たり、自分自身で手段を選んで健康管理することを

預かりなど日常生活の困りごとを空いている時間に
お手伝いしてくださる方
（協力会員）
を募集します。

「セルフメディケーション」
といいます。
薬剤師の堀美智子氏をお招きし、くすりやサプリ

◆活動内容

メントを利用した上手なセルフメディケーションの

場所市内

方法などについてご講演をいただきます。

時間原則平日9時～17時、
1回につき1～2時間程度

日時２月20日（日）
10時～12時

内容掃除、洗濯、買い物、子どもの一時預かりなど

開催方法 Zoom ウェビナーを使用した WEB 開催

その他活動時間に応じて報酬があります。
（1時間

講師堀

600円）

美智子氏（医薬情報研究所

アイ・シー

株式会社エス・

◆登録説明会

医薬情報部門責任者）

定員1,000人※どなたでも参加できます。

日時2月17日
（木）
13時30分～15時

参加費無料

場所石下総合福祉センター

申込方法茨城県薬剤師会ホームページのトップペー

参加費無料

ジ「お知らせ」にある
「県民公開講座」内の
「参加申込

申込・問２月14日
（月）までに、市社会福祉協議会

フォーム」からお申し込みください。
問公益社団法人茨城県薬剤師会
029-306-8934

が難しい方も随時お問い合わせください。

029-306-8040

http://www.ipa.or.jp

イベント

㉓2233へお申し込みください。※説明会に参加

募

関鉄まんぷくフェス in 常総

集

エクササイズ教室

日時３月９日
（水）
９時30分～11時
（受付９時～）
場所石下総合福祉センター

地元のグルメ・お土産などを楽しめるイベントを

定員15人

水海道駅で開催します。当日はお子さん向けの鉄道

内容室内で手軽にできる運動について

模型運転、ワークショップ、グッズ販売なども予定

講師大幡伸子氏
（健康運動実践指導者）

しています。詳細や実施判断などは関東鉄道ホーム

費用無料

ページをご確認ください。

持物運動靴、飲み物、タオル、バスタオル

日時２月11日（金・祝）
10時～15時

申込・問２月７日
（月）～18日
（金）に、保健推進課
㉓3111へお申し込みください。

※降雪・荒天時は２月13日
（日）
に延期。
場所常総線水海道駅前広場
（ロータリー）
問関東鉄道（株）鉄道部

029-822-3718

https://www.kantetsu.co.jp

募

集

関東鉄道㈱HP

要約筆記1日体験講座

日時２月22日（火）
13時～16時

募

就職を目指す方へ
（職業訓練受講者）
集

受講期間４月４日
（月）
～９月30日
（金）
場所ポリテクセンター茨城
（水海道高野町591）
対象者就職に必要な技能・技術を身に付けたい方
コース〇工場管理技術科
（電気保全）

場所石下総合福祉センター研修室

〇生産情報プログラミング科

内容要約筆記の基礎知識を学び、簡単な要約の方法

費用無料
（テキスト代等実費負担）

を実習します。

その他２月３日
（木）
・17日
（木）
、３月３日
（木）

講師茨城県中途失聴・難聴者協会

13時～15時に施設見学会を行います。
（予約不要）

定員15人（先着順）

申込２月４日
（金）～３月10日
（木）に、ハローワー

費用無料

ク常総

申込・問２月14日
（月）までに、市社会福祉協議会

問ポリテクセンター茨城

㉒8609へお申し込みください。
㉒8845
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結婚相談会 in 下妻
（いばらきマリッジサポーター）
集

募

手当など賞与※年２回
（①②のみ）
、有給休暇、通勤
手当
（片道２㎞以上）
、社会保険および雇用保険加入
（①②のみ）

日時２月13日（日）
13時～17時
（受付12時40分～）

申込・問履歴書
（写真添付）
、資格証の写し、印鑑を

場所下妻市千代川公民館
（下妻市鬼怒230）

持参のうえ、㊌こども課
（内線1320）へお申し込み

対象者独身成人男女およびその親族

ください。

定員先着10人（予約制）
内容結婚を希望する独身者からの相談を受け、希望
の異性や将来の生活設計を聞き、ふさわしいお相手

スポーツ

学校施設開放使用団体の
登録について

市教育委員会では、学校教育に支障のない範囲で

探しをサポートします。
費用無料

市内小中学校の施設
（体育館・校庭・武道場）を開放

持物身分証明書（運転免許証または健康保険証）

しています。定期的に継続して使用する団体は、事

その他当会に登録希望の方は、L 判の写真をご用意

前に登録が必要です。

ください。

使用期間４年４月１日～５年３月31日

申込・問１月31日
（月）～２月９日（水）に、いばら

登録可能な団体次のすべてに該当する団体

きマリッジサポーター・塚越

090-8891-1893、

090-6122-5677へお申し込みください。

長屋

※電話受付は、12時～19時

求

人

４年度会計年度任用職員

◆学校給食補助員…各１人
勤務場所①石下小学校

②三妻小学校

勤務時間①10時15分～13時30分
（休憩15分）
予定

①定期的に継続して学校施設を使用する団体
②市 内在住、在勤、または通学する方が10人以上
の団体
③代表者が20歳以上の方である団体
④スポーツ安全保険に加入している団体

石生涯学習課にあります）
申込・問所定の申込用紙
（○
石生
に必要事項を記入し、２月10日
（木）までに、○

涯学習課
（内線8510）
へお申し込みください。
※土日を除く、８時30分～17時15分

②10時45分～14時
（休憩15分）
予定
雇用期間①４年５月～５年３月
②４年４月～５年３月
仕事内容給食の配膳の補助・給食室の清掃など
給与など時給890円
（距離に応じて通勤手当あり）

スポーツ

第５期健康ボウリング教室

日時①火曜日コース…２月15日～３月22日10時～
②水曜日コース…２月16日～３月30日13時30分～

必要書類履歴書（写真添付）
１通
石学校教育課
（内線
申込・問２月25日（金）までに、○

（２月23日

（祝）
は除く）
③木曜日コース…２月17日～３月24日13時30分～

8210）〒300-2793常総市新石下4310-1へ提出し

※いずれも全6回
（各回3時間）
の日程となります。

てください。※郵送の場合は2月25日
（金）
必着

場所石下ボウル
（メガセンタートライアル２階）
定員各回先着30人

求

人

市立保育所会計年度任用職員

費用１人3,000円
（スポーツ保険料・教材費・施設

職種①保育士②看護師③土曜保育士

使用料含む）

勤務場所①第一・二・三・四・六保育所のいずれか

内容○健康に関する講話

②第三保育所

③第六保育所

勤務時間① ③８時30分～16時30分
（早朝・残留保

○体操＆ストレッチ
○投球の基本

育による時差出勤あり）

○ストライクやスペアの狙い方

②８時30分～16時30分

○ゲームを楽しむ

対象者①③保育士資格を有する方
②正看護師資格を有する方
定員①５人程度

②③各１人

給与①時給1,100円

②時給1,150円

③時給1,300円
8

対象者どなたでも
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その他各日同内容となりますので複数コースの申し
込みはできません。
申込・問市ボウリング協会事務局
ボウル内）
へお申し込みください。

㉑5024（石下

ミズノオープン卓球大会 in 常総
スポーツ

市主催のスポーツ教室

日時２月23日
（水・祝）
①シングルス…９時30分～12時30分

健康水泳教室
（２月分）

②ダブルス…13時30分～16時30分

日時２月４日・18日・25日の各金曜日

場所石下総合体育館
対象者小学生以上の方

９時30分～11時
場所きぬ温水プール

費用中学生以下各1,500円

対象者18歳以上の方

申込２月13日
（日）までに、石下総合体育館へお申

内容泳げない方や初心者を対象とした教室です。

し込みください。

費用入場料400円のみ

ジュニア競泳クラス

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○

スポーツ

日時①２月８日・15日・22日の各火曜日
18時30分～19時30分

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

②２月12日・19日・26日の各土曜日
16時～17時
場所きぬ温水プール
対象者小学４年生～高校３年生
（ミズノ水泳教室進

日時（水海道）２月11日
（金・祝） 14時～15時

（石

高校生以上各2,000円

級基準１級以上の方）

17日
（木）

19時～20時

費用各1,100円

20日
（日）

14時～15時

申込きぬ温水プール

下）２月5日
（土）

14時～15時

13日
（日）

14時～15時

健康整体サロン
日時
（水海道）
２月３日・17日の各木曜日
（石

対象者15歳以上の方
（中学生を除く）

㉗3913へお申し込みください。

下）
２月10日・24日の各木曜日

費用市内の方300円、市外の方400円

①10時～10時40分

②11時～11時40分

その他子ども同伴では参加できません。

③13時～13時40分

④14時～14時40分

申込各総合体育館へお申し込みください。
60歳から始めるトレーニング “ ラララフィット ”
日時（水海道）２月３日～３月10日の毎週木曜日
10時30分～11時30分
（６回１クール）
（石

対象者高校生以上のこりや痛みでお悩みの方
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。
楽々水泳教室

下）２月18日～３月25日の毎週金曜日
10時30分～11時30分
（６回１クール）

日時２月６日
（日）
10時～11時30分
場所きぬ温水プール

対象者60歳以上の方
費用１クール（６回）
3,300円、１回参加

880円

申込各総合体育館へお申し込みください。
水泳プライベートレッスン
日時２月１日・８日・15日・22日の各火曜日

対象者中学生以上の方
内容バタフライ・平泳ぎ
費用1,500円
申込きぬ温水プール

㉗3913へお申し込みください。

卓球プライベートレッスン

12時～12時50分

日時
（水海道）
２月20日
（日）

場所きぬ温水プール

（石

対象者４歳以上の方

下）
２月５日
（土）

費用各4,000円

①14時30分～15時30分

定員各１人

②15時45分～16時45分

申込きぬ温水プール

㉗3913へお申し込みください。

大人水泳教室
（４種目）
日時４年３月までの金曜日

11時～11時50分

場所きぬ温水プール

③17時～18時

対象者小学生以上の方
費用各2,500円
定員各１人
申込各総合体育館へお申し込みください。

対象者18歳以上の方
費用各月4,400円
申込きぬ温水プール
水海道総合体育館

㉗3913へお申し込みください。

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

2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１月27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）
小貝保育園子育て支援センター
水海道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 9958 9：00～15：00
㉒
※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
◆お雛様作り10時～
1日（火）身体測定９時～
※奇数月は第３火曜日も実施
い し ま す。 ま た、
8日（火）
（自由開放14時30分～）
※
新 型コロナウイル
2日（水）身体測定９時～◆豆まき集会10時～
■くらしの困りごと相談
（行政相談）
スの感染状況によ
◆お雛様作り10時～
18日（金）
り中止となる場 合
◆お雛様作り14時～
日時 2月15日
（火）
９時～12時
3日（木）身体測定９時～◆豆まき集会10時～
があります。
AM身体測定
4日（金）身体測定９時～
※印…詳しくは、㊌市民課 ㉓2909へ
21日（月）
◆赤ちゃん広場14時～
※新型コロナの影響
■年金事務所年金相談（要予約）
8日（火）◆ママのじかん【バレンタイン飾り】10時～
24日（木）◆キッズヨガ10時～/PM身体測定
により中止の場合は、
日時 2月10日
（木）
10時～14時
9日（水）◆ママのじかん【バレンタイン飾り】10時～
予約された方に通知
25日（金）AMPM身体測定
します。
場所 市商工会水海道事務所
10日（木）◆ママのじかん【バレンタイン飾り】10時～
◆成長アルバムを作ろう10時～
28日（月）
（自由開放14時30分～）
受付 下館年金事務所 0296 ㉕0829へ
16日（水）◆うれしいひなまつり10時～
三坂児童館
（１か月前から受付可）
17日（木）◆うれしいひなまつり10時～
■高齢者相談
三坂町402-1
㉒ 7937 8：30～17：00
水海道児童センター
2日（水）◆魚釣りゲーム遊び10：30～
受付 当日、㊌幸せ長寿課 ㉓2930へ
水海道天満町4678
㉓ 1902 8：30～17：00
夜間・休日 080-3400-6616
4日（金）◆魚釣りゲーム遊び10：30～
2日（水）いいものみ～っけ９時～
在宅医療・介護相談窓口 ㊳8998
5日（土）土曜開館日
3日（木）◆リメイクポーチ作りに挑戦！10時30分～
○水海道中学校区 ㉓2233
7日（月）◎休館日
4日（金）いいものみ～っけ９時～
○鬼怒中学校区 ㉓3011
9日（水）相談日ほっとステーション10時～
7日（月）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
16日（水）◆ひな祭り、こいのぼり工作10：30～
9日（水）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
18日（金）◆ひな祭り、こいのぼり工作10：30～
12日（土）土曜開館日
○石下中学校区 ㊷1105
19日（土）土曜開館日
14日（月）◎休館日
○石下西中学校区 ㉚8283
21日（月）◎休館日
16日（水）いいものみ～っけ９時～
■女性相談
●基本的に平日は自由開放日です。詳しくは、 17日（木）◆ネームボタン作り10時30分～
日時 2月15日
（火）
・20
（日）
10時～12時
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）、 18日（金）いいものみ～っけ９時～
場所 ㊌会議室
（電話相談可）
日曜・祝日
21日（月）いいものみ～っけ９時～
受付 ㊌人権推進課 ㉑3510へ
※新型コロナウイルス感染症の今後の状況によ 24日
（木）相談日ほっとステーション10時～
■教育相談
り変更となる場合があります。
25日（金）いいものみ～っけ９時～
㊷1529
電話相談
26日（土）土曜開館日
毎週月・水・木曜日 10時～17時
28日（月）◎休館日
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
児童館・児童センター
■行政書士よろず相談
（無料）
土曜開館日
内容 相続、契約、土地利用、各種許認可
三坂児童館
２月 ５日・19日
日時 2月8日
（火）
13時～16時
児童センター
２月12日・26日
場所 生涯学習センター会議室1
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
13時～16時30分）
（平日の９時～12時、

乳幼児健診
実施日
受付時間
対 象
2021年 10月生まれ
乳児健診
１日
（火）
○消費者ホットライン 188
■きぬふれあいセンター相談事業
１歳６か月児健診
15日
（火） 12時45分～13時30分 2020年 ７月生まれ
生活相談 日時 毎週水曜日９時～11時
３歳児健診
16日
（水）
2019年 １月生まれ
場所 きぬふれあいセンター相談室
教室・相談
実施日
受付時間
対 象
地域交流センター応接室
のびのび子育て
１日
（火） 9時45分～10時15分
乳幼児
問 きぬふれあいセンター ㉔0355

離乳食教室（前期）

2月の納税
税：固定資産税…４期
国民健康保険税…８期
保険料：介護保険料…６期
後期高齢者医療保険料…８期

プレパパ・ママ教室
（後期）

市

●納期限は 2月28日（月）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）

18日
（金）

9時45分～10時

生後５～６か月
これからパパ・ママ
10日
（木） 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
12か月児健診

実施日
８日
（火）

１歳６か月児健診

14日
（月）

教室・相談

実施日

２歳児教室

受付時間
12時45分～13時30分
受付時間

対 象
2021年 １月生まれ
2020年6·7月生まれ
対

象

14日
（月） 14時45分～15時15分 2020年1·2月生まれ

申込・問保健推進課

㉓3111
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