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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

〒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  hishokou@city.hitachiomiya.lg.jp

P2 ○クリーン作戦にご協力ください
P2 ○常陸大宮市成人式のご案内
P2 ○ダニ媒介感染症に注意しましょう
P2 ○日曜結婚相談会
P3 ○休日窓口でのマイナンバーカード(個人番号カード)の交付について
P3 ○市役所に返戻されたマイナンバー「通知カード」の受け取りについて
P3 ○水道水の放射性物質測定結果について
P4 ○市内保育園等給食食材の放射性物質測定結果
P4 ○平成29年版農業日誌等購入予約について
P5 ○不動産公売のご案内
P6 ○マタニティ教室について
P6 ○大宮運動公園市民球場を無料開放します
P6 ○難病患者福祉見舞金について
P6 ○10月は土地月間です
P7 ○歳末たすけあい援護金申請のご案内
P24 ○休日・祝日の当番医（10/2～23）

P7 ○普通救命講習会Ⅰ参加者募集
P7 ○市臨時保育士バンクに登録しませんか
P8 ○市民大学講座受講生を募集します
P9 ○ピラティス教室参加者募集
P9 ○平成28年度常陸大宮市ベテランテニス大会出場者募集
P10 ○「いばらき女性活躍推進会議」会員企業募集
P10 ○平成29年4月県立日立産業技術専門学院　入学生募集
P10 ○平成29年度県立水戸産業技術専門学院入学生募集
P10 ○県立常陸大宮高等学校「親子でパン作りにチャレンジ！」

　講座参加者募集
P11 ○第4回常陸大宮市スナッグゴルフ大会
P12 ○第19回やまがた宿芋煮会出店者募集
P13 ○第24回市民ゴルフ大会参加者募集
P13 ○平成28年度常陸大宮市文化祭　第12回将棋大会出場者募集
P14 ○平成29年度茨城大学教育学部附属特別支援学校入学者募集
P15 ○痛みとりストレッチ教室参加者募集
P15 ○体の芯を鍛えよう！コアトレーニング教室参加者募集
P17 ○御前山・那珂川　地域案内人養成講座受講者募集

P14 ○指定文化財集中曝涼が開催されます
P14 ○第4回音楽とお話のつどい　ちょっと気軽にコンサート
P14 ○第3回市地域包括ケア研究会『在宅医療』知っていますか？

　家で最期まで療養したい人に。
P14 ○第5回健康講演会
P16 ○知って得する暮らしの中の税のはなし　「相続税と贈与税」
P16 ○第55回水戸矯正展
P16 ○盲学校の公開について
P18-19○第6回定期公演西塩子の回り舞台開催
P20 ○第40回茨城県郷土民俗芸能の集い
P21 ○パークアルカディア　プラネタリウム館上映番組のお知らせ
P22 ○常陸大宮市制施行記念×茨城県北芸術祭コラボイベント開催
P23 ○茨城県北芸術祭開催

P16 ○高齢者・障害者のための成年後見相談会
P16 ○茨城県行政書士会開設事業について
P24 ○調停相談会の実施について

相 談

お知らせ

募 集

イベント
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　市では、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
という方に、結婚相談員が親身になって対応し
ます。できるだけ予約のうえ、ご来場ください。
○期　　日　　10月16日(日)
○時　　間　　9:00 ～17:00(受付/9:00 ～16:00)
○場　　所　　おおみやコミュニティセンター
　　　　　　　2階研修室3
※11月の開催日は20日(日)です。

ダニ媒介感染症に注意しましょう

日曜結婚相談会

お知らせ

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

問 本庁

　きれいで住みよい、ごみのないまちづくりのた
めに、市内全域で清掃活動を行います。
　各地域での清掃活動に、ご参加お願いします。

○実施方法
　　環境保全推進委員長(副区長)を中心に、道路
　や路肩等に捨てられているごみ等を収集し、燃
　えるごみ、燃えないごみ(ビン類・カン類等)に
　分け、各地域の定めた場所に置いてください。

クリーン作戦にご協力ください

　平成28年度に成人を迎える方々の新しい人生
の門出を祝福し、成人式を下記の日程のとおり実
施します。
　新成人の皆さん、たくさんの出席を心よりお待
ちしています。
○期　　日　　平成29年1月8日(日)
　　　　　　　受付/13:15 ～ 13:45
○場　　所　　市文化センター　大ホール
○式　　典　　14:00 ～ 15:00
　※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。興味がある方は、下記まで
　　お問い合わせください。

常陸大宮市成人式のご案内

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

【日時】10月16日(日) 8:00 ～ 10:00
　　　　地区によって、開始時間が異なる場合
　　　　があります。
　　　　※当日、6:05に防災無線で態度決定の
　　　　　放送をします。
　　　　　〔雨天の場合は10月23日(日)〕

　　　  環境課環境推進G　☎52-1111　内線123
　　　  市民福祉課市民福祉G　☎57-2121(代表)
　　　  市民福祉課市民福祉G　☎58-2111(代表)
　　　  市民福祉課市民福祉G　☎56-2111(代表)
　　　  市民福祉課市民福祉G　☎55-2111(代表)

問 本庁
山支
美支
緒支
御支

　北海道で、ダニ媒介感染症の発生が報告されて
います。次のことについて十分注意しましょう。
○予防方法
　1.草むらや藪など、マダニが多く生息する場所
　　に入る場合には、長袖・長ズボン、足を完全
　　に覆う靴・帽子・手袋を着用し、首にタオル
　　を巻く等、肌の露出を少なくすることが大切
　　です。
　2.屋外活動後は入浴し、わきの下・足の付け根・
　　手首・膝の裏・胸の下・頭部(髪の毛の中)等、
　　マダニに刺されていないか確認することが大
　　切です。
○対処方法
　1.マダニに咬まれたら、無理に引き抜こうとせ
　　ず、医療機関で処置(マダニの除去、洗浄)を
　　してもらいましょう。
　2.マダニに咬まれた後、数週間程度は体調の変
　　化に注意し、発熱等の症状が認められた場合
　　は医療機関で診察を受けるようにしましょう。

【参考】
○ダニ媒介感染症について
　　 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/
　　 ticks.htm
H P

　 茨城県保健福祉部 保健予防課健康危機管理対策室
　 ☎029-301-3219
問
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　左記の本人確認書類をお持ちでない方は、次の
　うち2点を持参してください。
　　健康保険証、年金手帳、介護保険被保険者証、
　　後期高齢者医療被保険者証等、写真のはり付
　　けがない身分を証する公的な書類、預金通帳
※カードを受け取ることができるのは、原則本人
　となります。やむを得ず代理人に頼む場合は、
　持参する書類が異なりますので、必ず事前にお
　問い合わせください。

休日窓口でのマイナンバーカード
(個人番号カード)の交付について

市役所に返戻されたマイナンバー
「通知カード」の受け取りについて

　マイナンバーカード（個人番号カード）の交付
申請をした方に、準備ができしだい順次交付通知
書（はがき）を郵送しています。
　通知書が届いたら、必要書類等を確認し、本人が
市役所市民課窓口まで受け取りにお越しください。
○カードの交付について
　　カードは、平日及び木曜日の延長窓口に加え、
　市民課の休日窓口でも受け取ることができま
　す。平日に受け取りに来られない方は、休日窓
　口をご利用ください。
　※なお、休日窓口でカードの受け取りを希望す
　　る方は、電話での事前予約が必要です。
○休日窓口での交付について
　【開設日時】 
　 毎月第4日曜日（年末年始は除く）
　 9:00 ～正午、13:00 ～ 17:00
　※電話で予約をする際に、その月の休日窓口開
　　設日を再度確認してください。
　【受取方法】
　①平日に電話で休日窓口でのカード受け取りを
　　予約してください。その際、受取希望日時、
　　氏名、連絡先等をお知らせください。
　　（受付時間/月～金曜日8:30 ～ 17:15）
　②予約した日時に、本人が窓口へ直接お越しく
　　ださい。
　③受け取りに必要な書類を確認し、暗証番号を
　　設定した後、カードを交付します。
　※必要な書類等が不足した場合、カードが交付
　　できませんので必ずご持参ください。
　【受取時に窓口で必要なもの】
　・交付通知書（はがき）
　・通知カード
　・本人確認書類（下記 本人確認書類 参照）
　　（15歳未満の方または成年被後見人に同行す
　　る法定代理人についても、本人と同様に本人
　　確認書類が必要です）
　・住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
　・認印
　本人確認書類
　次のうち1点をお持ちください。
　　住民基本台帳カード（写真付）
　　運転免許証・パスポート・在留カード
　　特別永住者証明書
　　他官公署の発行した免許証許可証
　　（本人の写真にプレスもしくは割印したもの
　　や、特殊加工したものに限る）

　不在などの事情で、個人番号の通知カードを受
け取ることができなかった場合、市民課に返戻さ
れます。
　返戻された通知カードを窓口で受け取る方法
は、次のとおりです。
○受取方法
　　カードが返戻されているか事前に電話で市民
　課へ確認のうえ、窓口に直接お越しください。
　　本人または代理人に交付します。
　※各総合支所市民福祉課窓口での受け取りを希
　　望する方は、事前にお問い合わせください。
○受け取り時に窓口で必要なもの
　【本人の場合】
　・印鑑
　・身分証明書（運転免許証など顔写真付きの
　　もの1点または保険証など顔写真なしのもの
　　2点）
　【代理人の場合】
　・印鑑
　・代理権を証明できるもの（委任状など）
　・代理人の身分証明書（運転免許証など顔写真
　　付きのもの1点または保険証など顔写真なし
　　のもの2点）※コピー不可
　・本人（委任者）の身分証明書（運転免許証な
　　ど顔写真付きのもの1点または保険証など顔
　　写真なしのもの2点）

予約・　　　  市民課市民G
　　　　 ☎52-1111　内線102

問 本庁

　　 　 市民課市民G　☎52-1111　内線102問 本庁

　市の水道水を8月に検査した結果、市内全域に
おいてヨウ素131、セシウム134、137は検出さ
れませんでした。

水道水の放射性物質測定結果について

　 水道課施設G　☎52-0427問
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市内保育園等給食食材の放射性物質測定結果

※「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。
　　　  福祉課子育て支援室　☎52-1111 　内線140問 本庁

　8月に実施した公立保育所及び民間保育園等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）

　平成29年版「農業日誌」「ファミリー日誌」「新農家暦」は、下記の方法で購入できます。
　なお、昨年購入した方には、はがきが送付されますので、そのはがきでお申し込みください。
○種類・価格　　①農業日誌　　　　　1,400円
　　　　　　　　②ファミリー日誌　　1,400円
　　　　　　　　③新農家暦　　　　　  410円
○申込方法　　　必要事項(住所、氏名、電話番号、日誌等の種類・冊数等)を任意の用紙に記入し、FAX
　　　　　　　　でお申し込みください。
○申 込 先　　　一般社団法人千葉農林水産統計協会
　　　　　　　　〒260-0013　千葉市中央区4丁目10番12号　蚕糸会館
　　　　　　　　☎043-227-4319　FAX 043-227-4322
○支払方法　　　送られてくる日誌等に同封されている振込用紙で、銀行または郵便局からお振り込み
　　　　　　　　ください。
　　　　　　　　※品物の送料、代金の振込手数料は購入者の負担となります。
○申込期限　　　10月24日(月)

平成29年版農業日誌等購入予約について

　　　  総務課情報・統計G　☎52-1111　内線318問 本庁

保育所 
(園)名 検体名

検査結果（Bq/kg） 保育所 
(園)名 検体名

検査結果（Bq/kg）
セシウム

134
セシウム

137
セシウム

134
セシウム

137

大賀
ゴーヤ 検出せず 検出せず

あゆみ
きゅうり 検出せず 検出せず

にんじん 検出せず 検出せず トマト 検出せず 検出せず

山方
馬鈴薯とうや

検出せず 検出せず 大宮みのり
キャベツ 検出せず 検出せず

にら にんじん 検出せず 検出せず

美和
じゃがいも 検出せず 検出せず

野上
小松菜 検出せず 検出せず

さつまいも 検出せず 検出せず きゅうり 検出せず 検出せず

大宮聖愛 
大宮聖慈

かぼちゃ 検出せず 検出せず 緒川げんき
保育園

じゃがいも 検出せず 検出せず
なす 検出せず 検出せず きゅうり 検出せず 検出せず

さくら
きゅうり 検出せず 検出せず

若草幼稚園
たまねぎ 検出せず 検出せず

トマト 検出せず 検出せず キャベツ 検出せず 検出せず

ひまわり
なす 検出せず 検出せず

きゅうり 検出せず 検出せず
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　茨城租税債権管理機構では、一般の方も入札に参加できる不動産公売を実施しています。
○日　　時　　11月1日(火) 13:20～14:00 (受付/12:50  説明/13:00)
○場　　所　　水戸合同庁舎2階大会議室(水戸市柵町1-3-1)
○公売対象不動産

※中止になる場合があります。
※ホームページで詳しい内容がご覧になれます。
　　 http://www.ibaraki-sozei.jp/

不動産公売のご案内　

売却区分番号 : 28-10 売却区分番号 : 28-13
見積価額 :       3,150,000円 見積価額 :       3,970,000円
公売保証金 :       320,000円 公売保証金 :       400,000円
財産の表示 財産の表示
(土地) (土地)

所在　　常陸大宮市上小瀬字寺下 所在　　常陸大宮市小瀬沢字下山
　地番　　2165番 　地番　　554番1　　外2筆
　地目　　雑種地 　地目　　山林
　地積　　952㎡ 　地積　　18360㎡

売却区分番号 : 28-11 売却区分番号 : 28-14
見積価額 :       1,450,000円 見積価額 :       11,500,000円
公売保証金 :       150,000円 公売保証金 :      1,150,000円
財産の表示 財産の表示
(土地) (土地)

所在　　常陸大宮市上小瀬字仲ノ内 所在　　常陸大宮市小瀬沢字入山
　地番　　901番1   外2筆 　地番　　890番3    外3筆
　地目　　畑 　地目　　山林等
　地積　　2998㎡ 　地積　　58309㎡

売却区分番号 : 28-12
見積価額 :       2,180,000円
公売保証金 :       220,000円
財産の表示
(土地)

所在　　常陸大宮市千田字高内
　地番　　974番1
　地目　　山林
　地積　　10554㎡

〈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

H P
主催・　 茨城租税債権管理機構　☎029-225-1221
　　　　 (水戸市柵町1-3-1　水戸合同庁舎5階)

問
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　10月は、土地に関する様々な普及啓発活動を
行う「土地月間」です。
　一定規模以上の土地取引を行った場合は、国土
利用計画法に基づき、土地の利用目的に関して審
査を受ける必要があります。なお、権利取得者(譲
受人)は、契約締結日から起算して、2週間以内に
市へ提出しなければなりません。
　詳しくは市ホームページをご覧いただくか、下
記までお問い合わせください。

難病患者福祉見舞金について

10月は土地月間です

○場　　所　　総合保健福祉センター (かがやき)
○対 象 者　　おおよそ妊娠20週以降の方
※ご家族の方も一緒に参加できます。
※平成29年2月・3月出産予定の方へは個別で案
　内を送付します。
○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　　電話でお申し込みください。
○申込期限　　10月21日(金)まで

○開 放 日　　10月7日(金) ～ 12日(水)の6日間
○開放時間　　18:00 ～ 20:00
○対 象 者　　市内に居住または、通勤・通学し
　　　　　　　ている方とその家族
○注意事項　　
　・種目はウォーキングとランニングに限ります。
　・利用できるのは外野芝生面のみです。
　・ケガ等については一切の責任を負いかねます。
　・雨天等でのコンディション不良の時は中止と
　　します。
　・給水などの飲み物は、ご自身で用意してくだ
　　さい。
　※事前の申し込みは不要です。

マタニティ教室について

大宮運動公園市民球場を無料開放します

　指定難病特定医療費受給者証をお持ちの方に難
病患者福祉見舞金を支給します。
○対 象 者　　指定難病特定医療費受給者証を所
　　　　　　　持し、市内に住所を有する方
　　　　　　　(生活保護法による扶助者は除く)
○手 当 額　　年額20,000円
○申請期間　　10月3日(月) ～ 12月20日(火)
○申請場所　　健康推進課または各総合支所市民
　　　　　　　福祉課にお申し込みください。
○持参するもの　　
　①指定難病特定医療費受給者証
　　(平成28年10月1日時点で有効なもの)
　②印鑑
　③振込先口座番号がわかるもの(通帳等)
　※昨年度受給した方で、振込先口座等に変更が
　　ない場合は、受給者証のみ持参してください。

　　・　　　　   健康推進課健康推進G
　　　　 ☎54-7121

問 かがやき申込

日　　時 内　　容

10/28
(金)

9:30～11:30
(受付/9:15 ～ 9:30)

・母親の生活リズムの
　大切さ
・胎児を育てる食生活

主催・　 一般財団法人常陸大宮市体育協会
　　　　 （西部総合公園体育館内）
　　　　 ☎52-5223

問

　　・　　　　   健康推進課健康推進G
　　　　 ☎54-7121

問 かがやき申込

　　 市民福祉課市民福祉G　☎57-2121(代表)
　　 市民福祉課市民福祉G　☎58-2111(代表)
　　 市民福祉課市民福祉G　☎56-2111(代表)
　　 市民福祉課市民福祉G　☎55-2111(代表)

山支
美支
緒支
御支

　　　  企画政策課企画政策G
　　　  ☎52-1111 内線311　
　　　　　　http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/

問 本庁

H P
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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　　10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　　10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

　市では臨時保育士バンクの登録者を募集して
います。出産や病気等で欠員が生じた場合に、
速やかに臨時の保育士を雇用できるようにする
制度です。
　登録希望者は、福祉課子育て支援室または私立
保育所へ「常陸大宮市臨時保育士バンク登録申請
書」を提出してください。登録申請書は、市役所・
各総合支所・市立保育園にあります。
　また、市のホームページから登録申請書をダウ
ンロードすることもできます。
　求人をしている保育所がある場合は、登録者か
ら選考します。市臨時保育士バンクに登録しませ
んか。
○対 象 者　　児童福祉法(昭和22年法律第164号)
　　　　　　　に規定する保育士の資格を有し、
　　　　　　　働く意欲のある方
※臨時保育士バンクは、保育士の就労希望の情報
　収集と提供を行うもので、市では具体的な就労
　の相談や斡旋は行いません。

　明るいお正月を迎えられるようにと、歳末たす
けあい募金運動で集められた募金の中から、歳末
たすけあい援護金として、生活に支援を要する世
帯に対して配分を行います。
○対象世帯
　　援護金配分の対象となる世帯は、在宅であっ
　て、10月1日現在次の①～③の条件いずれも満
　たしていることが必要です。
　①市内に6か月以上居住する世帯
　②生活困窮の状態にある世帯
　③市民税が非課税世帯で、次に掲げるア～オの
　　条件いずれかに該当する世帯
　　ア.満75歳以上のひとり暮らしの高齢者世帯
　　イ.満65歳以上のねたきり・認知症高齢者の
　　　いる世帯
　　ウ.準要保護世帯の認定を受けている世帯
　　エ.重度障がい者のいる世帯
　　　 ・身体障害者手帳1級または2級
　　　 ・療育手帳ⒶまたはA
　　　 ・精神障害者保健福祉手帳1級
　　オ.母子・父子家庭
※上記に該当する場合でも、生活保護世帯や施設
　入所あるいは、長期入院(6か月以上)などの理
　由で在宅でない場合は対象外となります。
○援護金の額と配分の方法
　　援護金の金額は、今年度の歳末たすけあい募
　金額で決定します。平成28年12月中に民生委
　員が、直接お届けします。
○提出書類
　　「歳末たすけあい援護金配分申請書」
※申請書は市社会福祉協議会本所・各支所にあり
　ます。また、9月26日発行の社協だより「新星」
　にも掲載されています。
○受付期間　　10月3日(月) ～ 31日(月)
○提出方法　　
　　お住まいの地区を担当する民生委員、または
　市社会福祉協議会本所・支所に直接提出してく
　ださい。
　　申し込みについて、不明な点は下記までお問
　い合わせください。

市臨時保育士バンクに登録しませんか

歳末たすけあい援護金申請のご案内

　 【大宮地域】　　 本所　　　　☎53-1125
　 【山方地域】　　 山方支所　　☎57-6826
　 【美和地域】　　 美和支所　　☎58-3311
　 【緒川地域】　　 緒川支所　　☎56-2857
　 【御前山地域】　　 御前山支所　☎55-2733

問 社協
社協

社協
社協

社協

　　　  福祉課子育て支援室　☎52-1111　内線140
　　　  市民福祉課市民福祉Ｇ　☎57-2121(代表)
　　　  市民福祉課市民福祉Ｇ　☎58-2111(代表)
　　　  市民福祉課市民福祉Ｇ　☎56-2111(代表)
　　　  市民福祉課市民福祉Ｇ　☎55-2111(代表)
　　　   http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/
　　　　page/page002210.html

問 本庁

美支
山支

緒支
御支
H P
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市民大学講座受講申込書
き　り　と　り

氏名(ふりがな) 住　所 電話番号 性　別 年　齢

　市では、茨城大学との連携協定のもと、茨城大学の教員が「常陸大宮市」で市民向けの講座を毎年秋
と春に開講しています。

　星や様々な天体は、太古より人間を魅了してきました。そこで、今回は星座の話を中心にお話ししま
す。特に星座の名前はギリシャ神話から付けられたものが多く、その紹介をします。また、日本に伝わ
る星座の話にも触れます。そして2回目は、うるう秒の話で、そこから繋がる太陽と地球の関係につい
て広げて説明をします。最後はこれからの冬の星座について解説をします。

○時　　間　　19:00 ～ 21:00(120分)※質疑応答を含む
○場　　所　　市役所　本庁2階会議室
○定　　員　　40名(先着順)
○受 講 料　　1,500円(講座3回分の料金です)
○申込方法　　10月11日(火)から11月14日(月)までに、受講料を添えて市民協働課にお申し込みくだ
　　　　　　　さい。

今年度は理学部の先生から「天文・星座・うるう秒」をテーマに秋講座を開講します！
宇宙のことを学んだうえで星空を仰ぐと新たな発見があるかもしれませんよ♪

第1回　11月16日（水）秋の星座の話と天文小話（1）
第2回　11月23日（水）「来年は寿命が一秒延びます」
第3回　11月30日（水）冬の星座の話と天文小話（2）
この3回のうち、晴れたときに夜空の観望会を行う予定です！おたのしみに♪

～講師　茨城大学理学部　野澤　恵（のざわ さとし）准教授～

星座から始める天文学
（3回シリーズ　観望会もあります）

市民大学講座 受講生を募集します

　　・　 市民協働課市民協働G　☎52－1111　内線127問申込

※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。
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　ピラティスとは、全身を使ってコアの筋肉(深部の筋肉)を鍛え、長年の癖などによって生じた体の歪みを矯
正する働きのある、ヨガに似た体操運動です。講師の佐藤先生は、骨盤底筋運動ピフィラティス教室の講師
を務めていることもあり、失禁予防等に効果のある骨盤底筋運動もメニューに取り入れた内容になります。

18歳以上の女性の方であればどなたでも参加できますので、ぜひこの機会にピラティスを体験してみませんか。
○日　　時　　11/2・16・30　 12/21　 1/4・18　 2/1・15　 3/1・15　(全10回・全て水曜日)
　　　　　　　昼の部/15:00 ～ 16:00　　夜の部/18:30 ～ 19:30
○場　　所　　西部総合公園体育館トレーニングルーム
○対 象 者　　市内在住・在勤の18歳以上の女性の方
○募集人数　　昼・夜の部　各40名(申し込み多数の場合は抽選)※前回から継続の方優先
○講　　師　　佐藤　仁美先生
○参 加 費　　5,000円(会員2,500円)　※保険代含む、初日に徴収
○持 ち 物　　ヨガマット、汗拭きタオル、飲み物
○申込方法　　申込書に記入のうえ、FAXでお申し込みください。
○申込期間　　9月26日(月) ～ 10月17日(日)
○後　　援　　市教育委員会
○そ の 他　　締め切り後（抽選になった場合は抽選後）、参加の可否についてのはがきを郵送します。

○日　　時　　11月20日(日)　受付/8:30 ～ 9:00  　開会式/9:00 ～　　予備日　11月27日(日)　　
○場　　所　　西部総合公園テニスコート　※会場は変更する場合があります。
○出場資格　　昭和36年12月31日以前に生まれた55歳以上の方
　　　　　　　※ペアのどちらかが市内在住・在勤・在学、または市テニス連盟の会員もしくは近郊在
　　　　　　　　住者のいずれかであること
○試合方法　　ダブルスのリーグ戦及びトーナメント戦　※参加人数により変更することがあります。 
○参 加 費　　市テニス連盟会員　　1人　1,000円
　　　　　　　会員以外の方　　　　1人　1,500円　　　※当日徴収します。
○ドロー会議　　10月21日(金)　19:00 ～
○申込方法　　申込書に必要事項を記入のうえ、お申し込みください。
○申込期限　　10月16日(日)

【ひたまる25】ピラティス教室参加者募集

平成28年度常陸大宮市ベテランテニス大会出場者募集

※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。

ピラティス教室参加申込書
き　り　と　り（FAXの際はきりとり不要）

ふりがな 住　　所 電話番号 年　　齢 コース氏　　名
〒 ☎ 歳 昼・夜

〒 ☎ 歳 昼・夜

　　 一般財団法人常陸大宮市体育協会　☎52-5223
　 市テニス連盟　会長　片野　良平　☎090-4675-0917　問
申込

※種別には男子・女子ダブルス、ミックスダブルスのいずれかを記入してください。
※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。

平成28年度常陸大宮市ベテランテニス大会参加申込書
き　り　と　り

種　　別 氏　　名 性　　別 住　　所 所属クラブ

申込代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　
組合せ送付先住所　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　

主催・　 　スポーツクラブひたまる25事務局　☎55-9666　　 55-9667
　 　　生涯学習課生涯学習G　☎52-1111  内線342問

申込 FAX
教委
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「いばらき女性活躍推進会議」会員企業
募集について

平成29年4月　県立日立産業技術専門
学院入学生募集

平成29年度　県立水戸産業技術専門
学院入学生募集

　県では、企業・関係団体・行政が一体となって
女性が多様な働き方を実現できる環境づくりを進
めています。女性はもちろん男性もいきいきと働
き、ともに活躍する活力ある茨城の実現をめざし

「いばらき女性活躍推進会議」を設立しました。
　推進会議では、この会議に賛同していただける
企業を募集しています。
　対象は県内の企業及び事務所で、会費は無料で
す。ふるってご応募ください。

【会員登録のメリット】
　・会員企業相互の情報交換を行いながら、女性
　　の活躍推進についての課題の洗い出しや課題
　　解決に向けた話し合いができます。
　・企業が抱える女性活躍推進についての課題解
　　決のための各種講演会、研修会等に参加でき
　　ます。
　・企業のイメージアップにつながります。
○申込方法　　
　　茨城県女性青少年課ホームページから様式を
　ダウンロードし、必要事項を記入のうえ、FAX
　またはメールでお申し込みください。 
○申込期限　　なし

○募 集 科　　金属加工科、機械加工科
○受付期間　　10月11日(火) ～ 28日(金)
○試 験 日　　11月4日(金)
○試験科目　　小テスト（国語、数学）、面接
※募集人数、申込方法など、詳細は県立日立産業
　技術専門学院のホームページをご覧になるか、
　電話でお問合せください。また、定員に満たな
　い場合は、追加募集を行う場合があります。

○募 集 科
　自動車整備科・建築システム科・電気工事科
　※募集人数についてはホームページをご覧くだ
　　さい。

【A日程】
○試 験 日　　11月4日(金)
○願書受付期間
　10月11日(火) ～ 10月28日(金)必着

【B日程】
○試 験 日　　12月16日(金)
○願書受付期間
　11月14日(月) ～ 12月12日(月)必着
※B日程については、A日程で定員に達した場合
　実施しませんのでご注意ください。
○試験科目　　筆記試験(国語・数学)、面接

主催・　 いばらき女性活躍推進会議事務局
　　　　 (茨城県知事公室女性青少年課男女共同参画担当)
　　　　 ☎029-301-2178　　 029-301-2189
　　　　　　　josei1@pref.ibaraki.lg.jp
　　　　 　　 http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/
　　　　　　  bugai/josei/index.html

問

FAX

H P

　 県立日立産業技術専門学院　☎0294-35-6449
　　　  http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/
　　　  hisansen/kunren/index.html

問
H P

県立常陸大宮高等学校「親子でパン作り
にチャレンジ！」講座参加者募集

　高校生と一緒に親子でパン作りを楽しみません
か。2種類の生地を使って家族の似顔絵パン・動
物パンにチャレンジしてみましょう。
○日　　時　　10月  8日(土)　9:30 ～正午頃
　　　　　　　10月15日(土)　9:30 ～正午頃
　　　　　　　※2回とも同じメニューです。
○場　　所　　県立常陸大宮高等学校調理室
　　　　　　　(特別棟1階)
○対 象 者　　市内在住の小学4年生以下の子ど
　　　　　　　もとその保護者
○参 加 費　　1組　300円(材料費)
○募集人数　　8組　16名(先着順)
○持 ち 物　　エプロン、三角巾、手拭きタオル
○講　　師　　常陸大宮高等学校　家庭科　
　　　　　　　増田　昌子　先生
○申込方法　　電話・FAXでお申し込みください。
○募集期間　　9月30日(金) ～各実施日の前日まで
　　・　 県立常陸大宮高等学校　担当　大畠
　　　　 ☎52-2175　　 53-6914

問申込
FAX

　　・　 県立水戸産業技術専門学院
　　　　 ☎029-269-2160
　　　　　　  http://www.ibaraki-it.ac.jp/
　　　　　　  gakuin/nyushi.html

問申込

H P
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2016年 10月23日(日)
第4回　常陸大宮市スナッグゴルフ大会
主催：常陸大宮市教育委員会　協賛：常陸大宮ライオンズクラブ

○日　　時　　平成28年10月23日(日)　集合／ 14:30、15:20スタート(18:30閉会予定)小雨決行
○場　　所　　静ヒルズカントリークラブ(小場5766)
○主　　催　　市教育委員会　○協　賛　　常陸大宮ライオンズクラブ
○参加資格　　市内在住の小学生以上の方
○募集人数　　50名(申し込み多数の場合は抽選)
○部　　門　　低学年の部、高学年の部、一般の部(中学生以上／性別・年齢によるハンデあり)
○参 加 費　　500円　※保険代含む、当日徴収
○競技方法　　8ホール(低学年5ホール)ストロークプレー　個人戦
○持参するもの　　汗拭きタオル、飲み物
○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。
○そ の 他　　小雨決行ですが、雨天時は実施するか確認のために、当日正午以降に事務局携帯電話
　　　　　　　(☎090-8859-4581)までお問い合せください。
○申込期間　　9月26日(月) ～ 10月14日(金)17:00まで
　　・　 　　生涯学習課生涯学習G　☎52-1111　内線342　　 53-6502問申込 教委 FAX

※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。

第4回常陸大宮市スナッグゴルフ大会出場申込書
き　り　と　り

今年も豪華賞品を用意して，
皆様の参加をお待ちしております。
　 　 　 　 　 　  ハ ズ レ く じ な し の お 楽 し み 抽 選 会 も ！

ふりがな
参加者氏名 住所 電話 性別 学校名

（小中学生のみ）
年齢

（学年）
保護者名

( 小中学生のみ )
〒

〒

〒

今年も豪華賞品を用意して，
皆様の参加をお待ちしております。
　 　 　 　 　 　  ハ ズ レ く じ な し の お 楽 し み 抽 選 会 も ！
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　農林業・商業の地域活性化を目的に「第19回やまがた宿芋煮会」を11月20日(日)に山方清流公園で
開催します。
　出店希望の方は、出店者募集要綱を確認のうえ、やまがた宿芋煮会実行委員会(事務局：山方総合支
所経済建設課)までご連絡ください。
　募集要項は市ホームページにも掲載し、様式はダウンロードできます。

〈出店者募集要綱〉
○開催日時　　11月20日(日)　雨天時23日(祝日)　10:00 ～ 15:00
　　　　　　　※搬入は9:15までにお願いします。
○開催場所　　山方清流公園
○募集期限　　10月14日(金)
○テント使用料　　市内の場合　1張　  7,500円　半張　5,500円
　　　　　　　市外の場合　1張　13,000円　半張　9,000円
○イス・テーブル使用料　無料分　 1張テーブル　2卓・イス6脚
　　　　　　　　　　　　　　　　半張テーブル　1卓・イス3脚
　それ以上については、別途　テーブル1卓1,000円・イス1脚300円がかかります。自身でテント内
　へテーブル・イスを持ち込むことは可能です。
○電気使用量　　750ｗまで　1,000円(容量を上回る器具を使用する場合は、発電機等をご準備ください)
○参加要件
　(1)市内及び近隣市町村の方で、特産品製造者または販売者
　(2)原則として市内で生産された農産物及び加工品
　(3)その他、実行委員会が認めるもの
　(4)飲食物を取り扱う方は、申し込み時に「検便検査を証明できる写し」、「営業許可証の写し」を必
　　 ず提出してください。
　　 また「取扱食品一覧」、「配置図」も併せて提出してください。
　　 食品については、保健所の指導により出店できない場合があります。
　　 取り扱う食品の鮮度に注意し、手洗いの励行及び消毒、手袋等を用意するなど衛生面に気を配り、
　　 異物混入や食中毒には十分注意してください。
　(5)各店の配置については実行委員会で決定しますので、あらかじめご了承ください。
　(6)ゴミ箱を用意し、ゴミの持ち帰りにご協力ください。
　(7)出店決定以降の、キャンセルによる返金はいたしませんのでご了承ください。ただし、主催者判
　　 断による中止の場合は返金致します。
　(8)火気器具の取り扱いについて
　　 ガス・発電機等については、各自で用意してください。
　　 火気器具を使用する場合は、必ず消火器をご用意ください。
　　 使用期限等を必ず確認してください。
　(9)出店希望者が予定数を上回った場合は、役員会で可否を決定します。
　　 決定後出店者には10月下旬頃までにご連絡します。
　　 また、決定理由については回答いたしませんのでご了承ください。
 (10)生物の販売はお断りします。
 (11)申込書記載の発売品目以外の販売は禁止です。
以上のことをご理解いただき、出店をお申し込みください。
なお、これらの条件を守っていただけない場合は、出店をお断りさせていただきます。

第19回やまがた宿芋煮会出店者募集

　 やまがた宿芋煮会実行委員会事務局(　　 経済建設課内)　☎57-2121(代表)
　 　　 http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/
問

H P
山支
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○日　　時　　10月 27日(木)
　　　　　　　集合/8:00　開始/8:30
○場　　所　　水戸グリーンカントリークラブ　
　　　　　　　照田コース(照田1507)
○参加資格　　市内在住または、在勤の方
○参 加 費　　3,000円
○プレー費　　5,150円
　　　　　　　(税込、食事・乗車セルフカート付)
○募集人数　　160名
○競技方法　　
　・18ホール・ストロークプレー
　・「新ペリア方式」、ダブルパー打切
　※同スコアの場合は、年長者を上位とします。
○競技規則
　・プレイング4のあるホールは必ず使用する。
　・スルーザグリーン、6インチプレイス可
　・その他ルールについては、ローカルルール及
　　びJGAの規則を適用
　・70歳以上の方はシルバーティ使用可
○表　　彰
　優勝、準優勝、飛び賞、ブービー賞、メーカー
　賞、当日賞、当回賞、ベストグロス賞(男性・
　女性)、ドラコン・ニアピン賞
○主　　催　　市ゴルフ連盟
○申込方法　　直接またはFAXでお申し込みくだ
　　　　　　　さい。
○募集期限　　10月17日(月)17:00まで

第24回市民ゴルフ大会参加者募集 平成28年度常陸大宮市文化祭
第12回将棋大会出場者募集

○日　　時　　11月 6日(日)　
　　　　　　　受付/9:00　開始/9:20
○場　　所　　おおみやコミュニティセンター
　　　　　　　研修室1・２（北町400-2）
○主　　催　　市文化協会
○共　　催　　市教育委員会
○参加資格　　市内在住または在勤・在学の方
○参 加 費　　1,500円(小中学生は1,000円)
　　　　　　　※当日徴収・昼食賞品代含む
○表　　彰　　1～4組の成績優秀者(賞状は2位まで)
○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　　10月23日(日)　17:00まで

後援・　　 一般財団法人常陸大宮市体育協会
　　　　　 ☎52-5223　　 52-5224
　 市ゴルフ連盟会長　大瀧　愛一郎
　 ☎090-2565-5462
問

申込
FAX

※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。

第24回市民ゴルフ大会参加申込書 第12回将棋大会(11/6)出場申込書
き　り　と　り き　り　と　り

ふりがな 住　　所

氏　名 電話番号

〒

☎

〒

☎

　　・　 大宮公民館(月曜・祝日休館日)
　　　　 ☎52-0673　　 53-6807

問申込
FAX

平成28年　　　月　　　日
ふりがな

氏　名

住　所
〒

☎ 性
別 男・女

参加
希望組 組 生年

月日
昭和・平成

年　　月　　日
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平成29年度茨城大学教育学部附属特
別支援学校　入学者募集

第4回　音楽とお話のつどい
ちょっと気軽にコンサート

第3回市地域包括ケア研究会
『在宅医療』知っていますか？
家で最期まで療養したい人に。○選 考 日　　小学部　11月24日(木)

　　　　　　　中学部　11月24日(木)
　　　　　　　高等部　  1月19日(木)
○募集人数　　小学部第1学年　　 3名
　　　　　　　小学部第3学年　若干名
　　　　　　　中学部第1学年　　 6名
　　　　　　　高等部第1学年　　 8名
詳しくはホームページをご覧ください。

○日　　時　　10月14日(金)　10:00
○場　　所　　山方農林漁家高齢者センターホール
○内　　容　　
　・どんどんちっちによるお話（めくり絵）
　　～こんにゃくの神様～中島藤右衛門
　・フルート、サックス、声楽、ピアノ演奏など
　・みんなで歌いましょう！
○共　　催　　退職校長会山方分会
○後　　援　　市教育委員会

○日　　時　　10月1日(土)13:30 ～ 16:00 
○場　　所　　市文化センター　小ホール
○参 加 費　　無　料
○内　　容　　
　第一部　「終の棲家」
　　　　　（最期を迎える時まであなたはどこで生きますか。）
　講　師：ひたちおおみやクリニック院長
　　　　　横山　卓　先生
　第二部　「緩和ケア病棟にできること」
　講　師：医療法人博仁会志村大宮病院
　   　　　新堀　耕基　先生

イベント

　ふだんは見ることができない寺社の宝物等の指
定文化財を、保存のための虫干しを兼ねて一般公
開します。今年は西塩子の回り舞台の公演にあた
り、下記の5か所で文化財を公開します。常陸太
田市の18か所の寺社も公開しますので、そちら
にも足を伸ばしてみませんか。
○日　　時　　10月 15日(土)・16日(日)
　　　　　　　10:00 ～ 15:00
　　　　　　　(資料館と文書館は16:30まで)
○場　　所　　阿弥陀院(国長)、善徳寺(鷲子)、西
　　　　　　　塩子の回り舞台、歴史民俗資料館
　　　　　　　大宮館、文書館
※荒天の場合、時間の短縮および中止になること
　があります。

○日　　時　　10月13日(木) 14:00 ～ 16:00
○場　　所　　道の駅常陸大宮かわプラザ
　　　　　　　多目的室
○参 加 費　　無　料
○定　　員　　30名(先着順)
○講　　師　　
　筑波大学附属病院
　水戸地域医療教育センター
　茨城県厚生連　総合病院
　水戸協同病院　理学療法士
　吉田　和歌子先生
○内　　容　　体操指導
　　　　　　　※動きやすい服装でお越しください
○協　　力
　筑波大学附属病院
　水戸地域医療教育センター
　茨城県厚生連　総合病院
　水戸協同病院　
　大賀地区健康づくり推進協議会
※講演終了後に、健康相談・血圧測定・酸素飽和
　度測定を行います。
※講演会の写真を撮影し、道の駅のホームページ・
　facebook等に講演風景を掲載させていただき
　ますのでご了承ください。

指定文化財集中曝涼が開催されます 第5回　健康講演会

　 茨城大学教育学部附属特別支援学校
　 担当　校内教頭　根本　☎029-274-6712
　　　  http://www.yougo.ibaraki.ac.jp/

問

H P

　 歴史民俗資料館大宮館　☎52-1450
　 文書館　☎52-0571
問

主催・　 どんどんちっちのお話会　金子
　　　　 ☎57-3587

問

主催・　 道の駅常陸大宮かわプラザ　☎58-5038問

主催・　 常陸大宮市南部地域包括支援センター
　　　　 ☎53-6810

問
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　ストレッチは、筋肉を引っ張って伸ばすことで、筋肉の柔軟性向上、関節の可動域拡大等の効果が期待で
きます。しかし、自己流で誤ったストレッチを行うと、逆に筋肉が固くなってしまう恐れもあるので、肩こりや腰痛、
身体の硬さでお悩みの方、健康増進に関心がある方はこの機会に正しいストレッチを学んでみませんか。

○日　　時　　大宮会場　　11/8(火)、11/22(火)　10:00 ～ 11:00　全2回
　　　　　　　山方会場　　12/6(火)、12/20(火)　10:00 ～ 11:00　全2回
○場　　所　　大宮会場　　おおみやコミュニティセンター和室
　　　　　　　山方会場　　山方公民館和室
○対 象 者　　市内在住・在勤の18歳以上の方
○募集人数　　各20名(先着順)
○講　　師　　岩上　栄滋先生(いずみ腰痛センター )
○参 加 費　　1,000円(会員500円)　
　　　　　　　※全2回分の料金です。保険代含む、初日に徴収
○持 ち 物　　汗拭きタオル、飲み物
○申込方法　　申込書に記入のうえ、FAXでお申し込みください。
○申込期間　　10月11日(火)から
○後　　援　　市教育委員会
○そ の 他　　締め切り後、参加の可否についてのはがきを郵送します。　※最少催行人員10名

　5月から9月にかけて計8回実施し参加者から好評を得たコアトレ（体幹トレーニング）教室を開催します。コアトレとは、
身体のコア（体幹）に位置する背骨や骨盤を支える大切な筋肉を鍛え、身体のバランスを整えることで、姿勢が正しくなっ
たり自然治癒力が向上したりする等の効果が期待できます。
　講師は、市内の腰痛センターに勤務している高桑誠先生です。ぜひこの機会にコアトレーニングに挑戦してみませんか。
○日　　時　　11/8、11/22、12/13、1/24、2/14、2/28　(全8回・全て火曜日)
　　　　　　　18:30 ～ 19:30
○場　　所　　西部総合公園体育館トレーニングルーム
○対 象 者　　市内在住・在勤の18歳以上の方
○募集人数　　40名(先着順)
○講　　師　　高桑　誠先生
○参 加 費　　3,000円(会員1,500円)　
　　　　　　　※全6回分の料金です。保険代含む、初日に徴収
○持 ち 物　　体育館シューズ、ヨガマット、汗拭きタオル、飲み物
○申込方法　　申込書に記入のうえ、FAXでお申し込みください。
○申込期間　　10月11日(火)から
○後　　援　　市教育委員会
○そ の 他　　締め切り後、参加の可否についてのはがきを郵送します。　※最少催行人員10名

【ひたまる25】痛みとりストレッチ教室参加者募集

【ひたまる25】体の芯を鍛えよう！コアトレーニング教室参加者募集
※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。

痛みとりストレッチ教室参加申込書

コアトレーニング教室参加申込書

き　り　と　り（FAXの際はきりとり不要）

き　り　と　り（FAXの際はきりとり不要）

ふりがな 住　　所 電話番号 年　　齢 性　　別氏　　名
〒 ☎ 歳
〒 ☎ 歳

ふりがな 住　　所 電話番号 年　　齢 性　　別氏　　名
〒 ☎ 歳
〒 ☎ 歳

主催・　 　スポーツクラブひたまる25事務局　☎55-9666　　 55-9667
　 生涯学習課生涯学習G　☎52-1111　内線342問

申込 FAX

主催・　 　スポーツクラブひたまる25事務局　☎55-9666　　 55-9667
　 生涯学習課生涯学習G　☎52-1111　内線342問

申込 FAX

【参加者の声・坂本節子さん（富岡）】五十肩に悩まされ、指圧にかかって回復はしましたが、今度は逆の右肩が肩
こりになりました。そこでお知らせ版で見た痛みとりストレッチ教室に参加してみたところ、肩こりの症状が軽くなり、
シップを使う回数も減りました。さらに、食事制限等をしていないのに、体重も2kg近く減りました。自己流だとど
うしても甘えが出ますが、先生の指導を受けながらだと、限界まで関節を曲げたり引っ張ったりできて良いですね。
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相 談

　高齢者や障がいをお持ちの方のための、成年後
見の専門家である司法書士と社会福祉士による成
年後見等の無料相談会が開催されます。
○日　　時　　10月22日(土)　10:00 ～ 15:00
○場　　所　　水戸会場：茨城司法書士会館
　　　　　　　　　　　　(水戸市五軒町1-3-16)
　　　　　　　日立会場：日立シビックセンター102
　　　　　　　　　　　　号室(日立市幸町1-21-1)
○相談内容　　成年後見、遺言、相続　など
○申込方法　　事前に電話で予約してください。
　　　　　　　会場や時間の都合により、相談に
　　　　　　　応じられる件数に限りがあります。
　　　　　　　前日までにご予約ください。

高齢者・障害者のための成年後見相談会

　視覚障害児(者)が学ぶ盲学校の参観を通して、
視覚障害者教育についての理解促進を図るため、
学校公開を開催します。
○日　　時　　11月3日(木)　
　　　　　　　9:40 ～ 14:00 (受付/9:00 ～ )
○場　　所　　茨城県立盲学校
　　　　　　　(水戸市袴塚1-3-1)
○内　　容　　学校概要説明、授業参観、施設見
　　　　　　　学、個別相談(希望者のみ14:00 ～)
○対 象 者　　どなたでも参加できます。
○参 加 費　　無　料
○そ の 他　　事前に申し込みが必要です。
　　　　　　　10月21日(金)までにご連絡くだ
　　　　　　　さい。
　　　　　　　詳細はホームページに掲載する予
　　　　　　　定です。

盲学校の公開について

　 茨城県立盲学校(担当　沼田)
　 ☎029-221-3388
　 　　 http://www.ibaraki-sb.ibk.ed.jp/

問

H P

知って得する暮らしの中の税のはなし
「相続税と贈与税」

　これからの暮らしに役立つ税について、学んで
みませんか。
　相続税と贈与税について、基本的な仕組みを分
かりやすく解説します。
○日　　時　　10月18日(火) 10:00 ～正午
○場　　所　　御前山市民センター
○参 加 費　　無　料
○講　　師　　太田税務署職員
○申込方法　　直接または電話、FAXでお申し込
　　　　　　　みください。
○申込期限　　10月14日(金)17:00まで
　　　　　　　※土・日曜日、祝日は除く

【無料相談会】
　茨城県内の行政書士が、面談により遺言、相続、
各種許認可等の行政手続相談など、暮らしと市役
所等の諸手続きに関する相談に、直接お答えします。
○日時・場所

【相続・遺言に関するセミナー】
　行政書士が、遺言書作成の仕組みを説明したう
えで、具体的な遺言書の書き方をアドバイスします。
○日時・場所

【電話による無料相談】
　遺言、相続、各種許認可等の行政手続き相談な
ど、暮らしと役所の諸手続きに関する相談に、茨
城県内の行政書士が電話でお答えします。
○時　　間　　毎週木曜日(祝日は除く)
　　　　　　　10月6・13・20・27日
　　　　　　　13:00 ～ 17:00
○電話番号　　☎029-305-3731

　犯罪と非行のない社会づくりのために、法務省
が主催する社会を明るくする運動の一環として実
施します。
○日　　時　　10月 22日(土) 9:30 ～ 15:00
○場　　所　　水戸刑務所(ひたちなか市市毛847)
○内　　容　　
　・矯正広報
　・施設の見学・紹介
　・刑務所作業作品の展示・販売
　・野菜販売コーナー
　・コンピューターによる性格診断
　・ちびっ子刑務官撮影会
　・音楽ライブ等各種イベント
　・フードコーナー

茨城県行政書士会開設事業について

第55回水戸矯正展

主催・　 水戸刑務所　☎029-272-2424問

　 　　 ☎55-2116　　 55-2771問 教御 FAX

予約・　 公益社団法人成年後見センター・
　　　　 リーガルサポート茨城支部
　　　　 ☎029-302-3166

問

日　　時 場　　所
10月8日(土)
10:00 ～ 15:00

那珂市　中央公民館
1階会議室1

10月15日(土)
10:00 ～ 15:00

日立市　多賀市民会館2階
201号室

10月22日(土)
10:00 ～ 15:00

おおみやコミュニティセンター
2階研修室3

10月29日(土)
10:00 ～ 15:00

常陸太田市生涯学習センター
講座室3

　 茨城県行政書士会　県北支部　☎0294-43-2735問

　 茨城県行政書士会　水戸支部　☎029-251-3101問

　 茨城県行政書士会事務局　☎029-305-3731問

日　　時 場　　所
10月14日(金)
16:00 ～ 17:00

イオンモール水戸内原　
2階イオンホール

10月15日(土)
16:00 ～ 17:00
10月16日(日)
16:00 ～ 17:00
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【上映番組】
「星空へのリクエスト～おなじ空の下で～」(上映時間25分)
〈あらすじ〉
　小学校5年生のテツヤが自作のラジオで聴いた「星空ポスト」は、その港街に暮らす人たち
の“星への想い”をつづる番組だった。人と人をつなぐ星、まだ見ぬ遠い命の星…リスナーと共
にテツヤの想いもまた、遥か宇宙の彼方へと広がっていく。ラジオから流れる美しい語りと音
楽が、今夜もまた、星が降る港街を夢と優しさに包みこむ。

○上映期間　　
　10月4日(火) ～ 12月28日(水)
○時　　間　　
　【平日】
　10:00 / 13:30
　【土・日曜日、祝日】  
　10:00 / 13:30 / 15:00
※20名以上の団体は上記時間以外
　でも上映します。

○観 覧 料
　【個人】
　 大人300円、小人100円、幼児50円
　【団体(20名以上)】
　 大人240円、小人  80円、幼児40円
○休 館 日
　　月曜日・第4火曜日(休館日が祝日の場合
　は、その翌日に休館)

パークアルカディア　プラネタリウム館上映番組のお知らせ

　 パークアルカディア プラネタリウム館
　 ☎57-6161
　 公益財団法人　常陸大宮市振興財団
　 ☎57-3325

問
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○日　　時　　10月29日(土)　10:00 ～ 15:00　　※予約の必要はありません
○場　　所　　水戸市福祉ボランティア会館(ミオス)　(水戸市赤塚1丁目1番地)
○費　　用　　無　料
○相談内容　　土地・建物に絡む紛争、金銭消費貸借等の紛争
　　　　　　　多重債務に関することなど
　　　　　　　夫婦関係、離婚、親族間の紛争、子の養育、扶養など
　　　　　　　相続、遺産分割に関する紛争など
　　　　　　　民事・家事の調停手続きなどに関すること
○相談担当者　　民事調停委員、家事調停委員
　　　　　　　(弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、税理士などの専門委員を含む)
○主　　催　　水戸調停協会

調停相談会の実施について

再生紙と植物油インクを
使用しています。

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ご覧いただけます。

◆休日・祝日の当番医◆　10/2 ～ 23 ＊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）

10/2 小泉医院 ☎52-0116 南那須青木医院 ☎88-6211 今井医院 ☎63-0320
9 志村大宮病院 ☎53-1111 阿久津クリニック☎83-2021 茂木中央病院 ☎63-1151

10 一貫堂クリニック ☎54-7777 烏山台病院 ☎82-2739 さとう耳鼻咽喉科クリニック ☎64-3341
16 岡崎外科医院 ☎52-0547 熊田診療所 ☎88-2136 もてぎの森「メディカルプラザ」☎64-1122
23 丹治医院 ☎53-2115 近藤クリニック ☎83-2250 桜井循環器科内科☎63-5131

◆救急医療二次病院◆ 常陸大宮済生会病院	 ☎52-5151
○24時間体制で、重症患者を受け入れています。

◆休日・夜間の急患◆
○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.ig.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）　※日曜日・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

　 水戸調停協会普及委員会　土門能夫　☎070-1570-5931問


