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お知らせ

常総市役所
防災無線情報

0297 ㉓ 2111（代表）
0297 ㉒ 8778

防災情報に関するアンケートに
ご協力ください

市では、市民の皆さんの日頃の防災への備えや防
災情報に関する現状を把握し、今後の防災対策に役
立てるために、アンケート調査を実施します。
ご協力をお願いします。
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で居住用に供することができない建物
⑥常総市暴力団排除条例に規定する暴力団員等が、
所有権その他の権利を有する建物
◆空き家を利用するには
空家等バンクに登録された建物を購入または賃借
したい方は、利用者の登録が必要です。登録は、当
市に定住を希望している方となります。また、市内

日時2019年１月17日
（木）
アンケート配布

の賃貸住宅などに入居されている方も登録できます。

※2019年２月14日（木）までに、各班長へ提出して

ただし、次のいずれかに該当する方は、登録できま

ください。

せん。

対象者市内自治区に加入している全世帯

①空家等バンクによって購入または賃借する空き家

問㊌防災危機管理課
（内線2210）

を住所地として定住する意思のない方

お知らせ

②常総市暴力団排除条例に規定する暴力団員等

消防出初式を開催します

問㊌都市計画課
（内線2730）

日時2019年1月13日
（日）
８時45分～

お知らせ

場所地域交流センター駐車場

平成33基準年度固定資産税評価
替えに向けた土地の現況調査を実施

固定資産税の土地の評価額は、３年に１度の評価

地域交流センター内ホール
内容出動人員報告、人員・姿勢・服装の点検、分列

替えにより原則見直しが行われます。現在市では、

行進、幼年消防クラブ演技、機械器具の点検
（一斉

固定資産税評価替えに向けて準備を進めています。
準備段階において土地の現況などを正確に把握す

放水）、式典
その他当日、７時と９時30分前後にサイレン吹鳴

るため、市と業務委託契約を締結した受託業者が現

と半鐘打鐘を行いますので、火災とお間違えのない

地調査を実施しますので、ご理解とご協力をお願い

ようご注意ください。

します。

問㊌防災危機管理課
（内線2230）

期間2021年３月31日まで
対象地域市内全域

お知らせ

空き家をバンクに登録しませんか

受託業者朝日航洋
（株）
水戸支店
問㊌税務課
（内線1630）

◆空家等バンクとは
住まなくなった家を売りたい、貸したいという方
と買いたい、借りたいという方の橋渡しをするのが
「空家等バンク」
制度です。市では、空き家を利活用す
るため、空家等バンクへの登録を呼びかけています。
◆登録できる空き家は

お知らせ

ブックスタート事業について

◆絵本の配付について
図書館では、
12か月児健診の際に絵本の読み聞か
せ事業を行っています。今年度の対象者で受診でき

市内にある空き家
（居住しなくなる予定のものも

なかった方については、図書館で絵本を配付します

含む）で、居住を目的とした個人が所有する建物
（居

ので、ご来館ください。

住用部分と事業用部分が結合した併用住宅を含む）

◆ボランティアを募集します

およびその敷地です。ただし、次のいずれかに該当

絵本の読み聞かせをするボランティアを募集して

する建物は登録できません。

います。初心者向けの研修も予定しています。即登

①賃貸もしくは分譲を目的とした建物

録ではありませんので、お気軽にご参加ください。

②登記がされていない建物

問市立図書館

③老朽化、損傷等が著しい建物
④大規模な改修が必要と認められる建物
⑤建築基準法、都市計画法、その他の関連する法令

常総市役所

お知らせ

㉓5556

農業用廃プラスチックを回収

石 ＝石下庁舎
㊌＝本庁舎、議会棟 ○

1

特定空家等判定基準を策定しました
古くなった農業用ポリエチレンの回収を行います。
日時2019年１月７日
（月）
８時～10時30分
場所ＪＡ野菜集出荷所
（大沢222）

※詳しくはホームページをご覧ください
問㊌生活環境課(内線4411)
もありますので、時間に余裕をもってお越しくだ
さい。
問㊌税務課
（内線1610）

回収品ポリエチレンのみ
費用○基本料…年間1,000円
○重量割額…農ポリ10円／ kg
申込・問12月27日
（木）
までに、㊌農政課
（内線2320）

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。

へお申し込みください。

お知らせ

手続き・申請

建物の取り壊し・新築・増築をした
方へ

元気シニアバンクに登録してみま
せんか

県では、豊富な知識、経験、技能などをお持ちの

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。
連絡を受けた後に、市職員が現地確認・調査に伺

高齢者が、さまざまな地域活動に活躍できるよう元

います。

気シニアバンクを開設しています。バンクに登録し

問㊌税務課
（内線1620）

た方は、茨城シニアマスターとして、県内さまざま
な団体などの依頼に応じて活動していただきます。
問県社会福祉協議会茨城わくわくセンター
029-243-8989

手続き・申請

相続・売買などで所有者が変更になった未登記家

フィットネスパーク・きぬ
（ほっとランド・きぬ）
お知らせ 年末年始の休館日
年末年始の12月29日
（土）から１月３日（木）まで
は休館日となります。なお、公園全体も休園とな

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
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1620）

ります。
1月４日（金）から通常営業となりますので、
ご理解とご協力をお願いします。
問ほっとランド・きぬ

お知らせ

未登記家屋の所有者の変更について

0296 ㉚4126

鯉のぼり、ひな人形などを
お譲りください

ご自宅で使用しなくなった鯉のぼり、ひな人形、

手続き・申請

就学援助の入学前支給について

市では、
2019年４月に市立の小中学校に入学予
定の児童・生徒の保護者で、経済的な理由でお困り
の方に対し、新入学児童生徒学用品費を入学前に支
給します。

イルミネーションがありましたら、水海道あすなろ

申請期間2019年１月４日
（金）
～25日
（金）

の里にお譲りください。

※各小学校では、
1月８日
（火）
から受け付けます。

問水海道あすなろの里

㉗3481

石 学校教育課、各小学校
申請場所○

対象者次の①～③のすべてに該当し、市教育委員会

手続き・申請

市・県民税の申告相談について

日時2019年２月18日
（月）
～３月15日
（金）
の平日
９時～16時（12時～13時は除く）
※休日は２月24日（日）
のみ受け付けします。
会場○水海道会場…市役所第３分庁舎
○石下会場…石下庁舎会議室

①原則、市内に居住している方で2019年３月末日
までに市外へ転出する予定がない方
※市外に居住している方は、区域外就学の手続きが
必要です。
②2019年４月に市内の小中学校に入学予定の児童
生徒の保護者

その他期間中は、お住いの地域に関係なく、
2019年

③次の就学援助の要件のいずれかに該当する世帯に

１月１日現在で市内に居住している方は、どちらの

属する方

会場でも申告できます。駐車場は、本庁舎
（第３分庁
舎前）
駐車場、石下庁舎駐車場をご利用ください。申
告に関する詳細は、広報常総１月号をご覧ください。
※混雑状況によっては、数時間お待ちいただくこと
2

が認める方
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○前年度または今年度において、生活保護が停止
または廃止になった方
○生活保護を受けていないが、それに近い生活状
態の方

市役所ではウォームビズを実施しています （2019年3月31日まで）
○児童扶養手当を受給している方

問㊌生活環境課(内線4420)
す。事務組合ホームページからもダウンロードでき

など

支給額対象となる児童・生徒１人につき

ます）に必要事項を記入し、直接消防本部予防課に

○小学校入学…40,600円

お申し込みください。

○中学校入学…47,400円

※受付は、土日を除く９時30分～17時

支給時期2019年２月中

問常総地方広域市町村圏事務組合消防本部予防課

支給方法保護者の口座に直接振り込みます。
提出書類①就学援助費受給申請書

②新入学児童生

徒学用品費の振込先の保護者名義の口座がわかる通
帳の写し

③所定の委任状

（水海道山田町808） ㉓0904

④その他、申請理由に

防犯・防災

甲種防火管理再講習

応じた添付書類

日時2019年３月８日
（金）
８時50分～11時30分

その他詳しくは、配布された案内をご覧ください。

場所ポリテクセンター茨城
（水海道高野町591）

石学校教育課
（内線8230）
問○

対象者劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など、不

防犯・防災

特定多数の人が出入りする建物
（特定防火対象物）の

架空請求はがきにはご用心！

うち、建物全体の収容人員が300人以上の防火対象
物の防火管理者で、甲種防火管理資格取得講習によ

最近、県内各地で
「民間訴訟告知センター」
とする

り資格を得た方

機関から
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知ら

定員30人

せ」などと題したはがきが、各家庭へ大量に投函さ

費用1,500円
（税込、テキスト代含む）

れています。

※常総地方防火協会加入事業所は1,300円

消費者に過去に利用した業者への未払いがあると

申込2019年２月１日
（金）から12日
（火）までに、受

思わせ
「契約不履行による民事訴訟として訴状が提

講申請書
（消防本部予防課および各消防署にありま

出された。ご連絡なき場合は原告側の主張が全面的

す。事務組合ホームページからもダウンロードでき

に受理され、執行官立会いのもと、給与差し押さえ

ます）に必要事項を記入し、直接消防本部予防課に

および動産、不動産の差し押さえを強制的に執行さ

お申し込みください。

せていただく」などと脅し、不安にさせた上で、訴

※受付は、土日を除く９時30分～17時

訟の取り下げについて相談するよう誘導しています。

問常総地方広域市町村圏事務組合消防本部予防課

こういったはがきが届いても、決して相手に連絡せ

（水海道山田町808） ㉓0904

ず、支払わずに無視してください。相手にしないこ
とが大切です。
不安を感じたり、対処に困ったりした場合には、
警察署にご相談ください。
問常総警察署

防犯・防災

㉒0110、石下地区交番

㊷0110

防犯・防災

警察署への相談は♯9110へ

110番は、事件・事故にあったときや目撃したと
き、警察官に現場へ駆けつけてほしいときに利用
する緊急電話です。緊急の対応を必要としない要件

甲種防火管理新規講習

は、
「警察の相談ダイヤル＃9110」をご利用ください。
110番のワン切りはやめましょう。間違えて110番

日時2019年２月７日
（木）
・８日
（金）
９時～17時

しても、間違いであることを説明してから切ってく

場所ポリテクセンター茨城
（水海道高野町591）

ださい。ご協力をお願いします。

定員先着80人

問常総警察署

講習科目○防火管理の意義および制度
○施設・設備の維持管理
よび教育

○火気管理

○防火管理に係る訓練お

○防火管理に係る消防計画

費用5,500円（税込、テキスト代含む）

くらし・環境

㉒0110

カラス捕獲の実施について

農作物の被害が発生しているため、銃によるカラ

※常総地方防火協会加入事業所は5,000円

スなどの捕獲を実施します。一部銃猟禁止区域・休

その他テキストは当日配付します。２日間の講習の

猟区域についても対象となります。危険ですので、

全日程を受講しなければ、資格の付与はできません。

山林などには近づかないようお願いいたします。

申込2019年1月10日
（木）から21日
（月）までに、受

日時2019年１月13日
（日）
～26日
（土）

講申請書
（消防本部予防課および各消防署にありま

日の出から日没まで
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広報常総の表紙を飾っていただく写真を募集しています
問㊌秘書課(内線3221)
問㊌健康保険課
（内線1240）

区域市内全域
捕獲従事者猟友会常総支部
問㊌農政課（内線2320）

いばらきの水道をもっと身近に
くらし・環境

水道パネル展を開催

福

祉

入学祝品を贈呈します

茨城県母子寡婦福祉連合会では、来年度小学校に
入学するひとり親家庭の子どもに、入学祝品（学用

市民の皆さんに水道の仕組みや役割、必要性を知

品）
を贈ります。

ってもらうため、水道パネル展を開催します。この

対象者市内在住のひとり親家庭
（母子家庭・父子家

機会にご自宅の「水」
を見直してみませんか。

庭・養育者家庭）で、
2019年４月に小学校へ入学す

日時2019年１月22日
（水）
～30日
（水）

る子ども
申込2019年１月11日
（金）
までに、㊌こども課
（内線

８時30分～17時
場所市役所議会棟１階フロア
問常総保健所

㉓1351、水道課

㉓1881

石 暮らしの窓口センター
（内線8025）
1330）または○

へお申し込みください。
問県母子寡婦福祉連合会

くらし・環境

石下西中学校区 資源物回収

一人で悩まずご相談ください

日時2019年１月12日
（土）
７時40分～11時

相

※雨 天の場合は13日（日）。延期の際は、市の防災

財務省関東財務局水戸財務事務所では、無料相談

行政無線でお知らせします。
問石下西中学校

健康・医療

㊷4788

談

029-221-7505

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。

もれ者検診のご案内

○詐欺的な投資勧誘相談
（未公開株、
社債、
ファンド）
○電子マネー詐欺相談
（架空請求、サクラサイト）
029-221-3195（平日の８時30分～12時・13時～

今年度最後の集団検診です。まだ受診していない

17時、祝日を除く）

方は、ぜひこの機会に健康診断を受けましょう。

○多重債務相談
（借金、クレジットカード、各種ロ

◆石下総合福祉センター

ーンの悩み相談）
029-221-3190（平日の８時30分～12時・13時～

日時2019年２月５日
（火）
９時30分～11時、
13時30分～14時30分

16時30分、祝日を除く）

◆保健センター
日時2019年２月６日
（水）
９時30分～11時、
13時30分～14時30分
……………………………………………………………

相

診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診
※胃がん検診はありません。対象年齢や検診費用な
どの詳細は、市健康カレンダーをご確認ください。

納税相談

日時毎月第１日曜日８時30分～12時

内容特定健診、後期高齢者医療制度健診、プレメタ
ボ健診、成人病検診、胸部レントゲン、大腸がん検

談

毎週木曜日19時まで
※2019年1月3日は休み、日曜日は1月20日に実施
します。
場所㊌収税課
持物直近の給与明細書３か月分、家計の収支が分か

持物保険証、尿検体、大腸がん検体、各種受診券
（お

るもの

持ちでない場合は、当日再発行します）

問㊌収税課
（内線1520）

その他４月以降に集団検診、医療機関特定健診・が
ん検診、ドック検診を受診された方または今年度中
に受診予定の方が重複して同じ検査項目を受診する

談

健康相談

ことはできません。

日時2019年１月23日
（水）
９時30分～11時

申込予約不要です。

場所石下総合福祉センター

※大腸がん検診を希望する場合は、
2019年1月25日

費用無料

（金）までに、保健推進課

㉓3111へ予約してく

ださい。検体容器を送付します。
4

相
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その他電話相談も随時受け付けします。
申込・問2019年１月22日
（火）までに、保健推進課

1月の日曜開庁 本庁舎…６日・20日、
石下庁舎…13日・27日
石暮らしの窓口センター
開庁時間…８時30分～12時 問㊌市民課
（内線1130）
、
㊹7844
○
㉓3111へお申し込みください。
内容不整脈・心臓ペースメーカー等の最新医療＆

相

様々な患者様の疑問に答える
（仮）

こころの健康相談

談

講師小森孝洋氏
（自治医科大学循環器内科）
費用500円
（資料代）

日時2019年１月９日
（水）
13時15分～

申込当日会場で受け付けます。

場所保健センター

問日本心臓ペースメーカー友の会茨城県支部・栗山

対象者本人、ご家族の方どなたでもご相談ください。

0297 83 6199

相談員松坂尚氏（水海道厚生病院精神科医師）
費用無料
申込・問2019年１月４日（金）までに、㊌社会福祉

イベント

新春お楽しみ大抽選会
＆正月太り解消エクササイズ

日時2019年１月14日
（月・祝）
10時～17時

課
（内線4133）へお申し込みください。

新春講演会
「あなたがもっと輝くために」
イベント
日時2019年１月22日
（火）
14時～15時30分
※受付13時30分～

場所ほっとランド・きぬ館内ロビーおよび２階大広
間
（下妻市中居指1126）
対象者当日館内をご利用いただいた方
内容○お楽しみ大抽選会
ツくじ引き

○ KID's お楽しみスポー

○新春スタジオ特別プログラム ○キ

場所市生涯学習センター

ッチンカー出店

内容あなたがもっと輝くために～自分を愛し、人

費用入館料のみ

を愛することで道を開く～

※大人600円
（65歳以上300円）
、小中学生200円

講師加藤秀視氏（人材育成家、慈善活動家）

問ほっとランド・きぬ

しゅうし

0296 ㉚4126

費用無料
問市商工会

イベント

地

㉒2121

募

市内のどんど焼き

市営住宅の入居者募集

入居時期2019年４月１日
申込期間2019年1月11日
（金）
～21日
（月）

区

日

五箇
箕輪町
新井木町

時

場

所

問い合わせ先

８時30分～17時15分

※土日・祝日を除く

橋本
2019年１月12日（土） 小貝川河川敷
15時～17時 （新福雷橋下流右岸） ㉒9246
飯田
2019年１月12日（土） 小貝川河川敷
10時～19時 （箕輪町119付近） ㉓4565

※申請書類は、
2019年1月7日
（月）
から配布します。

笠原
2019年１月13日（日） 小貝川河川敷
080-100610時～19時 （石黒倉庫南側）
3437

宅に困っている方

荒井
2019年１月12日（土） 小貝川河川敷
水海道山田町
090-266713時～20時 （東京電力変電所東側）
7840
2019年１月14日（月） 鬼怒川玉台橋北 盛
内守谷町長の入
８時～15時
側土手下
㉗0646
坂巻
080-12980221

内守谷町向地

2019年１月19日（土） 日枝神社グラウ
10時～19時
ンド

豊岡町前河原

2019年１月20日（日） 旧豊岡球場北側 堀越
13時～15時
空き地
㉔0468

※情報提供のあった地区のみ掲載しています。荒天
の場合は、中止または順延されることもあります。

イベント

集

日本心臓ペースメーカー友の会
講演会

日時2019年1月19日（土）13時30分～16時
（受付13時～）

対象者次のすべてを満たす方
①市内に住所または勤務場所を有する方で、現在住
②独立の生計を営む方
（無職無収入の方は、申し込
みできません）
③現に同居し、または同居しようとする親族（２か
月以内に婚姻予定の方を含む）
がある方
※単身者の方も入居可能な住宅があります。
④県税および市町村税、市の使用料、負担金などを
滞納していないこと
⑤入居資格収入基準に当てはまること
⑥申込者および同居予定者が暴力団員でないこと
※詳しくはお問い合わせください。
選考方法入居者選考委員会で住宅困窮度が高いと判
定された方から入居者として決定します。住宅困窮
度が同程度と判断された場合は、公開抽選により入
居者を決定します。
その他①敷金
（家賃の３か月）
を入居時に預けていた

場所しもだて地域交流センター
「アルテリオ」２階会

だきます。②家賃の他に団地内の共益費などがかか

議室（筑西市丙372）

ります。③駐車場は１世帯につき１台です。駐車場
広報じょうそう お知らせ版 2018.12
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常総市防災アプリをご利用ください

iOS

使用料保証金（使用料の３か月分）
を入居時に預けて

持物筆記用具、電卓、エプロン、三角巾、タオル、

いただきます。④連帯保証人
（入居者と同程度以上

ご家庭の味噌汁50cc 程度
（塩分測定希望の方）

の収入があり、市内に居住または勤務する方もしく

申込・問2019年１月18日
（金）までに、㊌健康保険

は入居決定者の親族）が１人必要となります。⑤住

課
（内線1240）
へお申し込みください。

居を退去する場合は、退去修繕費がかかります。
【募集概要】
◆千代田団地Ａ・Ｅ・Ｆ棟
（中妻町419-3・中妻町

募

集

国際交流講座
「ブラジル料理教室」

391）

日時2019年２月17日
（日）
10時～14時

募集戸数４戸
（1・3・4階）
、間取り３ＤＫ

場所石下総合福祉センター調理室

家賃19,400円～52,100円

対象者ブラジルの文化に興味がある方

単身入居Ａ・Ｅ棟のみ可

定員先着20人

◆八間堀団地Ａ・Ｂ棟
（水海道橋本町3637）

内容ブラジル料理を通じてブラジル文化を学ぶ

募集戸数２戸（1・2階）
、間取り２ＤＫ

指導員ベラ・ゴトウ氏
（ブラジル家庭料理店
「デリシアス」
シェフ）

家賃21,000円～48,000円
単身入居可

費用大人
（高校生以上）
…500円、子ども
（小・中学生）

◆さくら団地（水海道橋本町3319-1）

…300円、未就学児…無料

募集戸数２戸（2階）
、間取り３ＤＫ

持物エプロン、三角巾、タオル

家賃26,200円～51,500円

申込2019年１月31日
（木）までに、㊌市民協働課へ

単身入居不可

電話・ＦＡＸ・メールのいずれかでお申し込みくだ

◆南石下住宅（大房221-1）

さい。住所・氏名・電話番号を明記してください。

募集戸数１戸（3階）
、間取り３ＤＫ
家賃26,900円～52,800円

問㊌市民協働課
（内線2110） ㉒8864
shiminkyodo@city.joso.lg.jp

単身入居不可
◆岡田住宅１・３号棟
（岡田496-6）
募集戸数２戸
（1・3階）、間取り１号棟３ＤＫ、３号

募

集

ポルトガル語講座

日時2019年１月29日から３月19日までの毎週火曜日

棟２ＤＫ
家賃18,300円～46,200円

（全８回）
19時～21時

単身入居３号棟のみ可

場所市役所本庁舎１階市民ホール

※すべて風呂・駐車場あり

対象者ポルトガル語を学びたい方、ブラジルに興味

申込申込書およびその他市が必要とする書類を本人

のある方など

または家族の方が直接㊌都市計画課へ持参してくだ

内容簡単な日常会話、ブラジルの文化など

さい。
（郵送は不可）

講師佐藤ローザ氏

※申 し込みは、１世帯１か所とします（部屋の指

定員20人
（５人に満たない場合は開催しません）

定はできません）
問㊌都市計画課（内線2730）

募

集

ヘルシークッキング教室

日時2019年１月24日
（木）
10時～13時

費用2,000円
（初回にお支払いください）
申込2019年１月22日
（火）までに、㊌市民協働課へ
電話・ＦＡＸ・メールのいずれかでお申し込みくだ
さい。住所・氏名・電話番号を明記してください。
問㊌市民協働課
（内線2110） ㉒8864
shiminkyodo@city.joso.lg.jp

※受付時間９時45分～
場所石下総合福祉センター
対象者糖尿病や肥満、高血圧などでカロリー・塩分

6

Android

募

集

キッズクッキング

制限が必要な方（ご家族の方の参加も可能です）

日時2019年２月24日
（日）
９時30分～13時

定員16人程度

※受付は９時～９時15分

内容○講話「食物繊維アップで生活習慣病を予防し

場所石下総合福祉センター

よう」○500kcal、塩分2.5g 未満の献立の調理実習

対象者市内在住の小学１～６年生

費用300円（材料代）

※小学１～３年生の児童については、保護者同伴と

広報じょうそう お知らせ版 2018.12

災害情報・避難所状況・防災行政無線の内容などを確認できる
常総市防災ポータルサイト
参加費無料

なります。
定員先着20人程度

申込・問2019年1月18日
（金）
までに、市社会福祉協

内容楽しく料理をしながら、包丁や火の扱い方など

議会水海道事務所

の調理技術や食文化を学びます。
指導員市食生活改善推進員
費用１人350円（材料代・保険代）
持物エプロン、三角巾、手拭きタオル、給食セット
（箸・スプーン・フォークなど）
、米0.5合
（１人当た

募

集

㉓2233へお申し込みください。

味噌作り体験教室

日 時2019年 １ 月26日
（土 ）
・27日
（日 ）
、２月９日
（土）
・10日
（日）
の各13時～15時

り）、筆記用具

※ご都合の良い日をお選びください。

申込・問2019年１月７日
（月）から２月１日
（金）ま

場所水海道あすなろの里作業棟１階

でに、市食生活改善推進員連絡協議会事務局
（保健

定員各回、先着15組

推進課内） ㉓3111へお申し込みください。

※１人でもご家族でも参加できます。
内容地元産の大豆と米を使用し、１組約５㎏分の味

募

集

初心者向け読み聞かせ講座

噌を作ります。体験後は、自宅に持ち帰り熟成させ、
夏を越えるとおいしいオリジナル味噌ができあがり

日時2019年２月３日
（日）
・24日
（日）
、３月３日
（日）

ます。

13時30分～15時30分

費用１組3,000円

※受付は13時～

場所市立図書館２階視聴覚室
対象者読み聞かせに興味をお持ちの方

※別 途入園料
（大人400円、小中学生200円、幼児
４歳以上100円）
が必要となります。

定員各日先着40人程度

持物マスク、エプロン、三角巾、味噌を入れるビニ

内容○２月３日…「読むを話すに近づける～クセの

ール袋、持ち帰り用容器
（大きさ10ℓ程度）

ない読み方」
（発声・発音法など） ○２月24日…
「ま

※ビニール袋、持ち帰り用容器の用意が難しい方は、

た読んでほしくなる読み聞かせを目指す」
（実際に絵

当日有料で販売します。

本などを読みます） ○３月３日…
「楽しみながら読

その他味噌作りに使用する麹菌は、他の菌を嫌いま

み聞かせボランティアになろう」
（発表・群読など）

すので、前日から発酵食品
（納豆、ヨーグルトなど）

費用無料

は食べずにご参加ください。また、機械を使用する

講師澤則子氏（フリーアナウンサー）

ため、子どもがいる場合は大人２人以上の参加をお

申込・問市立図書館

願いします。

㉓5556へ電話するか直接カ

ウンターでお申し込みください。

募

集

在宅福祉サービス
「せいむ」
協力会員

高齢者や子育て世帯の掃除や洗濯、子どもの一時
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。

申込・問水海道あすなろの里

㉗3481

※休園日を除く、８時30分～17時

ひとり親家庭を応援
募

集

初心者のためのパソコン講習会

日時2019年２月23日
（土）
、３月９日
（土）
９時30分～15時30分 （全２日間）

◆活動内容

場所クリエートパソコン教室
（水戸市北見町8-12）


場所市内

※無料駐車場あり

時間原則平日９時～17時、１回につき１～２時間

対象者ひとり親家庭の母、父および寡婦で２日間必

程度

ず出席できるパソコン初心者

内容掃除、洗濯、買い物、子どもの一時預かりなど

定員15人
（応募多数の場合は抽選）

その他活動時間に応じて報酬があります。

※託児付き
（２歳以上、事前登録が必要）

（１時間600円）

内容パソコンの基本操作やワードの文字入力や図形、

◆登録説明会

表の作成などを学ぶ入門講座

日時2019年1月24日
（木）
13時30分～15時

費用300円
（資料代）

場所市社会福祉協議会石下事務所
（石下総合福祉セ

申込・問2019年１月７日
（月）から31日
（木）までに、

ンター内）
対象者興味関心があり活動ができる方

（社福）
茨城県母子寡婦福祉連合会茨城県母子家庭等
就業・自立支援センター

029-233-2355へ直接

広報じょうそう お知らせ版 2018.12
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12月23日は、
天皇誕生日一般参賀が皇居で行われます

詳しくは、
宮内庁ホームページ http://www.kunaicho.go.jp/ をご覧ください。

電話でお申し込みください。

募

集

ご持参の上、㊌こども課
（内線1320）へ直接お申し

陸上自衛隊高等工科学校生徒
（一般）

対象者2019年４月１日現在、
15歳以上17歳未満の方
試験日○第１次試験…2019年１月19日
（土）
○第２次試験…2019年２月１日
（金）から４
日
（月）
までの指定する１日

込みください。

求

水海道あすなろの里職員

人

採用日2019年４月１日
受付期間12月20日
（木）
～2019年1月20日
（日）
試験日○第１次試験…2019年２月３日
（日）９時～

受付期間2019年１月７日
（月）
まで

場所水海道あすなろの里

その他試験会場は受付時または受験票交付時に通知

対象者高等学校卒業以上または2019年3月31日ま

します。

でに卒業見込みで、
1983年４月２日から2001年４

※自衛官候補生の受付は、年間を通じて行っています。

月１日までに生まれた、普通自動車第１種免許を有

申込・問自衛隊茨城地方協力本部筑西地域事務所

する方

0296 ㉒7239

募

定員２人程度

県立筑西産業技術専門学院学院生
（追加選考試験）
集

内容一般教養
合格発表２月中旬予定
その他第２次試験
（面接試験）
については、第１次試

募集科機械システム科、電気工事科、金属加工科

験合格者に、別途日時および会場を通知します。

◆第１回追加選考試験

※2019年１月14日
（月・祝）
10時から説明会を実

受付期間12月25日（火）
～2019年１月10日
（木）

施します。

試験日2019年１月16日
（水）

申込受験願書
（水海道あすなろの里にあります。ま

◆第２回追加選考試験

たホームページからもダウンロードできます）に返

受付期間2019年１月11日
（金）
～24日
（木）

信用封筒
（長形３号封筒に住所、氏名を記入し82円

試験日2019年１月30日
（水）

切手を貼付）を添えて、下記へ直接または郵送でお

年間授業料118,800円
（金属加工科は無料）

申し込みください。

その他募集定員に達した科は、追加選考試験は実施

※郵送の場合は、簡易書留など確実な方法で提出し

しません。出願前に確認してください。
問県立筑西産業技術専門学院訓練課

求

人

0296㉔1714

市立保育所の臨時職員

◆保育士…３人

てください。１月20日必着。
問水海道あすなろの里
（〒303-0045 大塚戸町310）
㉗3481

趣味・芸術

生け花講座

勤務場所水海道第一～第六保育所のいずれか

日時2019年１月10日・24日、２月14日・28日、３

勤務時間８時30分～17時15分
（早朝・残留保育によ

月14日・28日
（毎月第２・第４木曜日、全６回）

る時差出勤あり）

13時30分～15時30分

対象者保育士資格を有する方

場所水海道公民館研修室１

給与時給1,100円

定員なし

◆看護師…１人

内容四季折々の花を美しく生けるための知識を習得

勤務場所水海道第六保育所

し、香りや目で癒しのひと時を感じながら生け花の

勤務時間８時30分～17時15分

基礎を学びましょう。

対象者正看護師資格を有する方

講師市茶華道教授会

給与時給1,150円

費用7,000円
（全６回分）

……………………………………………………………

申込・問12月28日
（金）までに、市茶華道教授会・

採用日調整がつき次第随時

山木

090-4071-4018へお申し込みください。

手当など有給休暇
（勤続６か月以上）
、通勤手当
（片道
２㎞以上）、社会保険・雇用保険加入
申込・問履歴書（写真貼付）
、資格証の写し、印鑑を
8

※休園日を除く。
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趣味・芸術

茶道講座
（表千家立礼式）
水海道総合体育館

㉗ 1211

㉗ 1220

日時2019年１月９日・23日、２月13日・27日、３

パーソナルトレーニング

月13日・27日（毎月第２・第４水曜日、全６回）

日時毎週水曜日10時～12時

13時30分～15時30分

場所水海道総合体育館

場所水海道公民館茶室

対象者15歳以上の方
（中学生を除く）

定員なし

費用各日3,000円
（税込）

内容茶の湯に興味のある初心者の方大歓迎。椅子に

申込水海道総合体育館へお申し込みください。
エアロビクス60

座ってできる手前なので、お気軽にご参加ください。
講師市茶華道教授会

日時①2019年１月５日
（土）
～２月23日
（土）全４回

費用3,000円（全６回分）

15時30分～16時30分

申込・問12月28日
（金）までに、市茶華道教授会・
三谷

090-9101-3511へお申し込みください。

スポーツ

2019年４月以降の社会体育施設の
予約受付について

現在、社会体育施設の予約受付は、使用日の３か

②１月８日
（火）
～２月19日
（火）
全５回
18時30分～19時30分
場所①水海道総合体育館

②石下総合体育館

対象者15歳以上の方
（中学生を除く）
費用①1,500円
（税込）
②2,000円
（税込）
申込①水海道総合体育館へお申し込みください。

月前から行っていますが、
2019年４月以降の予約受

②石下総合体育館へお申し込みください。

付については、市主催などの大会やイベントの日程

60歳から始めるトレーニング

が確定していないため、次のとおり受付を行います。
受付日時2019年３月４日
（月）
８時30分～17時

日時2019年１月11日
（金）
～２月22日
（金）
全６回
10時30分～11時30分

受付場所○水海道総合体育館窓口（水海道地区の施

場所石下総合体育館

設予約を希望する方） ○石下総合体育館窓口
（石下

対象者60歳以上の方

地区の施設予約を希望する方）

費用3,000円
（税込）
※１回参加800円
（税込）

※2019年３月５日（火）以降は、電話およびインタ

申込石下総合体育館へお申し込みください。

ーネットで受け付けます。

石下テニススクール

石 スポーツ振興課
（内線8510）、水海道総合体育
問○

館

㉗1211、石下総合体育館

㊸8311

日時2019年１月19日 ( 土 ) ～３月16日 ( 土 ) 全８回
10時～11時30分
場所石下テニスコート

スポーツ

市主催のスポーツ教室

対象15歳以上の男女
（中学生を除く）
料金12,960円 ( 税込 )※１回参加2,160円 ( 税込 )

健康水泳教室
（昼の部・１月分）

申込石下総合体育館へお申し込みください

日時2019年１月18日
（金）
・25日
（金）
9時30分～11時

アクアエクササイズ教室

場所きぬ温水プール

日時2019年１月27日
（日）
10時～11時

対象者一般男女

場所きぬ温水プール

内容泳げない方や初心者を対象とした教室です。

対象者15歳以上の方
（中学生を除く）

費用入場料400円のみ

費用500円
（税込）

申込当日、きぬ温水プール窓口でお申し込みくださ

申込きぬ温水プール

トレーニング講習会

い。
石スポーツ振興課
（内線8511）
問○

スポーツ

㉗3913へお申し込みください。

指定管理者ミズノグループによる
スポーツ教室
イスを使ったらくらく体操教室

日時2019年１月22日
（火）
・29日
（火）
10時～11時

日時
（水海道）
2019年１月６日
（日）
14時～15時
 17日
（木）
19時～20時
27日
（日）
17時～18時
（石

下）
2019年１月12日
（土）
14時～15時


26日
（土）
14時～15時
31日
（木）
19時～20時

場所水海道総合体育館

対象者15歳以上の方
（中学生を除く）

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

費用各日500円（税込）

その他子ども同伴では利用できません。

申込水海道総合体育館へお申し込みください。

申込各総合体育館で受け付けます。

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

市

税：市・県民税…４期
国民健康保険税…７期
保険料：後期高齢者医療保険料…６期※
後期高齢者医療保険料…７期

●納期限は1月31日（木）です。
※後期高齢者医療保険料６期のみ１月４日（金）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、㊌収税課（内線1510）までご連絡ください。

◆印：予約が必要です。
（定員などの要件があります）※印：おやこのひろば（石下総合福祉センター）

三坂児童館

水海道子育て支援センター
水海道高野町2081

 ㉒ 2019 8：30～17：00

 ㉒ 7937 8：30～17：00

三坂町402-1

10日（木）◆親子でエアロビクス10時～

4日（金）おもちゃの広場9時～

16日（水）◆鬼の面作り10時～

5日（土）土曜開館日

17日（木）身体測定（午前・午後）

7日（月）◎休館日
8日（火）おもちゃの広場9時～

22日（火）◆鬼の面作り10時～
24日（木）◆パネルシアター10時～

10日（木）おもちゃの広場9時～

25日（金）誕生会（午前）

11日（金）おもちゃの広場9時～

29日（火）◆赤ちゃん広場

15日（火）おもちゃの広場9時～

14時～

認定こども園みつかいどう子育て支援センター
水海道橋本町3346

 ㉓ 1400 9：00～15：00

16日（水）相談日ほっとステーション10時～
17日（木）おもちゃの広場9時～

16日(水) ◆親子リトミック11時30分～

18日（金）手遊び・歌遊び10時30分～

21日(月) 発育測定（午前・午後）

19日（土）土曜開館日

22日(火) 発育測定（午前・午後）

21日（月）◎休館日

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

16日(水) 身体測定（午前・午後）

25日（金）おもちゃの広場9時～
31日（木）おもちゃの広場9時～

28日(月) ◆親子ビクス10時30分～

水海道児童センター

小貝保育園子育て支援センター
 ㉒ 9958 9：00～15：00

11日(金) ◆正月遊びと誕生会10時～

 ㉓ 1902 8：30～17：00

水海道天満町4678

4日（金）いいものみ～っけ9時～
7日（月）いいものみ～っけ9時～

17日(木) ◆ベビーマッサージ10時～

9日（水）いいものみ～っけ9時～

31日(木) ◆鬼は外！福は内！10時～

11日（金）いいものみ～っけ9時～

さくら保育園子育て支援センター
岡田339

24日（木）おもちゃの広場9時～
29日（火）おもちゃの広場9時～

24日(木) ◆鬼を作ろう！10時30分～

上蛇町2112

22日（火）おもちゃの広場9時～

 ㊷ 5912 9：00～15：00

8日(火) お正月遊び10時30分～

12日（土）土曜開館日
15日（火）◎休館日
16日（水）いいものみ～っけ9時～

11日(金) 身体測定・成長記録アルバム作成10時30～

17日（木）◆節分・恵方ロール作り10時30分～

17日(木) ※縄・紐遊び10時～

18日（金）いいものみ～っけ9時～

18日（金) 身体測定・成長記録アルバム作成10時30～

21日（月）いいものみ～っけ9時～

22日(火) 豆まき工作10時30分～

23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
本石下3762-1

24日（木）相談日ほっとステーション10時～

 ㊷ 6776 9：00～15：00

25日（金）いいものみ～っけ9時～

10日(木) ※正月遊び10時～

26日（土）土曜開館日

16日(水) 手作り風船で遊ぼう10時30分～

28日（月）◎休館日

29日(火) 制作「鬼のお面」10時30分～

30日（水）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

1 月 5 日、19 日

・児童センター

1 月 12 日、26 日

石下保育園
新石下1031

 ㊷ 2300 9：00～15：00

9日(水) オペレッタと写真撮影10時～
●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

1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
10日(木)
９日(水)
17日(木)

教室・相談
離乳食教室(後期)
のびのび子育て相談
２歳児教室

実施日
23日(水)
10日(木)
９日(水)

乳幼児健診
乳児健診
３歳児健診

実施日
25日(金)
24日(木)

受付時間
13時～13時15分
受付時間
9時45分～10時

対 象
29年12月生まれ
29年６月生まれ
27年12月生まれ
対 象
生後９～11か月
乳児・幼児
28年11・12月生まれ

石下総合福祉センター

申込・問保健推進課

▷

受付時間
対 象
9時15分～9時30分
30年９月生まれ
13時～13時15分 27年11・12月生まれ

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

1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 平成30年12月20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
■行政相談※
日時 2019年1月15日
（火）
９時～正午
※印…詳しくは、㊌市民課 ㉓2909へ
■年金事務所年金相談
日時 2019年1月10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、㊌高齢福祉課 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 ㉕1001
○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） ㊹7085
○石下中学校区 ㊷1105
○石下西中学校区 ㉚8283
■女性相談
日時 2019年1月15日
（火）
10時～15時
場所 本庁舎１階相談室１
受付 前日までに、㊌市民協働課 ㉓2145へ
■教育相談
㊷1529
電話相談
毎週火・木・金曜日 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
日時 2019年1月15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
㊷5880または 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～正午、

○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
就労相談 日時 2019年1月16日
（水）
場所 きぬふれあいセンター相談室
問 きぬふれあいセンター ㉔0355

1月の子育てイベント情報

