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市 の 主 施な 設
常陸大宮市役所（本庁） 52-1111
山方総合支所 57-2121
美和総合支所 58-2111
緒川総合支所 56-2111
御前山総合支所 55-2111
総合保健福祉センター（かがやき）54-7121
緒川保健センター 56-5110
水道課 52-0427
下水道課 53-7250
教育委員会山方事務所 57-2903
教育委員会美和事務所 58-2142
教育委員会緒川事務所 56-5111
教育委員会御前山事務所 55-2116
教育支援センター（あゆみの広場）54-2026
消防本部・東消防署 54-0119
西消防署 56-2119
大宮公民館 52-0673
山方公民館 57-2903
御前山市民センター 55-2116
文化センター・ロゼホール 53-7200
図書情報館 53-7300
緒川総合センター 56-5111
おおみやコミュニティセンター 53-5885
山方農林漁家高齢者センター 57-3963
美和工芸ふれあいセンター 58-2142
御前山保健福祉センター 55-2111
西部総合公園体育館 52-5223
歴史民俗資料館大宮館 52-1450
歴史民俗資料館山方館 57-2616
文書館 52-0571
おおみや広域聖苑 54-0202

８月の納税

納期限：８月３１日（月）

市民税・県民税【2期】
国民健康保険税【3期】
介護保険料【3期】
後期高齢者医療保険料【2期】

〒319-2292  常陸大宮市中富町 3135-6
ホームページ  http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/
メールアドレス  email@city.hitachiomiya.lg.jp

P2 ○臨時福祉給付金について
P2 ○日曜結婚相談会
P2 ○子育て広場　お盆期間の休業日と利用のご案内
P2 ○公共下水道供用開始のお知らせ
P3 ○マタニティ教室を開催します
P3 ○平成28年常陸大宮市成人式
P3 ○小瀬富士・小舟富士のハイキングコースが整備されました
P4-5 ○＜大宮地域＞住民健診のお知らせ
P5 ○市内保育園等給食食材の放射性物質測定結果について
P6 ○大宮地方環境整備組合職員採用試験
P6 ○個人事業税の納付期間は8月21日から8月31日までです
P6 ○デング熱に注意しましょう
P7 ○茨城県警察官採用試験
P14 ○休日の当番医（8/2～8/30）

P7 ○普通救命講習会Ⅰ参加者募集
P7 ○子育て広場「手のひら壁掛け～立体の手型を作ろう！～」

　講座参加者募集
P8 ○ビーチボールバレー体験教室参加者募集
P8 ○あゆの里まつりスナップ写真募集
P9 ○下水道促進週間コンクール作品（標語）募集
P9 ○スナッグゴルフマスター教室参加者募集
P10 ○「ひたまる先生とカヌーで久慈川を知ろう」参加者募集
P10 ○夏休み工作教室「カラフルおもしろ水族館」参加者募集
P10 ○県立水戸産業技術専門学院講座受講生募集
P11 ○おじいさん、おばあさんの似顔絵募集

P11 ○第7回お化け南瓜コンテスト
P11 ○ふれあいギャラリーの催し物
P11 ○第11回市消防ポンプ操法競技大会
P11 ○やまがたすこやかランド三太の湯「三太の竹灯篭」
P12 ○第32回あゆの里まつり
P13 ○ウダ―ベ音楽祭2015

P14 ○身体障害者のための結婚相談・各種相談
P14 ○生活困窮者自立相談支援窓口の開設

相 談
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　消費税の引き上げに伴う影響を緩和するため、
所得の低い方々への臨時的な措置として「臨時福
祉給付金」を支給します。
○対 象 者  
　　基準日(平成27年1月1日）において、住民基
　本台帳に記載があり、平成27年度分の市民税
　が非課税の方
※課税されている方の扶養になっている場合や、
　生活保護受給者の場合は除きます。
○支 給 額　1人につき6,000円
○申請方法
　　8月上旬に、支給の可能性がある方へ申請書
　を郵送します。申請書が届いたら、必要事項を
　記入のうえ、本人確認書類・振込先の確認でき
　る書類を添付し、同封の返信用封筒で送付して
　ください。
○申請期間　8月3日（月）～12月3日（木）

　【臨時福祉給付金窓口】   ☎55-9300　
　【制度に関するお問い合わせ】　
　　　厚生労働省の相談窓口☎0570-037-192

　市では、7月から毎月第3日曜日に結婚相談会
を開催しています。
　結婚したくてもなかなか出会いの機会がないと
いう方のために、相談員が親身になって対応しま
すので、ご利用ください。
○日　　時　8月16日（日）8:30～17:15
○場　　所　おおみやコミュニティセンター
　　　　　　2階研修室3
※できる限り事前にご予約のうえ、お越しください。
※次回の開催日は、9月20日（日）です。

日曜結婚相談会

　　　  福祉課社会福祉G　☎52-1111　内線132
　　　  市民福祉課福祉健康G　☎57-2121（代表）
　　　  市民福祉課福祉健康G　☎58-2111（代表）
　　　  市民福祉課福祉健康G　☎56-2111（代表）
　　　  市民福祉課福祉健康G　☎55-2111（代表）

問 本庁
山支
美支
緒支
御支

お知らせ

臨時福祉給付金について

子育て広場　お盆期間の休業日と利用の　　ご案内

○休 業 日　8月13日（木）
　　なお、休業日以外は次のとおり開設していま
　す。保育士がいますので、子育てに関する相談、
　お子さんの友達づくり、親同士の情報交換の場
　としてご活用ください。また、月に数回、親子
　でできる作品づくりやベビーマッサージ、親子
　体操などの講座も開催していますので、併せて
　ご利用ください。
○開 設 日　毎週　火・水・木曜日
　　　　　 （祝日及び休業日を除く）
○開設時間　10:00～16:00
　　　　　 （10月～3月は15:00まで）
○対 象 者　保育所（園）に通っていない3歳未
　　　　　　満児とその親
○場　　所　総合保健福祉センター（かがやき）2階
　　　　　　※総合保健福祉センター（かがやき）
　　　　　　　の駐車場が満車の場合は、おおみ
　　　　　　　やコミュニティセンター裏の駐車
　　　　　　　場をご利用ください。
○利 用 料　無料

　７月１日から下記の地域で公共下水道が使用で
きるようになりました。接続の際は市の排水設備
指定工事店へ依頼し、市から工事の承認を受けて
施工してください。
○供用開始区域　泉の一部

　 子育て広場　☎53-1401　　
　 〔総合保健福祉センター（かがやき）内〕
　 受付時間/火・水・木曜日　10:00 ～ 16:00
　 ※開設時間外は本庁福祉課子育て支援室へ転
　　送されます。

問

　 下水道課庶務G　☎53-7250問

予約・　 　　福祉課子育て支援室
　　　　 ☎55-8069（直通）
　　　　　　  marriage@city.hitachiomiya.lg.jp

問 本庁

公共下水道供用開始のお知らせ
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マタニティ教室を開催します 平成28年常陸大宮市成人式

○場　　所　総合保健福祉センター（かがやき）
○対 象 者　12月・平成28年1月出産予定の方
○持 ち 物　親子（母子）健康手帳
　　　　　　妊娠届出時にお渡しした資料
○申込方法　8月7日（金）までに電話でお申し
　　　　　　込みください。

　平成27年度に成人を迎える方々の新しい人生
の門出をお祝いするため、成人式を実施します。
　新成人者の皆さんの多数のご出席を心よりお待
ちしています。
○期　　日　平成28年1月10日（日）
　　　　　　受付/13:15～13:45
○場　　所　市文化センター
○式　　典　14:00～14:50
※市内の中学校を卒業された方、または市内に
　お住まいの方に案内状を送付します。
 （11月下旬～12月上旬頃発送予定）
※企画・運営は、新成人者による成人式実行委員
　会が行いますので、興味のある方は、下記まで
　ご連絡ください。なお、希望者には委員の募集
　開始時期に生涯学習課からご連絡します。

日　　時 内　　容

8/10(月) 9:30 ～ 11:30(受付9:15～9:30)
・母親の生活リズムの
　大切さ
・胎児を育てる生活リズム

　　・　　　　　健康推進課健康推進Ｇ
　　　　 ☎54-7121

問 かがやき申込

　　　  生涯学習課生涯学習G
　 ☎52-1111　内線343・344
問 教委

　おがわハイキングコースは、小瀬富士と小舟富士の2つの富士を巡るコースで、気軽にハイキングを
楽しめるように整備されました。

【コース紹介】
　物産センター「かざぐるま」の駐車場をスター
トし、コースに沿って進んでいくと、右手に小
舟富士（標高 273 ｍ）、左手に小瀬富士（標高
246 ｍ）を望むことができます。
　また、おがわふれあいの森へも続いているた
め、ハイキングをしながら、森の散策も楽しめ
ます。
　冬場には、運が良ければ富士山を見ることが
できます。

　自然豊かなコースを肌で感じ、心身ともにリ
フレッシュしてみてはいかがでしょうか。

小瀬富士・小舟富士のハイキングコースが整備されました　　

　　　  経済建設課経済建設G　☎56-2111（代表）問 緒支
【コース距離1.8ｋｍ　所要時間90分】
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＜大宮地域の皆さんへ＞
住民健診のお知らせ

◎受付票等の配布について
　国民健康保険に加入している40～ 74歳の方及び市のがん検診等を昨年受診した方には、健康
づくり推進員をとおして、住民健診受付票等が配付されます。
　受付票の届かない方で健診を希望する場合は、下記までお問い合わせください。

※今回掲載されていない地区の健診日程は、健康カレンダーに掲載しています。
　詳細については、順次お知らせ版に掲載していきます。不明な点はお問い合わせください。

＜大宮地域＞
○健診項目　特定健診、生活習慣病予防健診、高齢者健診、肝炎ウイルス検診、前立腺がん検診、
　　　　　　肺がん・結核検診、胃がん検診、大腸がん検診

75歳以上または後期高齢者医療に加入にしている方
　昨年度高齢者健診を受診された方には、高齢者健診受診券を発行しています。昨年度受診されていない方
でも集団健診（住民健診）を受診できますので、当日もしくは事前にお申し込みください。受診の際には、
必ず「後期高齢者医療被保険者証」をご持参ください。
　なお、生活習慣病で治療中の方は、医療機関でご相談ください。

40～74歳で国民健康保険以外の医療保険に加入している方
　市の住民健診において特定健診を希望する方は、加入している医療保険者に確認のうえ、受診券と健康保
険証を必ず持参し、下記の日程で受診してください。
（受診券・健康保険証がない場合は、健診を受けることができませんので、ご注意ください）

40～74歳で国民健康保険に加入している方
　健診を受診する際は、「特定健診受診券（うぐいす色）」「住民健診受付票」「健康保険証」を必ずご持参く
ださい。

39歳以下の方
　昨年度、生活習慣病予防健診を受診された方には、「住民健診受付票」を発行しています。受診の際には
必ずご持参ください。昨年度、受診されなかった方でも集団健診（住民健診）を受診できますので、当日も
しくは事前にお申し込みください。

月日 受付時間 対　象　地　区 場　　所

9/2
(水)

7:00 ～ 8:00 富岡

東部地区
コミュニティ
センター

8:00 ～ 8:45 塩原
8:45 ～ 9:15 辰ノ口
9:15 ～10:15 小倉
 10:15～10:30 上記地区以外の方

9/5
(土)

7:00 ～ 7:45 下岩瀬

上野小学校
体育館

7:45 ～ 8:30
上岩瀬

第一・二・三・四・五
8:30 ～ 9:00 富士見台第一・ニ・三班、班未加入
9:00 ～ 9:30 宇留野圷
9:15 ～10:15 根本
 10:15～10:30 上記地区以外の方
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　　・　　　　　 健康推進課健康推進G　☎54-7121問申込 かがやき

〈記号の見方〉
　：問い合わせ　　　：申し込み先　　　：常陸大宮市役所　　　：山方総合支所　　　：美和総合支所　　　：緒川総合支所
　　：御前山総合支所　　　：市教育委員会　　　：山方事務所　　　：美和事務所　　　：緒川事務所　　　：御前山事務所
　　　　：総合保健福祉センター（かがやき）　　  ：社会福祉協議会　Ｇ：グループ

問 申込 本庁
教山
社協

教委御支
かがやき

山支
教美

美支
教緒

緒支
教御

月日 受付時間 対　象　地　区 場　　所

9/14
(月)

7:00 ～ 7:45 宇留野台

総合保健福祉
センター(かがやき)

7:45 ～ 8:30

泉

新道5～ 11

8:30 ～ 9:30 新道12～ 15、権現団地、警察官舎、片
根住宅、泉ニュータウン、班未加入

9:15 ～ 10:15 本郷1～ 3、新道1～ 4
 10:15～10:30 上記地区以外の方

9/27
(日)

7:00 ～ 7:45

東野

東原、下町東、宿、下町西、水引

玉川分館
7:45 ～ 8:15 第一、蒲沢、泉団地2、原内、梶住宅、原西、

梅田、班未加入

8:15 ～ 9:00 中坪、上合、新谷、上町東、上町西、
9:00 ～ 9:30 森、原東、前善久、駅前、南善久、善久
9:30 ～ 9:45 上記地区以外の方

　6月に実施した公立保育所及び民間保育園の給食食材の測定結果をお知らせします。
 【検査条件】①使用機器：日立アロカメディカル株式会社製　ＣＡＮ-ＯＳＰ-ＮＡＩ(簡易検査機器)
　　　　　　　検 査 法：ＮａI(Ｔｌ)シンチレーションスペクトロメータ　　検査時間：30分間　　
　　　　　　②使用機器 : ＡＴＯＭＴＥＸ社製　ＡＴ1320(簡易検査機器)　 
　　　　　　　検 査 法：ＮａI(Ｔｌ)シンチレーションスペクトロメータ　　検査時間：20分間
　　　　　　　※山方保育所・野上保育園で使用　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　２段書きになっている場合は、上段が２・３週、下段が４・５週に検査しています。
　　　　　

※「検出せず」とは、放射性セシウムが存在しないか、検出限界値未満のことです。
　  検出限界値は、測定する食材及び条件により差が出ます。
　  測定の結果、放射性セシウム134･137の測定値が100Bq/Kg(国が定めた基準値)を超えた場合は、
　  その食材の使用を中止します。

市内保育園等給食食材の放射性物質測定結果について

　　　  福祉課子育て支援室　☎52-1111 　内線140問 本庁

保育所
(園)名 検体名

測定結果(Bq/kg) 保育所
(園)名 検体名

測定結果(Bq/kg)
セシウム
134

セシウム
137

セシウム
134

セシウム
137

大　　賀 たまねぎ 検出せず 検出せず ひまわり ニ ラ 検出せず 検出せず
ほうれん草 検出せず 検出せず きゅうり 検出せず 検出せず

山　　方 大 根 検出せず 検出せず あ ゆ み 大 根 検出せず 検出せず
たまねぎ 検出せず 検出せず じゃがいも 検出せず 検出せず

美　　和 小 松 菜 検出せず 検出せず 大宮みのり 精 米 検出せず 検出せず
白 菜 検出せず 検出せず きゅうり 検出せず 検出せず

大宮聖愛 大 根 検出せず 検出せず 野 上 にんじん 検出せず 検出せず
大宮聖慈 きゅうり 検出せず 検出せず 山 芋 検出せず 検出せず
さ く ら きゅうり 検出せず 検出せず 御 前 山 大 根 検出せず 検出せず
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　デング熱は、デングウイルスによる感染症です。
ウイルスを保有する蚊に刺されることで、ヒトに
感染するため、蚊に刺されないことが最も重要な
予防法です。
　蚊に刺されないよう、木陰や藪など、蚊の発生
しやすい場所に立ち入る際には、長袖の服を着用
し肌の露出を少なくしたり、虫除け剤を使用した
りして、注意しましょう。
　また、蚊を増やさないために、幼虫の発生源と
なる水が溜まる場所（植木鉢の水受け皿、外置き
のバケツやジョウロ、空き缶や空き瓶の中など）
を作らないように心がけましょう。
※蚊に刺されて突然の発熱（38℃以上）、関節痛、
　発疹等の症状がみられたときは、医療機関を受
　診してください。

デング熱に注意しましょう

　大宮地方環境整備組合職員採用試験を下記のとおり実施します。
○受付期間　8月17日（月）～ 9月11日（金）/受付時間9:00 ～ 17:00　
　　　　　　※土・日曜日は除く
○申 込 先　大宮地方環境整備組合総務課（〒319-2133　常陸大宮市小野2090-１）
○試験区分及び採用予定人員

　※採用予定人数については、変更する場合があります。
○受験資格
　　日本国籍を有する方で次の(1)の資格を有し、(2)の欠格事項に該当しない方

○試験の方法、試験日時及び試験場

○最終合格発表　11月下旬（予定）
申込書及び試験案内の請求については、下記までお問い合わせください。

大宮地方環境整備組合職員採用試験

試験区分 採用予定人数 職務内容

事務吏員 1名 し尿処理施設及びごみ処理施設の管理または事務局に配属
され、業務に従事します。

(1)受験資格 学校教育法による大学、短期大学（専門学校を含む）、高校を卒業または卒業見込みで、
昭和55年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた方

(2)欠格事項 地方公務員法第16条に規定する欠格事項

区　分 方　 法 日　　　時 試　験　場

第１次
試　験

教養試験
適性検査
作文試験

10月18日（日）
受付開始/9:30　試験開始/10:00

那珂市総合センター
「らぽーる」
（那珂市古徳371番地）

第２次
試　験 面接試験 11月中旬頃 （日時･会場は第1次試験合格者に通

知します）
資格調査（受験資格の有無等を調査します。）

　　・　 大宮地方環境整備組合事務局総務課　☎52-3535問申込

　平成27年度個人事業税の第1期分の納税通知書
は、8月中旬に発送されます。
　納付期間は8月21日（金）から8月31日（月）
までですので、期間内に納付をお願いします。
　なお、既に預金口座から振込手続きをされてい
る方は、8月31日（月）に口座引き落としになり
ますので、残高の確認をお願いします。
　新たに口座振替制度の申込を希望する等、詳し
くは下記までお問い合わせください。

個人事業税の納付期間は
8月21日から8月31日までです

　 常陸太田県税事務所課税第一課個人事業税担当
　 ☎0294-80-3311
問

　 茨城県保健予防課健康危機管理対策室
　 ☎029-301-3219
問
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　 大宮警察署警務課　☎52-0110
　 茨城県警察本部警務部警務課採用係　
　 ☎0120-314058

問

○受験資格
【男性･女性警察官Ａ(大卒程度)】
　　昭和61年4月2日以降に生まれた方で、学校
　教育法による大学(短期大学を除く)を卒業した
　方もしくは平成28年3月31日までに卒業見込
　みの方または人事委員会がこれと同等と認める
　方。
【男性・女性警察官Ｂ(Ａ区分以外)】
　　昭和61年4月2日から平成10年4月1日まで
　に生まれた方で、警察官Ａの受験資格（学歴部
　分）に該当しない方。
○受付期限
【郵送・持参】8月25日(火)消印有効
【インターネット(電子申請)】8月24日(月)17:00受信有効
○申込方法 
【郵送・持参】
　　申込用紙に必要事項を記入し、受験票の「郵
　便はがき」に宛先明記のうえ、52円切手を必
　ずはって県警察本部（郵送・持参）または県内
　の警察署（持参）に提出してください。
　　なお、受験申込書は、県警察本部、県内の警
　察署で配布しています。
　郵送先：〒310-8550　水戸市笠原町978-6　
　　　　　茨城県警察本部警務課採用係
【インターネット（電子申請）】
　　茨城県警察採用ホームページを確認のうえ、
　いばらき電子申請・届出サービスホームページ
　にアクセスして、受験申し込みをしてください。
＜いばらき電子申請・届出サービス＞
　　　 https://s-kantan.com/pref-ibaraki-u/
○試験日程  
　第1次試験　9月20日（日）
　第2次試験
　[身体試験]
　10月17日（土）・18日（日）いずれか1日
　[口述試験]
　11月19日（木）～ 26日（木）いずれか1日
　※土・日曜日、祝日を除く。
　　日時及び試験会場は、1次試験合格者にのみ
　　通知します。

　　試験日程、受験資格等の詳細は、採用フリー 
　ダイヤル（☎0120-314058）へお問い合わせ
　いただくか、茨城県警察本部のホームページを
　ご覧ください。
　　　 http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/
　　　 saiyo/ibarakipc_site/index.html

茨城県警察官採用試験　

H P

H P

　画家で明星大学教授の野沢二郎さんを講師に迎
え、粘土で手型をとり、そこへ石膏を流して壁に
掛けられる立体の手型を作ります。お子さんの成
長の記念にもなりますので、ぜひご参加ください。
○日　　時　8月26日（水）　　
　　　　　　10:30 ～正午（集合/10:10）    
　　　　　　※作品を乾燥させ、持ち帰るまでに
　　　　　　　１時間程かかりますので、ご了承
　　　　　　　ください。
○場　　所　総合保健福祉センター（かがやき）2階
　　　　　　※総合保健福祉センター（かがやき）
　　　　　　　の駐車場が満車の場合は、おおみ
　　　　　　　やコミュニティセンター裏の駐車
　　　　　　　場をご利用ください。
○対 象 者　保育所（園）に通っていない3歳未
　　　　　　満児とその親　　　
○募集人数　先着10組　
　　　　　　※初めて参加する方を優先します。
　　　　　　※予約が必要です。予約をしていな
　　　　　　　い方の当日の参加はできません。
　　　　　　　また、この日の講座中は広場を閉
　　　　　　　鎖します。
○持 ち 物　手ふきタオル
　　　　　　（粘土を使用するので汚れても構わ
　　　　　　ない服装でお越しください）                                
○申込方法　8月4日（火）10:00から電話でお申
　　　　　　し込みください。

子育て広場　「手のひら壁掛け～立体の
手型を作ろう！～」講座参加者募集

　この講習会は、心肺蘇生法(自動体外式除細動器
＜ＡＥＤ＞の使用法を含む)や異物除去、止血法に
関する知識と技術を習得します。
○日　　時　8月22日（土）9:00～正午
○場　　所　消防本部3階多目的室
○対 象 者　15歳以上の方　　　　　
○募集人数　15名
○受付期間　8月3日（月）～17日（月）
○受 講 料　無料
　　　　　　※講習修了証を発行します。

普通救命講習会Ⅰ参加者募集

　　・　 消防本部東消防署救急G
　　　　 ☎54-0119　　53-2043

問申込
FAX

募 集

予約・　 子育て広場　☎53-1401
　　　　 〔総合保健福祉センター（かがやき）内〕 
　　　　 受付時間/火・水・木曜日10:00～16:00
　　　　  ※開設時間外は、本庁福祉課子育て支
　　　　　 援室へ転送されます。

問
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ビーチボールバレー体験教室参加申込書

あゆの里まつりスナップ写真応募用紙

き　り　と　り

き　り　と　り

※本申込書の個人情報については、目的以外には一切使
　用しません。

※本応募用紙の個人情報については、目的以外には一切
　使用しません。

ふりがな 住　　所
年齢 性別

氏　　名 電話番号

　ビーチボールバレーとは、1チーム4人制でネッ
ト越しにビーチボールを打ち合い、得点を競う球
技です。ビーチで遊ぶビニール風船のように柔ら
かなボールを使用するため、突き指等ケガの心配
も少なく、子どもからお年寄りまで誰でも気軽に
楽しむことができます。
　この体験教室では、ルールの説明から基礎動作
の練習を行い、集まった参加者同士でチームを編
成し、練習試合等を行う予定です。
○日　　時　8月22日（土）13:00 ～ 15:30
○場　　所　西部総合公園体育館
○主　　催　教育委員会生涯学習課
　　　　　　市スポーツ推進委員会
○参加資格　市内在住・在勤の小学生以上の方
○参 加 費　200円(保険料含む)※当日徴収
○持 ち 物　体育館シューズ（上履き）、タオル、
　　　　　　飲み物等
○申込方法　申込書に必要事項を記入のうえ、直
　　　　　　接またはFAXでお申し込みください。
○申込期限　8月21日（金）15:00　
　　　　　　※窓口受付は土・日曜日を除く。

ビーチボールバレー体験教室参加者募集

　8月 22 日（土）に開催される「あゆの里まつり」
の写真を募集します。奮ってご応募ください。
◯テ ー マ　あゆの里まつりスナップ写真
　　　　　　(デジタル可)
○サ イ ズ　四つ切りカラープリント
　　　　　　(ワイド四つ切・インクジェット可)
◯表　　彰　最優秀賞 1 点（賞金3万円）
　　　　　　優 秀 賞 2 点（賞金1万5千円）
　　　　　　入  選 3 点（賞金7千円）
　　　　　　佳    作 数点（賞金3千円）
　　　　　　市観光協会長賞 1点（賞品）
○申込方法　応募用紙（コピー可）に必要事項を
　　　　　　記入のうえ、直接または郵送でお申
　　　　　　し込みください。
◯申込期間　8月24日（月）～ 9月30日（水）　
　　　　　　当日消印有効
　※入賞作品の版権は、主催者に属します。
　※入選作品は、常陸大宮市文化祭（山方地域）
　　で展示します。

あゆの里まつりスナップ写真募集

　　・　 公益財団法人常陸大宮市振興財団
　　　　 （山方総合支所2階）☎ 57-3325
　　　　 (〒319-3111　山方660)

問申込

　　・　　　  生涯学習課スポーツ推進Ｇ　
　　　　 ☎52-1111　内線342　　53-6502

問申込 教委
FAX

題　　名

ふりがな

氏　　名

住　　所

電話番号
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き　り　と　り

※本申込書の個人情報については、目的以外には一切使用しません。
※連絡先は、緊急時にも使用しますので、必ず連絡が取れる番号を記入してください。

　9 月 10 日の「下水道の日」及び茨城県下水道促進週間にちなみ、下水道をテーマとした作品を募集
します。
　応募作品は、9月上旬から中旬にかけてふれあいギャラリーで展示し、優秀な作品を茨城県下水道促
進コンクールへ出品します。
○募集作品　下水道についての標語（下水道への接続を促すもの）　　　　　　　　　　　　　
○応募方法　官製はがきまたは、はがき大の用紙に住所、氏名（ふりがな）、年齢、職業、電話番号、
　　　　　　作品を記入し、ご応募ください。
　　　　　　※1枚に１作品、1人1作品のみ。未発表のものに限ります。
○応募締切　8月28日（金）必着

　スナッグゴルフは、子どもから大人まで、誰でも楽しめるニュースポーツです。
　ゴルフを始めてみたいと思っている方、まずはスナッグゴルフを試してみませんか。ぜひ、この機会
に奮ってご参加ください。
○日時・場所　＜全4回＞

○対 象 者　市内在住・在勤の小学生以上の方（大人の方も大歓迎）
○講　　師　市スポーツ推進委員
○参 加 費　500円（保険代含む）※当日徴収
○持 ち 物　運動のできる服装、帽子、飲み物、タオル等
○用　　具　教育委員会で準備します。
○申込方法　申込書に必要事項を記入のうえ、直接またはFAXでお申し込みください。
○申込期限　8月24日（月）17:00

下水道促進週間コンクール作品（標語）募集

スナッグゴルフマスター教室参加者募集 

スナッグゴルフマスター教室参加申込書

　・宛先　下水道課庶務G（〒319-2145　宇留野3030）
　　　　　☎53-7250  　 52-0256
問

FAX

　　・　　　  生涯学習課スポーツ推進G　☎52-1111　内線342・343　　53-6502問申込 教委 FAX

期　　日 時　　間 場　所
9月12日(土) 9:30 ～ 11:30 西部総合公園多目的グラウンド
9月19日(土) 9:30 ～ 11:30 西部総合公園多目的グラウンド
10月3日(土) 9:30 ～ 11:30 西部総合公園多目的グラウンド
10月10日(土) 　15:00 ～ 17:30（予定） 静ヒルズカントリークラブ

ふりがな
学校 年齢

（学年）
性
別 住　　所 電話番号 保護者氏名

ゴルフまたは
スナッグゴル
フの経験氏　　名

歳
年

〒 有・無

歳
年

〒 有・無

歳
年

〒 有・無

歳
年

〒 有・無
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　針金とカラフルな布を使って、おもしろい形の
魚やクラゲ、ヒトデなど海の生き物を作ってみま
せんか。
○日　　時　8月21日（金）9:30～正午
○場　　所　図書情報館2階視聴覚室
○講　　師　野沢　二郎　先生
○対 象 者　市内小学生
○募集人員　30名（先着順）
○申込方法　8月5日（水）から図書情報館に直
　　　　　　接お申し込みください。（申し込み
　　　　　　できるのは、家族の分のみです）

　茨城県北ジオパーク ジオネット常陸大宮で
は、ジオパークに指定されている市の魅力を、市
民の皆さんに再発見してもらうための取り組みを
行っています。
　今回は、夏休みの時期を利用し、ひたまる先生
と一緒に、カヌー体験やプラネタリウム鑑賞をと
おして、自然と親しむイベントを計画しました。
　皆さんの参加をお待ちしています。
○日　　時　8月30日（日）9:30～14:20
○場　　所　
　カヌー：久慈川 清流公園（旧山方町内）
　プラネタリウム：パークアルカディア内
○日　　程　
　久慈川の観察 → カヌー体験 → 河原で昼食
　→ パークアルカディア（プラネタリウム館）
　→ 解散
○対 象 者　市内在住の親子（小学3年生以上）
　※ただし、インストラクターの指導のもと、
　　親子別々に１人でカヌーに乗れる方
○募集人数　10組（先着順）
○参 加 費　1人 3,000円 
　　　　　　※大人も子どもも同額、当日徴収。
　　　　　 （カヌー体験費用、昼食、保険料、
　　　　　　プラネタリウム館入場料等）
○そ の 他
　・天候や川の水量などで内容を変更する場合が
　　あります（変更の際は事前連絡のうえ、参加
　　費を減額します）。
　・詳細は、参加申込者に後日お知らせします。
○申込方法　
　　電話またはFAXで、参加希望者全員の氏名、
　年齢、連絡先（住所及び電話）をお知らせの
　うえ、お申し込みください。
○申込期限　8月 10日（月）

夏休み工作教室「カラフルおもしろ水族館」
参加者募集

「ひたまる先生とカヌーで久慈川を知ろう」
参加者募集　

申込 問　　・　 パークアルカディア森林科学館
　　　　 担当:岩倉　☎・　 57-2101

　　・　 図書情報館　☎53-7300申込 問

FAX

【ガス溶接技能講習B】
○日　　時　9月28・29日9:00～17:00
○内　　容　ガス溶接の知識と実技
○募集人数　20名(応募多数の場合は抽選)
○受 講 料　2,750円(テキスト代含む)
【建築CAD（JW-CAD）（応用）】
○日　　時　10月5・6・8・9・13・15日
　　　　　　18:00～21:00
○内　　容　JW-CAD操作及び作図実践
○対 象 者　JW-CADの基本操作ができる方
○募集人数　10名(応募多数の場合は抽選)
○受 講 料　2,980円(テキスト代含む)
【ビジネスソフト間でのデータ活用（Word ＆ Excel）】
○日　　時　10月19・20・22・23日
　　　　　　18:00～21:00
○内　　容　ワードとエクセルを実務で活用する
　　　　　　ための技法
○対 象 者　Windouwsの基本操作ができる方
○募集人数　15名(応募多数の場合は抽選)
○受 講 料　2,980円(テキスト代含む)

◎場　　所　県立水戸産業技術専門学院
◎申込期間　8月10日（月）～21日（金）
◎申込方法　往復はがきまたはインターネットで
　　　　　　お申し込みください。
往復はがき：講座名、住所、氏名、年齢、職業(会社 
　　　　　　名)、電話番号を記入のうえ、お申し
　　　　　　込みください。
インターネット：申込期間内に必要事項を入力し、お
　　　　　　申し込みください。

県立水戸産業技術専門学院講座受講生募集 

申込 問　　・　 県立水戸産業技術専門学院 
　　　　 (〒311-1131 水戸市下大野町6342)
　　　　 ☎029-269-2160
　　　　　　  http://www.ibaraki-it.ac.jp/gakuin/H P
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　9月21日の「敬老の日」に向け、おじいさん、
おばあさんの似顔絵を募集します。描いていただ
いた似顔絵は図書情報館に展示し、期間終了後に
お返しします。
○対 象 者　小学生以下のお子さん
○申込方法　用紙をカウンターで配布します。
　　　　　　1人1枚、先着50名です。
○募集期間　8月18日（火）～ 8月30日（日）
○展示期間　9月1日（火）～ 9月13日（日）

○日　　時　9月20日（日）※荒天の場合22日（火）
　　　　　　10:30 ～ 15:00　
○場　　所　物産センター「かざぐるま」
○出品予定数　500個
○審査部門　重量部門・イケメン部門・ユーモア部門
○表　　彰　市長賞・市議会議長賞
　　　　　　市農業委員会会長賞　ほか
○日　　程　 7:00 南瓜搬入
　　　　　  10:30 審査開始
　　　　　  13:00 表彰式
　　　　　  15:00 閉会
○主　　催　物産センター「かざぐるま」出荷会

おじいさん、おばあさんの似顔絵募集

第７回　お化け南瓜コンテスト

　第 11 回常陸大宮市消防ポンプ操法競技大会を
開催しますので、皆さんの応援をよろしくお願い
します。
○日　　時　8月30日（日）8:30 ～正午
○場　　所　おおみや消防広場（辰ノ口地内）
○出 場 隊　（分団）

※各種目優勝チームは、第 66回茨城県消防ポンプ
　操法競技大会県北地区大会に出場予定です。

第11回常陸大宮市消防ポンプ操法競技大会

イベント

　　・　 図書情報館　☎53-7300申込 問

　　　  経済建設課経済建設G ☎56-2111（代表）問 緒支
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きり絵愛好会作品展
　会員による作品展を開催します。
　ぜひ、ご覧ください。
　　8月8日(土)～18日(火)10:00～17:00
○体 験 会　期間中いつでも体験できます。
　　　　　　大宮公民館へお申し込みください。
　　　　　　(材料費500円)
○主      催　きりえ愛好会代表 萩谷くめ
＊初日は13:00から、最終日は15:00まで
＊入場無料
◎ふれあいギャラリーで作品展を開催しませんか。
　詳しくは、大宮公民館までお問い合わせください。

ふれあいギャラリーの催し物
（北町 15・高速バス停隣り）

　 大宮公民館　☎52-0673問

　 消防本部総務課地域消防G　☎53-1152問

競技種目 出場チーム 備考

ポンプ車
操法の部

第  1分団(大宮地域)
各
1チーム

第  7分団(山方地域)
第10分団(美和地域)
第14分団(緒川地域)

小型ポンプ
操法の部

第  5分団(大宮地域)
各
1チーム

第  6分団(山方地域)
第  8分団(山方地域)
第13分団(緒川地域)
第18分団(御前山地域)

　やまがたすこやかランド三太の湯で、「三太の
竹灯篭祭」を開催します。
　お盆の時期に合わせ祖先の精霊をまつりながら
数百本の竹灯篭を燈し、市の健康増進施設として、
皆さんに神秘的な灯りの中で癒しの空間を提供し
ます。
　また、盲導犬協会や東日本大震災の義援金の募
金箱も設置しますので、ご協力をお願いします。
　なお、19:00からの点灯式で灯を燈すお手伝い
をしてくれた方に素敵なプレゼントがあります。
期間中、毎日行いますので奮ってご参加ください。
　ご家族が集うお盆の時期、皆さんお誘い合わせ
のうえご来場ください。
○期　　間　8月13日（木）～ 16日（日）　　
　　　　　　19:00 ～ 21:00
○場　　所　やまがたすこやかランド三太の湯
　　　　　　（諸沢5071）
○主　　催　市温泉事業株式会社
○後　　援　常陸大宮市・市商工観光課

やまがたすこやかランド三太の湯
「三太の竹灯篭」

　 やまがたすこやかランド　三太の湯
　 ☎57-4126
問
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第３２回あゆの里まつり第３２回あゆの里まつり

【日　　時】
  8月22日（土）10:00 ～ 21:00
  予備日8月23日（日）
【場　　所】
  山方清流公園(久慈川河川敷)
【内　　容】
  あゆのつかみどり・バーベキュー大会
  花火大会・特産品販売・あゆの塩焼き
  ふれあいイベント　など
  　◆バーベキュー大会　前売券発売中

　　　  経済建設課経済建設G　
　 ☎57-2121（代表）
 　常陸大宮市商工会山方支所
 　☎57-2517（火・木曜日のみ）

問 山支

＜交通規制の協力のお願い＞
○時　　間　10:00 ～ 21:00の間
○規制内容　一方通行
　　　　　　※19:30～20:30花火大会の
　　　　　　　ため一部全面通行止
○規制区間　市道426号線
　　　　　　始点：ローソン常陸大宮山方店
　　　　　　終点：清流公園

　毎年恒例の「あゆの里まつり」を清流公園で開催します。あゆのつかみどり、バーベキュー大会、
ふれあいイベント、花火大会等を予定していますので、皆さんお誘い合わせのうえご来場ください。
　また開催に伴い、山方清流公園付近の道路を下記のように交通規制します。皆さんには大変ご迷
惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

左記のQRコードから

チラシをご覧いただけます。
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電話で確認してからお出かけください。

○市内の医療機関の診療時間は、9：00～13：00までです。
　（当番医のやむを得ない都合により診療時間の変更や休診となることがあります）
○近隣市町村の医療機関については、直接お問い合わせください。また、常陸大宮市ホームページからも検索できます。

◆休日の当番医◆　8/2 ～ 8/30 ＊病院名・電話番号
市　　内（市外局番0295） 那須烏山市（市外局番0287） 茂木町（市外局番0285）

8/2 小泉医院 ☎52-0116 滝童内医院 ☎82-2175 桜井循環器科内科☎63-5131
9 志村大宮病院 ☎53-1111 七合診療所 ☎82-2781 吉永医院 ☎63-2303
16 岡崎外科医院 ☎52-0574 林田医院 ☎88-2056 今井医院 ☎63-0320
23 丹治医院 ☎53-2115 水沼医院 ☎84-0001 茂木中央病院 ☎63-1151
30 エヌ・ティークリニック☎55-8865 山野クリニック ☎84-3850 さとう耳鼻咽喉科クリニック ☎64-3341

◆救急医療二次病院◆ 常陸大宮済生会病院 ☎52-5151

◆休日・夜間の急患◆
○24時間体制で、重症患者を受け入れています。

再生紙と植物油インクを
使用しています。

　市では、生活困窮者を対象とした相談窓口を開
設しました。
　この相談窓口では、専門の支援員が相談を受け、
各種関係機関と連携しながら、経済的・社会的な
自立に向けた支援を実施していきます。
○対 象 者
　　下記のような生活上の問題を抱えている方は、
　どなたでも利用できます（生活保護受給者は除
　きます）。
　・経済的な問題で生活に困っている方
　・引きこもりやニートなどの家族問題で悩んで
　　いる方
　・働いた経験がなく一般就労に不安がある方
　・住むところがなく、お困りの方
○開設日時　月・火・木曜日9:00～16:00
　　　　　　※祝日、年末年始は除く　
○場　　所　福祉課（市役所本庁1階）
　※相談支援員が不在になる場合もありますので、
　　事前に下記までお問い合わせください。

生活困窮者自立相談支援窓口の開設

　一般社団法人茨城県身体障害者福祉協議会で
は、身体に障がいのある方がよき配偶者に恵まれ、
幸せな結婚ができるよう、県から委託・補助を受
け、無料で相談をお受けしています。
【結婚相談】　
　結婚を希望する身体障害者の方に相談員との面
談のうえ、登録をしていただきます。その後、交
流会の開催についてご案内をします。
【各種相談】
　身体障害者の就労をはじめ、生活全般に係る相
談について、各種支援制度や機関をご案内します。
○開設日時　月曜日～金曜日10:00～15:00
　　　　　　※祝日、年末年始は除く
　　　　　　※結婚相談は要予約
○場　　所　一般社団法人茨城県身体障害者福祉
　　　　　　協議会（水戸市千波町1918）

身体障害者のための結婚相談・各種相談

募 集

　　　  福祉課保護G　☎52-1111　内線132問 本庁
　 一般社団法人茨城県身体障害者福祉協議会
　 ☎029-243-7010
問

○医療機関案内　
　茨城県救急医療情報コントロールセンター　☎029-241-4199(年中無休24時間対応)
○次のサイトから最新の情報をご覧いただけます。
　茨城県救急医療情報システム　http://www.qq.pref.ibaraki.jp/
　とちぎ医療情報ネット　　　　http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/
○お子さんが急な病気で心配なとき、ご相談ください。
　茨城子ども救急電話相談　毎日の夜間(18:30～24:30)
　　　　　　　　　　　　　休日の昼間(9:00～17:00)　※日曜・祝日・年末年始(12/29～1/3)
　プッシュ回線の固定電話、携帯電話から♯8000
　すべての電話から　　　　　　　　　  ☎029-254-9900


