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P2 ○2019年工業統計調査を実施します
P2 ○ふるさと納税の見直しについて
P2 ○洪水時避難訓練に伴う緊急速報メール配信について
P2 ○防災行政無線などを用いた情報伝達訓練の実施について
P3 ○産前産後期間の国民年金保険料免除制度について
P3 ○出産祝い金が一部増額になります！
P3 ○上下水道料金の支払いは口座振替をご利用ください
P4 ○子育て短期支援事業（ショートステイ）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について
P5 ○2019年モザンビークサイクロン救援金のお知らせ
P5 ○風しん抗体検査及び風しん第５期予防接種について
P6 ○高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の一部助成について
P6 ○マタニティ・子育てタクシー助成について
P7 ○福祉タクシーと配食サービスの利用の条件等が変わりました！
P7 ○心身に障碍のある方に対する自動車税の減免制度について
P8 ○常陸大宮市住宅リフォーム資金補助金制度について
P18 ○休日・祝日の当番医（4/28〜5/26）

P9 ○久慈川の水質調査・水生生物調査参加者募集について
P9 ○農業入門レベルアップ講座の受講生募集について
P10 ○園芸〜たねダンゴを作ろう〜講座参加者募集！
P10 ○合気道レディース＆シニア一日体験参加者募集！
P11 ○「超入門！やさしい古文書」参加者を募集します！
P11 ○「古文書応援隊」を募集します！
P11 ○スクエアステップ体験教室開催のお知らせ
P12 ○母子家庭等自立促進講習会について
P12 ○常陸大宮市女性学級開設希望団体募集！
P13 ○人工肛門・人工膀胱をお持ちの皆様へ！

　オストメイト（人工肛門・人工膀胱保有者）の集い
P13 ○第11回恋の華咲くマッチングパーティー参加者募集
P14 ○いばらき防災大学（鹿嶋会場）参加者募集について
P15 ○�学卒求人受理説明会及び公正採用選考人権啓発推

進員研修会開催のお知らせ
P15 ○普通救命講習会（Ⅰ）の開催について

P15 ○「議会報告会」開催のお知らせ
P15 ○ふれあいギャラリーの催し物
P16-17 ○ロゼホール催し物ご案内

P18 ○日曜結婚相談会

No.396

お知らせ

募　　集

相　　談

イベント

市 の 主 な 施 設

2019（平成31年）

4/25

常陸大宮市役所（本庁） 52-1111
山方支所 57-2121
美和支所 58-2111
緒川支所 56-2111
御前山支所 55-2111
総合保健福祉センター（かがやき）54-7121
子育て世代包括支援センター（ぬくもり） 58-7780
総務経営課 52-0427
水道お客さまセンター 52-0427
施設管理課 53-7250
教育委員会生涯学習課山方分室 57-2903
教育委員会生涯学習課美和分室 58-2142
教育委員会生涯学習課緒川分室 56-5111
教育委員会生涯学習課御前山分室 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

５月の納税

納期限 ： 5月31日（金）

国民健康保険税【1期】
軽 自 動 車 税
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　工業統計調査は、我が国の工業の実態を明らか
にすることを目的とした統計法に基づく報告義務
がある重要な統計です。
　調査結果は中小企業施策や地域振興などの基礎
資料として活用されます。
　調査の実施にあたっては、統計
調査員が事業所を訪問しますので、
調査の趣旨・必要性をご理解いた
だき、ご回答をよろしくお願いし
ます。
問 本庁 総務部総務課情報・統計Ｇ
　　　  ☎52-1111　内線317

　地方税法の改正により、令和元年６月１日以降
の寄附については、総務大臣が指定した団体以外
への寄附はふるさと納税の対象とはなりません。
　総務大臣の指定団体かどうかの確認について
は、寄附をしようとする団体のふるさと納税の募
集ホームページ等で確認をお願いします。
問 本庁 総務部税務徴収課　
　　　  ☎52-1111　内線232

　久慈川流域の堤防が未整備な世喜地区（浸水想
定区域内）の住民を対象に、自助･共助を基本とし
た住民の避難要領の確立と防災意識を高揚するこ
とを目的とした洪水時の避難訓練を実施します。
　その際、下記のとおり緊急速報メールを配信しま
すので、災害と誤認のないようお願いいたします。

記
１　緊急速報メール配信日時
　　令和元年5月30日（木）
　　9:30及び11:00
２　配信内容
　　・１回目（9:30）
　　　「訓練避難勧告」
　　・２回目（11:00）
　　　「訓練避難勧告解除」

問 本庁 安全まちづくり課
　　　  ☎52-1111　内線119

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次
のとおり情報伝達訓練を行います。
　この訓練は、全国瞬時警報システム（Jアラート）

【※ 】を用いた訓練で、常陸大宮市以外の地域でも
様々な手段を用いて情報伝達訓練が行われます。

（１）訓練実施日時
　　令和元年5月15日（水）
　　11:00頃

（２）訓練で行う放送試験
　　・�市内に設置してある防災行政無線・戸別受

信機から、一斉に、次のように放送されます。
　　　
　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　

【※】Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃など
　 の緊急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬

時にお伝えするシステムです。

問 本庁 安全まちづくり推進課　
　　　  ☎52-1111　内線112

―お詫びと訂正―
　平成 31 年 4 月 10 日発行「広報常陸大宮
お知らせ版№ 395」11 ページ “【美和地域】
犬の登録と狂犬病予防集合注射日程表の変更
について ” の記事中、美和支所の問い合わせ
先に誤りがありました。
お詫びして訂正します。

（誤）☎５６－１１１１
（正）☎５８－２１１１

―お詫びと訂正―
　平成 31 年 4 月 10 日発行「広報常陸大宮
お知らせ版№ 395」21 ページ “ 心の健康相
談 ” の記事中、表記に誤りがありました。
お詫びして訂正します。

（誤） 相談は市の人権擁護委員がお受けし、
秘密は厳守します。

（正）削除※ 相談は人権擁護委員ではなく、
医師が対応するため。

お知らせ

洪水時避難訓練に伴う緊急速報メール
配信について

防災行政無線などを用いた
情報伝達訓練の実施について

2019年工業統計調査を実施します

ふるさと納税の見直しについて

上りチャイム音
＋「これは、Ｊアラートのテストです。」
＋「これは、Ｊアラートのテストです。」
＋「これは、Ｊアラートのテストです。」
＋「こちらは、防災常陸大宮です。」
＋ 下りチャイム音

放送内容

工業統計キャラクター
コウちゃん



3

広報 常陸大宮 お知らせ版　No.396　2019.4.25

　国民年金第１号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間の国民年金の保険料が免除されます。
　免除期間は出産予定日または出産日が属する月の前月から４か月間の国民年金保険料が免除になります。
　なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の３か月前から６か月間の間免除されます。
１　対象者（国民年金第１号被保険者）
　　・出産日が平成31年2月1日以降の方・・・妊娠85日（４か月）
２　申請場所
　　・常陸大宮市役所医療保険課
３　添付書類について
　　・出産前に届出をする場合・・母子健康手帳
　　・出産後に届出をする場合・・出産日は市町村で確認できるため原則不要
問 本庁 医療保険課医療・年金Ｇ　　　　☎52-1111　内線163
　　　  水戸北年金事務所お客様相談室　☎029-231-2283

　常陸大宮市では出産・子育てへの経済的支援を充実させることにより、少子化対策の促進を図るため、出
産祝い金を一部増額します。変更内容は以下のとおりです。

【変更前】　　　　　　　　 　 【変更後】
　第1子　　　 30,000円　　　第1子　　　 30,000円
　第2子　　　 30,000円　　　第2子　　　 50,000円（増額）
　第3子　　　� 50,000円　　　第3子　　　 70,000円（増額）
　第4子　　　100,000円　　　第4子　　　100,000円
　第5子以上　200,000円　　　第5子以上　200,000円
　※出生の届出の際に出産祝い金の申請を行います。本庁又は各支所で手続きをお願いします。
○出産祝い金増額支給対象者
　常陸大宮市に住所があり、平成31年４月１日以降にお子さんを出産した方又はその子を養育する方
○必要なもの
　①印鑑
　②口座情報がわかるもの　
申込・問 本庁 こども課　　　　　　　☎52-1111　内線137
　　　　山支 総合窓口・地域振興G　☎57-2121
　　　　美支 総合窓口・地域振興G　☎58-2111
　　　　緒支 総合窓口・地域振興G　☎56-2111
　　　　御支 総合窓口・地域振興G　☎55-2111

　上下水道料金の支払いに口座振替を利用すると、振替日に指定口座から自動的に料金が納入されます。
支払いに行く手間や払い忘れもなく、大変便利です。
　ぜひ、便利で安心な口座振替をご利用ください。
　なお、預貯金残高が不足にならないよう、振替日前日までに入金をお願いします。振替日に振替でき
なかった場合、振替は行っておりませんのでご注意ください。
○振替日
　毎月25日（土・日曜日、祝日にあたる場合は翌営業日）
　※窓口での手続き後、口座振替が適用されるまでの１～２か月は、納付書でお支払いください。
○申込方法
　次の金融機関（本店・各支店）の窓口でお申し込みください。
　・常陽銀行・筑波銀行・茨城県信用組合・東日本銀行・常陸農業協同組合（支店のみ）・水戸信用金庫
　・烏山信用金庫・中央労働金庫・ゆうちょ銀行※郵便局内に窓口がございます。
○申込みの際に必要なもの
　・通帳など口座番号がわかるもの・通帳の届出印　・お客様番号がわかるもの（納入通知書など）
　※口座振替依頼書（申込用紙）は、市内の金融機関及び水道お客さまセンター・各支所にあります。
問 常陸大宮市水道お客様センター　☎52-0427

産前産後期間の国民年金保険料免除制度について

出産祝い金が一部増額になります！

上下水道料金の支払いは口座振替をご利用ください
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　子育て短期支援事業は、保護者の疾病その他の理由により家庭で養育を受けることが一時的に困難と
なった児童を、市と契約した児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業です。　
○利用対象者
　満18歳未満の児童の保護者（児童を現に監護する方）で、次のいずれにも該当する方
　（１）市内に住所を有する方
　（２）次の理由により、家庭で対象児童を養育することが一時的に困難であると市長が認めた方
　　　ア　疾病、育児疲れ、育児不安その他の身体上または精神上の理由
　　　イ　出産、看護、事故、災害、失踪その他の家庭養育上の理由
　　　ウ　冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加その他の社会的な理由
　　　エ　その他の理由
　【注意】下記の（１）～（４）に該当する児童の場合は利用が出来ません。
　（１）感染症その他の感染性疾患を有し、他の児童等に伝染するおそれがある場合
　（２）疾病等により、医療機関で治療を受ける必要があると認められる場合
　（３）専門的な看護等を必要とし、集団での生活が困難であると認められる場合
　（４）委託した施設において養育することが困難であると認められる場合
○利用期間
　１回当たり７日間以内。原則として利用者が児童養護施設等へ送迎を行います。
○利用の登録
　事業の利用を希望する方は、利用登録申請書をこども課に提出し、事前に利用登録をしてください。
○利用の申請
　登録後、施設の利用を希望する方は、利用申請書をこども課に提出してください。
　※�利用希望日時に施設に空きがない場合など、利用できない場合もありますので、あらかじめご了承
ください。

　※入所施設等、詳しくは下記までお問い合わせください。
問 本庁 こども課　☎52-1111　内線137

　３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】　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。
問 本庁 こども課　☎52-1111　内線137

子育て短期支援事業（ショートステイ）について

市内保育園等給食食材の放射性物質測定結果について

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
長ねぎ 検出せず 検出せず

あゆみ
キャベツ 検出せず 検出せず

人参 検出せず 検出せず 人参 検出せず 検出せず

山方
白菜 検出せず 検出せず

大宮みのり
白菜 検出せず 検出せず

キャベツ 検出せず 検出せず 人参 検出せず 検出せず

美和
精米 検出せず 検出せず

野上
えのき 検出せず 検出せず

白菜 検出せず 検出せず キャベツ 検出せず 検出せず
大宮聖愛
大宮聖慈

人参 検出せず 検出せず
緒川げんき

精米 検出せず 検出せず
白菜 検出せず 検出せず

さくら
大根 検出せず 検出せず

御前山
人参 検出せず 検出せず

えのき 検出せず 検出せず じゃがいも 検出せず 検出せず
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　アフリカ南部モザンビークに上陸したサイクロンによる被災地域の家屋・建物への損害は甚大で、近
隣国のジンバブエとマラウイも襲い、両国でも死者や行方不明者、家屋、農作物への被害が発生してい
ます。この災害により被災された方々を支援することを目的として、下記のとおり救援金を受け付けます。

記
〈日本赤十字社常陸大宮市地区〉
○救援金の名称　2019年モザンビークサイクロン救援金
○受付期間　　　令和元年6月30日（日）まで
○救援金受付口座
　常陽銀行　本店営業部　普通預金　89731　日本赤十字社　茨城県支部
　※備考欄に「2019年モザンビークサイクロン救援金」とご記入ください。
　郵便振替　00110-2-5606　日本赤十字社
　※通信欄に「2019年モザンビークサイクロン救援金」とご記入ください。
○救援金受付窓口
　日本赤十字社常陸大宮市地区窓口（本庁社会福祉課内及び地域創生部各支所）
　※税の軽減を受ける方は、下記にお問い合わせください。
○救援金の流れ
　�上記の窓口でお預かりした救援金は、日本赤十字社茨城県支部を経由して、各国赤十字社と国際赤十
字・赤新月社連盟が実施する救援活動の支援に充てられます。

○その他
　不明な点がありましたら、お問い合わせください。

問い合わせ先：日本赤十字社常陸大宮市地区（常陸大宮市保健福祉部社会福祉課内）
　　　　　　　☎52-1111　内線132・134

　これまでに風しんの予防接種の機会がなく、抗体が低い世代の男性に対し、3か年で段階的にクーポ
ン券を送付し、風しんの抗体検査、及び抗体が低い場合の風しんの予防接種を公費で行います。

○対象者
　市内に住所を有する昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性
○令和元年度クーポン券送付対象者
　昭和47年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性
　5月から順次送付しますので詳細については通知をご覧ください。
　※�今年度クーポン券送付対象外の方も、希望により抗体検査及び風しんの予防接種を受けられますの
で、下記までお問い合わせください。

○期間
　〈風しん抗体検査〉令和2年2月29日まで
　〈風しん第5期予防接種〉令和2年3月31日まで
　※上記の期間を過ぎた場合は、下記までお問い合わせください。
○その他　
　転入した方で抗体検査を希望する方は、下記までお問い合わせください。

申込・問 かがやき 健康推進課・母子保健G ☎54-7121
　　　　山支 総合窓口・地域振興G ☎57-2121
　　　　美支 総合窓口・地域振興G ☎58-2111
　　　　緒支 総合窓口・地域振興G ☎56-2111
　　　　御支 総合窓口・地域振興G ☎55-2111

2019年モザンビークサイクロン救援金のお知らせ

風しん抗体検査及び風しん第５期予防接種について
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○接種期間（助成期間）　令和2年3月31日まで
○対象者　�市内に住所を有する方で、今までに高齢者肺炎球菌ワクチン（23価肺炎球菌莢膜ポリサッカ

ライドワクチン）を受けたことがない方で下記に該当する方
　【定期接種】　
　　65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上（今年度内に到達する年齢）の方
　　→５月末に個人宛に「高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種予診票兼受診券」を郵送
　【任意接種】　
　　66歳以上の定期接種対象年齢以外の方
　　→下記窓口に申請のうえ「高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種予診票兼受診券」の交付を受けてください。
　　　※�60歳以上65歳未満で身体障害者手帳1・2級及び内部障害の3級を有する方は定期接種または

任意接種の該当になります。身体障害者手帳を下記窓口に持参のうえ、「高齢者肺炎球菌ワクチ
ン予防接種予診票兼受診券」の申請をし、交付を受けてください。　

○公費助成額　4,000円
　　　　　　　※�生活保護世帯に属する方は、全額助成になります。「生活保護受給証」を持参のうえ、

下記の窓口にて事前に「個人負担免除券」の申請をし、交付を受けてください。
○接種方法　�事前に郵送または窓口で交付した「高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種について」を確認のう

え、「高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種予診票兼受診券」を持参し医療機関で予防接種を受
けてください。

○医療機関　指定医療機関（予診票交付時に配付する「協力医療機関一覧」をご覧ください）
○その他　　転入した方等で接種を希望する方は下記までお問い合わせください。
申請・問 かがやき 健康推進課・母子保健G ☎54-7121
　　　　山支 総合窓口・地域振興G ☎57-2121
　　　　美支 総合窓口・地域振興G ☎58-2111
　　　　緒支 総合窓口・地域振興G ☎56-2111
　　　　御支 総合窓口・地域振興G ☎55-2111

　妊産婦と４歳未満のお子さんが、健康診査や予防接種、出産に伴う入退院時に利用するタクシー料金
の一部を助成します。
○対象者　　妊産婦
　　　　　　乳幼児（４歳未満）
○助成料金

○申請に必要な書類
　　①常陸大宮市マタニティ・子育てタクシー事業助成交付申請書兼請求書
　　②親子（母子）健康手帳等（利用目的がわかるもの）
　　③タクシーの領収書
　＊申請書は健康推進課（かがやき）窓口にあります。また、市のホームページからもダウンロードできます。
　　印鑑、振込先口座番号がわかるものをお持ちください。
申請・問 かがやき 健康推進課・母子保健G　☎54-7121

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の一部助成について

マタニティ・子育てタクシー助成について

タクシー利用料金 利用者負担額 助成額
1,000円以下 400円

利用料金から左記の利用者負
担額を控除した額

1,001円～2,000円 800円
2,001円～3,000円 1,200円
3,001円～4,000円 1,600円
4,001円～5,000円 2,000円
5,001円～ 利用料金から3,000円を控除した額 3,000円
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【福祉タクシー利用料金助成事業】
　医療機関に通院する場合、各種福祉行事への参加、または市役所（支所を含む）及び市内の公の施設を
利用するときに限られていた、福祉タクシーの利用範囲の制限を撤廃し、また、申請できる対象者を拡
大します。
　※年48回（申請月により回数が異なる）までの利用回数に変更はありません。
○変更点

【配食サービス事業】
　老衰、心身の障

しょうがい

碍及び疾病等の理由により調理が困難な方の利用対象者を拡大します。
○変更点

【申請方法等】
　・本庁及び各支所で申請することができます。
　・各種手帳等の交付を受けている方は申請の際、必ず手帳等の提示をお願いします。
　・認め印で結構ですので、印鑑をご持参ください。
問 本庁 長寿福祉課　☎52-1111　内線175

○減免対象者
　身体障害者手帳・戦傷病者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳をお持ちの方
　※障

しょうがい

碍の区分、等級により減免できない場合があります。
○減免の対象となる自動車
　心身に障

しょうがい

碍のある方が通院・通学・通所若しくは生業のため使用する自動車
　※障

しょうがい

碍のある方１人に対し、１台が対象です。
○申請方法
　必要な書類をお持ちのうえ、県税事務所へ来所し申請してください。
　※減免の要件により必要な書類等が異なりますので、県税事務所にお問い合わせください。
○申請時期
　平成31（2019）年度から減免を受ける場合は、令和元年5月31日（納期限）までに申請してください。
　※5月31日（納期限）を過ぎると翌年度からの減免となります。
●�新車、中古車自動車新規登録に係る減免や自動車取得税の減免については、登録日から30日以内に
水戸県税事務所自動車税分室（茨木運輸支局内）で申請してください。
●軽自動車の減免申請については、お住いの市役所・町村役場にお問い合わせください。
問 茨城県常陸太田県税事務所　収税第一課　☎0294-80-3314

平成３１年４月１日から福祉タクシーと配食サービスの利用の条件等が変わりました！

心身に障
しょうがい
碍のある方に対する自動車税の減免制度について

変更点 平成31年3月31日まで（変更前） 平成31年4月1日から（変更後）

利用範囲 ・医療機関への通院
・公共施設への利用 制限なし

対象者
・満65歳以上の方
・身体障害者手帳の交付を受けている方
・療育手帳の交付を受けている方

左記に加え、以下２項目を追加
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
・難病の医療受給者証の交付を受けている方

変更点 平成31年3月31日まで（変更前） 平成31年4月1日から（変更後）

対象者
・満65歳以上で、ひとり暮らしの方
・高齢者のみ世帯に属する方
・在宅の身体障

しょうがい

碍者

左記に加え、以下3項目を追加
・療育手帳の交付を受けている方
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
・難病の医療受給者証の交付を受けている方
※ 親族が近隣に居住している等対象になら

ない場合があります。
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　本市では、市内経済及び市民生活の安定化を図るため、市内の施工業者によって、個人住宅のリフォー
ム工事を行う市民に対する補助制度を、昨年度に引き続き実施しています。

○リフォーム工事の定義
　住宅の修繕、改築、増築、模様替え、耐震工事等
　（火災、風水害震災、その他の自然災害による場合を除く）
　※東日本大震災による修繕工事は対象となりません。

○補助対象住宅
　・市民が市内に所有する個人住宅
　・市民が市内に所有する併用住宅のうち個人住宅部分

○補助対象工事（次のすべてに該当）
　・着工前のリフォーム工事
　・消費税を除いた工事費が20万円以上
　・市内に住所及び事業所を有する個人事業主又は市内に本店を有する法人が行う工事
　・�４月１日以降の交付決定後に着工し、翌年３月末日までに完了し、かつ、実績報告書が提出するこ
とができる工事

○補助額
　・20万円以上100万円未満の工事・・・10％以内の額（千円未満切り捨て）
　・100万円以上の工事・・・10万円以内

○補助対象者（次のすべてに該当）
　・市内に住所を有する方
　・補助対象住宅に３年以上居住していること
　・補助対象住宅の所有者であること
　・市税等を滞納していないこと
　・過去にこの補助を受けていないこと
　・市で実施している他の同様の補助を受けていないこと

○申請手続
　補助金申請書に記入・押印し、必要書類を添え、申請者または代理人が、本庁商工観光課へ提出して
ください。
　※申請は必ず着工前に行ってください。（着工後の申請は受付できません）
　※�工事終了後、補助事業が完了した日から起算して20日以内、または翌年３月末日までのいずれか
早い日までに、添付書類を添えて実績報告書を提出していただきます。

申請・問 本庁 商工観光課　☎52-1111　内線275

常陸大宮市住宅リフォーム資金補助金制度について
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　身近な水環境を簡単なキットを使用して、全国で一斉に調査を行います。
　水環境の様子が良くわかりますので、この機会にぜひ、ご参加ください。
○開 催 日　　令和元年６月８日（土）
○時　　間　　9:30〜11:30
○場　　所　　市内富岡橋上流（河川敷）
○講　　師　　茨城県環境アドバイザー　中村　恵美子氏
○内　　容　　久慈川の水質調査・川にすむ生物調査など
○対 象 者　　市内在学小・中学生以上（小学生の場合、親同伴でご参加ください）
○定　　員　　20名程度
○費　　用　　無料
○持 ち 物　　帽子、タオル、サンダル、網、筆記用具、着替え等　
　　　　　　　※水に入ってもよい服装で参加願います。
○申込期間　　平成31年4月26日（金）〜令和元年6月5日（水）
　　　　　　　※土・日・祝日を除く
○申込方法　　�電話またはFAXで、住所、氏名、年齢、電話番号を
　　　　　　　お知らせのうえ、お申し込みください。
問 常陸大宮市環境市民会議事務局（本庁 生活環境課）
　　　  ☎52-1111　内線122
　　　  FAX 53-5415

　常陸大宮市在住で、他産業を退職して農業に従事している方や、農業に従事して間もない方、または
新しく農業を始めようとする方で、直売所やJA等に農作物の出荷販売を目指している方のための講座
を開催します。

○実施期間　　令和元年５月〜12月（７回）
○講座内容　　�野菜（ナス、トマト、あやめ雪カブ、カリーノケール）の栽培方法・作物栽培の基本技術

の講義、現地研修等
○開 講 式　　令和元年5月21日（火）9:30から
　　　　　　　道の駅常陸大宮かわプラザ多目的室（常陸大宮市岩崎717-1）
○申 込 み　　�市役所産業観光部農林振興課、各支所、JA常陸大宮営農経済センター、常陸大宮地域農

業改良普及センターで受け付けます。
○募集期間　　令和元年5月14日（火）までにお申し込みください。
　　　　　　　詳しくは下記までお問い合わせください。
　　　　　　　※応募者が多数の場合は選考とさせていただく場合
　　　　　　　　があります。
申込・問 常陸大宮市産業観光部農林振興課　　☎52-1111
　　　　ＪＡ常陸大宮営農経済センター　　　☎52-4510
　　　　常陸大宮地域農業改良普及センター　☎53-0116

久慈川の水質調査・水生生物調査参加者募集～身近な水環境の全国調査～

農業入門レベルアップ講座の受講生募集について

募　　集
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○日　　時　　令和元年６月４日（火）　9:30～11:30
○場　　所　　緒川総合センター
○対　　象　　市内に在住する方
○募集人数　　20人
○参 加 費　　材料費　1,500円（プランター代、土代含む）
○内　　容　　 東北での「花と緑の復興支援活動」から生まれた「たねダンゴ」。日本家庭園芸普及協会が

推進する種まきの方法で、じかに種をまくより失敗しにくく、ダンゴを作る過程も楽し
めます。

　　　　　　　是非どなたでもお気軽にご参加ください。
○講　　師　　グリーンアドバイザー　小瀬　梅子　先生
○申込方法　　参加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　　令和元年５月21日（火）
※持ち物は特にありません。汚れてもいい服装でお越しください。　
問 生涯学習課緒川分室　☎56-5111　 FAX 56-5112

○日　　時　　令和元年６月11日（火）　9:30～11:30
○場　　所　　西部総合公園体育館トレーニングルーム（常陸大宮市工業団地25）
○対 象 者　　中学生以上の女性・シニア男子
　　　　　　　市内在住通学通勤の初心者の方
○参 加 費　　300円（保険料等）※当日集金します
○募集人数　　20名程度
○講　　師　　公益財団法人合気会公認指導員
○持 ち 物　　飲み物、タオル等
　　　　　　　運動のできる服装でご参加ください。（長袖・長ズボン）
○申込方法　　申込書に必要事項を記入し、直接またはFAXでお申し込みください。
○申込期限　　令和元年６月２日（日）17:00まで
申込・問 常陸大宮市体育協会事務局（西部総合体育館内）　　☎52-5223　 FAX 52-5224
　　　 問 常陸大宮市合気道連盟　会長　木村司郎　☎080-6645-1498

園芸～たねダンゴを作ろう～講座参加者募集！

合気道レディース＆シニア一日体験参加者募集！

き　り　と　り （FAXの場合はきりとり不要）

き　り　と　り （FAXの場合はきりとり不要）

園芸～たねダンゴを作ろう～講座参加申込書

合気道レディース＆シニア一日体験参加申込書

※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。

氏名 フリガナ 住所 電話番号 性別 生年月日

氏名 フリガナ 住所 電話番号 年齢
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　スクエアステップは、幅1m、長さ2.5mのマットに描かれた40個のマス目を縦・横・斜めにステップを踏みながら移動
する運動です。自分でやっても他者がやるのを見ても、笑いがこみ上げてくる不思議な楽しさがあります。
　2月と3月に計6回実施した体験教室では、約40名が参加し、アンケートでは97％の方が満足したとの結果が出ています。
　また、スクエアステップは筑波大学の先生が考案したもので、ステップを踏むことで転倒予防や認知症予防の効果があ
ることが科学的に証明されています。健康な方はもちろんのこと、ゆっくりと歩くことができる方なら、どなたでも参加でき
ますので、皆さんの参加をお待ちしています。
○期　　日　　�5月24日、6月14日・28日、7月12日・26日、8月23日、9月13日・27日、10月11日�

（全9回、すべて金曜日）
○時　　間　　13:30～15:30
○会　　場　　おおみやコミュニティセンター２階多目的ホール
○対 象 者　　どなたでもご参加できます。
○募集人数　　50名
○参 加 費　　2,000円（初回参加時に徴収、保険料含む）
○持 ち 物　　体育館シューズ、汗拭きタオル、飲み物、筆記用具
○申込方法　　申込書に必要事項を記入の上、文化スポーツ課窓口に提出またはFAXでお申し込みください。
○申込期間　　平成31年4月25日（木）～定員（50名）に達するまで
申込・問 本庁 文化スポーツ課　☎52-1111　内線342　FAX 53-6502

スクエアステップ体験教室開催のお知らせ

き　り　と　り （FAXの場合はきりとり不要）
スクエアステップ体験教室参加申込書

※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。

氏名 フリガナ 住所 電話番号 備考

　文書館では、初心者向け古文書講座「超入門！
やさしい古文書」を開講します。
　古文書を初めて読む方向けの初級講座ですの
で、お気軽にご参加ください。くずし字の初歩か
ら始めて、地域に残る古文書を読めるようにス
テップアップしていきましょう！
○日　程　毎月第一または第二日曜日　
　　　　　9:30～11:00（90分）
5月19日／6月2日／7月7日／8月4日／9月1日
／10月6日／11月10日／12月1日／1月5日／2
月2日／3月1日
※日程は変更になる場合があります。
○場　所　文書館会議室
○講　師　文書館職員
○受講料　無料
　　　　　※資料代が発生する場合があります。
○定　員　20名
○申込み　�電話、ＦＡＸ、メールのいずれかでお

申し込みください。氏名、住所、電話
番号をお教えください。

問 常陸大宮市文書館　☎52-0571
　　　　　　　　　　 FAX 52-0851
　  bunsho@city.hitachiomiya.lg.jp

　古文書応援隊は、地域に残る古文書等の歴史史料を整理し
て、誰もが利用しやすいように目録を作り、読み下して公開す
る等の業務のお手伝いをしていただくボランティア活動です。
　活動をとおして古文書にじかに触れることができ、くずし字
を読む練習にもなります。文書館職員とともに、地域の文化
遺産を保全する手助けや講演会等の関連行事のお手伝いを
してくださる方を募集します。
○対象者　�高校生以上で、文書館の活動に関心の

ある方（古文書を初めて扱う方も可）
○主な活動内容
　・古文書の整理、解読、補修等
　・フスマの解体や下張り文書の整理
　・古文書の所在に関する情報提供
　・文書館主催事業への参加協力
○活動日　毎月第一または第二日曜日　
　　　　　13:30～15:30
5月19日／6月2日／7月7日／8月4日／9月1日
／10月6日／11月10日／12月1日／1月5日／2
月2日／3月1日
※日程は変更になる場合があります。
○場　所　常陸大宮市文書館（北塩子1721番地）
○報　酬　無償ボランティアとなります。
○申込み　�電話、FAX、メールのいずれかでお申し込みくだ

さい。氏名、住所、電話番号をお教えください。
問 常陸大宮市文書館　☎52-0571
　　　　　　　　　　 FAX 52-0851
　  bunsho@city.hitachiomiya.lg.jp

「超入門！やさしい古文書」参加者を募集します！ 「古文書応援隊」を募集します！
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　茨城県母子寡婦福祉連合会母子・父子福祉センターでは、母子家庭等の就業支援をするため、「介護職
員初任者研修」「介護事務講座」を実施しますので、ぜひお気軽にお申し込みください。

①「介護職員初任者研修」
　○日　　時　　令和元年６月９日（日）から全14日間、全日日曜日実施
　　　　　　　　9:00～17:00
　○費　　用　　テキスト代（6,000円）、ボランティア保険加入代（392円）
　○募集人数　　20名（応募多数の場合は抽選）
　○申込期限　　令和元年５月28日（火）
　○そ の 他　　レポート提出あり（４回）

②「介護事務講座」
　○日　　時　　令和元年11月10日（日）から全８日間、全日日曜日実施
　　　　　　　　10:00～16:00
　○費　　用　　テキスト代（3,000円）、ボランティア保険加入代（224円）、試験代（6,500円）
　○募集人数　　20名（応募多数の場合は抽選）
　○申込期限　　令和元年９月30日（月）

　○場　　所　　茨城県母子寡婦福祉連合会　ラーク・ハイツ会議室（水戸市八幡町11番52号）
　○対 象 者　　ひとり親家庭の母、父及び寡婦
　　　　　　　　※講習を全日程出席でき今後就労を希望する方
　　　　　　　　※託児所利用可（事前登録要、２歳児以上）
　○申込方法　　直接お電話にてお申し込みください。

申込・問 社会福祉法人　茨城県母子寡婦福祉連合会　母子・父子福祉センター（水戸市八幡町11番52号）
　　　　☎029-221-8497

　女性が暮らしの中から課題を見つけ、共に学習をし、教養と生活を高めるともに、仲間づくりを進め
ることを通して、住みよい地域づくりを目指して活動する団体・グループを支援します。

○対　　象　　市内に在住する女性団体・グループ等（概ね15人以上）
○内　　容　　�女性団体・グループの自主運営での学習活動となります。団体・グループ内で話し合い、

自分たちで学習したい内容を自由に設定できます。
○開設期間　　令和元年５月～令和２年３月
○開設場所　　希望する市内の公共施設等
○支援内容　　�教育委員会では、学級活動の支援（学習内容の相談、講師の紹介、交渉、講師謝金等の

費用負担）をします。
○応募方法　　団体・グループ（概ね15人以上）で女性学級開設のお申し込みをしてください。
　　　　　　　【�団体数に制限がありますので、多数の申し込みがある場合は、抽選となる場合があり

ます。】
　　　　　　　※�応募に関しては、記載していただく書類等がありますので、教育委員会生涯学習課ま

でお問い合わせください。
○申込期限　　令和元年５月24日（金）

申込・問 常陸大宮市教育委員会生涯学習課（市役所３階）　☎52-1111　内線334
　　　　  syougaigakusyu@city.hitachiomiya.lg.jp

母子家庭等自立促進講習会について

常陸大宮市女性学級開設希望団体募集！
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○日時
　令和元年6月2日（日）　10:00～15:00（受付開始　9:30）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○場所
　「ホリゾンかみね」2階研修室（日立市神峰町3381）
　☎0294-22-2045

○内容　
　あなたのQOL（生活の質）を高めるオストミー講習会
　①講演「ストーマケアについて」
　　講師／北茨城市民病院　看護師長・皮膚排泄ケア認定看護師　
　　　　　嶋本　裕子　先生
　②ストーマケア悩みごと相談
　　（講師・協会認定ピアサポーター対応）
　③ストーマ用装具の展示・説明

○参加費　
　1,000円（弁当・飲料）同伴者も同じ

○申込先
　公益社団法人日本オストミー協会茨城県支部事務局　増田（ましだ）　
　☎090-1731-1630
　参加ご希望の方は、令和元年5月27日（月）までに電話でご連絡ください。

　結婚を希望する皆さん、すてきな相手との出会いを求め、婚活パーティーに参加してみませんか。
　いばらきマリッジサポーターは茨城県から委嘱され、結婚相談や出会いの仲介・お見合いをサポート
するボランティアです。たくさんの方のご応募お待ちしています。
○日　　時　　令和元年6月23日（日）13:00～16:30（受付/12:30～）
○場　　所　　ホテルクリスタルパレス（ひたちなか市大平1-22-1　☎029-273-7711）
○対 象 者　　25歳～45歳までの独身男女　※住所は問いません。
○募集人数　　男女各20名（応募者多数の場合は抽選）
○参 加 費　　男性3,000円　女性2,000円（当日集金します。）
○そ の 他　　・�参加決定者のみ、6月11日頃までに決定通知書を郵送します。通知がない場合は、抽

選漏れとご理解ください。
　　　　　　　・�参加決定後の無断キャンセルおよび6月20日以降のキャンセルは、キャンセル料（参

加費全額）が発生します。
○持 ち 物　　決定通知書に同封の「自己紹介カード」を当日ご持参ください。
○申込方法　　�氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業、趣味を記入のうえ、メールまたはFAXでお

申し込みください。（電話申込不可）
　　　　　　　※マリッジサポーターに依頼している場合は担当サポーター名を記入してください。
○申込期限　　令和元年５月31日（金）
○申 込 先　　【メール】マリサポ活動協議会：ibarakimarisapokenpoku1@gmail.com
　　　　　　　【F�A�X】川野和彦：0295-58-2957（受付／正午～14:00）
問 いばらきマリッジサポーター県北地域活動協議会会長　川野和彦
　 ☎090-2467-0207（受付／正午～14:00）

第11回恋の華咲くマッチングパーティー参加者募集　　

人工肛門・人工膀胱をお持ちの皆様へ！オストメイト（人工肛門・人工膀胱保有者）の集い
～一人で悩まず、仲間と共により良いストーマ生活を～
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いばらき防災大学開講！
鹿嶋会場の参加者募集のお知らせ

　大好評の「いばらき防災大学」を鹿嶋市で開講します！
　防災に関する幅広い分野の講義や自主防災活動に役立つ構成となっておりますの
で、ぜひ御参加ください！
　★修了者は防災士試験の受験資格が得られます。

【開講期間】　第１日目：令和元年（2019年）6月29日（土）�9時30分～16時20分
　　　　　　第２日目：令和元年（2019年）6月30日（日）�9時45分～16時20分
　　　　　　第３日目：令和元年（2019年）7月14日（日）�9時25分～16時30分
　　　　　　第４日目：令和元年（2019年）7月27日（土）�9時45分～14時25分

【開講場所】　鹿嶋勤労文化会館（鹿嶋市宮中325番地1）
【主な内容】　自主防災活動、地震・風水害対策などに関する講義（全４日間）
　　　　　　＊特別な資格・予備知識等は必要ありません。
　　　　　　＊講義以外の科目についてレポート（穴埋め式）提出が必要になります。
　　　　　　＊防災士になるには、普通救命講習の受講が必要です。

【募集人員】　160名（先着順。定員に達した時点で受付終了）
　　　　　　＊申込期限は令和元年５月24日（金）です。

【受 講 料】　無料　
　　　　　　＊ 防災士試験を受験する場合には、別途受験料・教本代が必要です。詳細は特定非

営利活動法人日本防災士機構のホームページを参照ください。
　　　　　　　　→http://bousaisi.jp/

【アクセス】　鹿島神宮駅からタクシーあり（所要時間約５分）　　無料駐車場あり

○「いばらき防災大学」は、「茨城県弘道館アカデミー」の登録事業です。
　茨城県弘道館アカデミーについては以下のURLをご参照ください。
　https://www.gakusyu.pref.ibaraki.jp/koudoukan_academy/

受講申込書に記入し、市町村の防災担当課まで
＊申込書は県防災・危機管理課ホームページからダウンロードできます。
＊申込書は、下のお問合せ先でも配布しております。

□茨城県�防災・危機管理課�防災担当
　（TEL：029-301-2885、FAX：029-301-2898）
　Email:bousai@pref.ibaraki.lg.jp
□お近くの市町村の防災担当課

申込方法

問い合せ先
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　ハローワーク常陸大宮では、事業主を対象に、
学卒求人受理説明会及び公正採用選考人権推進員
研修会を以下のとおり開催しますので、ご参加く
ださい。
日時・場所
　〈常陸太田会場〉
　令和元年５月28日（火）
　13:30～15:30（受付開始:13:00）
　常陸太田市役所３階大会議室
　（常陸太田市金井町3690）

　〈常陸大宮会場〉
　令和元年５月30日（木）
　13:30～15:30（受付開始:13:00）
　くりえーとセンター大宮
　（常陸大宮市工業団地1-34）
問 ハローワーク常陸大宮　学卒担当
　 〒319-2255　
　 常陸大宮市野中町3083-1
　 ☎0295-52-3185　
　 FAX 0295-52-2068

○日　　時　令和元年5月25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　
　令和元年5月7日（火）～5月20日（月）
○受 講 料　無料
○申込方法　下記問合せ先にお電話ください。
※講習修了証を発行します。
申込・問 常陸大宮市東消防署救急G
　　　　☎0295-54-0119

　市議会では、意見交換会を主にした議会報告会
を開催します。
　この報告会は、市民の皆さんと議会議員が向き
合って、貴重なご意見を直接お聞きし、意見交換
をする機会であります。どなたでも参加できます
ので、お気軽に会場へお越しください。
多くの皆さんの参加をお待ちしています。
○内　容
　・各常任委員会の活動報告について
　・特別委員会の概要について
　・意見交換会のテーマ：『地域の現状と課題』
　　　　　　　　　　　：『少子高齢化について』
○日　時　令和元年5月21日（火）
　　　　　14:00～
○場　所　おおみやコミュニティセンター
　　　　　２階　多目的ホール
　　　　　山方農林漁家高齢者センター　
　　　　　１階　ホール
問 議会事務局　☎52-1111　内線414

　会員による作品展を開催します。多くの皆さん
のご来場をお待ちしています。

「第６回 押し花合同作品展」
○開催期間　
　令和元年5月17日（金）～5月19日（日）
　10:00～17:00＊最終日は15:00まで。
○主　　催　サロン花工房・コスモスの会
　　　　　　代表　久和野さた
＊はがき作りの体験ができます
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、大宮公民館へお問い合わせください。
問 大宮公民館　☎52-0673

ふれあいギャラリーの催し物普通救命講習会（Ⅰ）の開催について

「学卒求人受理説明会及び公正採用選考
人権啓発推進員研修会」の開催のお知らせ

「議会報告会」開催のお知らせ
～皆さんの“生の声”をお聞かせください～

イベント
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再生紙と植物油インクを
使用しています。

－「広報 常陸大宮 お知らせ版」　次回の発行は5月10日（金）です。－

相　　談

　市では毎月第３日曜日に結婚相談会を開催しています！
　結婚を希望する方やその親御さん等に結婚応援サポーターが親身になって対応します。相談会は予約
優先となりますので、できるだけ予約のうえご来場ください。
○予約先　　常陸大宮市役所こども課
　　　　　　電話：0295-55-8069（直通）
　　　　　　アドレス：marriage@city.hitachiomiya.lg.jp
※６月の開催日は16日（日）です。
○常陸大宮市結婚応援サポーターとは？
　�　市の委嘱を受け、結婚活動の支援に理解と熱意のある市内在住のボランティアです。
　�　結婚を希望する方や親御さんからの相談に親身になって対応したり、マッチングのお手伝いをした
りします。お気軽にご相談ください。

問 こども課　☎52-1111　内線140

日曜結婚相談会

電話で確認してからお出かけください。
◆休日・祝日の当番医◆　4/28～5/26 ＊病院名・電話番号

○市内の医療機関の診療時間は、9:00～正午です。
　（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。

◆救急医療二次病院◆
○24時間体制で、重症患者を受け入れています。
◆休日・祝日の当番医◆
○医療機関案内 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/
○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 24時間365日
　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　  ☎03-5367-2367
　茨城おとな救急電話相談 24時間365日
　プッシュ回線の固定電話、携帯電話から　＃7119　　すべての電話から　  ☎03-5367-2365
※茨城県救急医療情報コントロールセンターで実施していた医療機関案内は、平成31年3月31日で終了しました。

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）
4/28 丹治医院� ☎53-2115 塩谷医院� ☎88-2055 茂木中央病院� ☎63-1151
29 大曽根内科小児科�☎52-0302 滝田内科医院� ☎82-2544 さとう耳鼻咽喉科クリニック�☎64-3341
30 志村大宮病院� ☎53-1111 佐藤医院� ☎96-2841 もてぎの森「メディカルプラザ」�☎64-1122
5/1 志村大宮病院� ☎53-1111 七合診療所� ☎82-2781 桜井循環器科内科�☎63-5131
2 志村大宮病院� ☎53-1111 林田医院� ☎88-2056 吉永医院� ☎63-2303
3 エヌ・ティークリニック�☎55-8865 白寄医院� ☎92-2710 今井医院� ☎63-0320
4 緒川クリニック� ☎54-3331 水沼医院� ☎84-0001 茂木中央病院� ☎63-1151
5 休診 鈴木整形外科� ☎96-2811 さとう耳鼻咽喉科クリニック�☎64-3341
6 大曽根内科小児科�☎52-0302 山野クリニック� ☎84-3850 もてぎの森「メディカルプラザ」�☎64-1122
12 志村大宮病院� ☎53-1111 飯塚病院� ☎92-2034 桜井循環器科内科�☎63-5131
19 岡崎外科医院� ☎52-0547 南那須青木病院� ☎88-6211 吉永医院� ☎63-2303
26 丹治医院� ☎53-2115 阿久津クリニック�☎83-2021 今井医院� ☎63-0320

常陸大宮済生会病院� ☎52-5151


