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9月の休日窓口開設日

常陸大宮市開催競技【なぎなた】

会場：西部総合公園体育館
会期：令和元年９月29日～10月1日

9月22日（日）9:00〜17:00
※市民課窓口のみの開設（昼休みを除く）

2019（令和元年）
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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
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　常陸大宮市はヤフー株式会社と災害に係る情報発信等に関する協定を締結しました。
　災害時の被害の状況は、各地域によってまったく違うことがあります。この協定は、本市とヤフー株
式会社が連携して、インターネットの特性を活用し、住民の方が必要とする災害情報を、住民の方にお
伝えすることを目的としたものです。
　市が発表する避難勧告・避難指示等の緊急情報や避難所情報など、その他さまざまな災害に関する情
報に、「いつ」「どこから」でもアクセスできるよう、Yahoo!JAPANにて集約・整理して提供するとともに、
災害時に市ホームページへのアクセス集中により閲覧しづらい状況をキャッシュサイトにより軽減します。
※�キャッシュサイトとは、アクセスの集中によりWebサイトを閲覧しにくい状況が発生したとき、ア
クセスの負担軽減を目的として、提供されるWebサイト（コピー）のことです。

◇協定締結日　令和元年6月10日
◇主要な協定内容
　1　�災害時に、本市ホームページのアクセス負荷を軽減するため、ホームページのキャッシュサイト

をヤフーが提供するサービスに掲載し、閲覧できるようになります。
　2　市内の避難所等の防災情報が、平常時からヤフーサービス上に掲載されます。
　3　市の避難勧告、避難指示等の緊急情報が、ヤフーサービス上に掲載されます。
　4　�市に災害が発生した場合に、被害情報、ライフラインに関する情報、避難所における必要救援物

資やボランティアの情報等がヤフーサービス上に掲載されます。
　※具体的な内容や取組みは、災害の状況等を考慮し、ヤフー株式会社との協議により決定します。
問 本庁 安全まちづくり推進課　☎52-1111　内線119

　　　
　平成29年度に個人番号（マイナンバー）カードの申請をされてまだお受け取りいただいていない方へ、「個
人番号（マイナンバー）カード交付のご案内」をお送りしますので、必要書類をご確認のうえお越しください。

【受取期日】　令和元年12月27日まで（平成29年度に申請された方）
　　　　　　※ご自宅に届いた「個人番号（マイナンバー）カード交付のご案内」をご確認ください。

【必要書類】
　①「個人番号（マイナンバー）カード交付のご案内」
　②「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書　兼　照会書」
　③通知カード（緑色の紙製のカード）
　④住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
　⑤本人確認書類
　　�運転免許証・旅券・在留カード等写真付きの公的身分証明書であれば1点。これらをお持ちでない方は保険

証・年金手帳・預金通帳・社員証・学生証・母子手帳（小学生以下のお子様のみ）等のうち異なるもの2点
　⑥印鑑

【受付時間】　平日　　　　　　8時30分〜17時15分（毎週木曜日は19時まで）
　　　　　　毎月第4日曜日　�9時〜12時/13時〜17時（電話予約制。市民課までご連絡ください）

【注意事項】
　※お受け取り場所は市役所本庁のみです。支所では受け付けできませんのでご了承ください。
　※必要書類①②③④が無い場合でも交付可能です。その際は事前にお問い合わせください。
　※�原則ご本人へのお渡しとなります。病気、身体の障

しょう

碍
がい

等の理由により代理受領を希望される場合は
事前にお問い合わせください。

　※�15歳未満の方又は成年被後見人には法定代理人（親権者）も同行してください。なお、法定代理人（親
権者）の本人確認書類（上記参照）も必要になります。

問 本庁 市民課　市民G　☎52-1111　内線105

　国民年金にゆとりをプラス。国民年金基金からのお知らせです。
　国民年金基金は、自営業者やフリーランスの方々が、ゆとりある老後を過ごせるよう、国民年金に上乗せ
する公的な年金です。20歳以上60歳未満で、国民年金の保険料を納付している方が対象ですが、　60歳以
上65歳未満の方や海外に居住されている方で、国民年金に任意加入されている方も加入できます。
　基本は終身年金なので、生涯にわたって年金を受け取る事が出来ます。
　支払った掛金は、社会保険料控除の対象となり、所得税や住民税が軽減されます。
問 全国国民年金基金　茨城支部　☎029-225-4797　フリーダイヤル　☎0120-65-4192　

お知らせ
ヤフー株式会社と防災協定を締結しました!

個人番号（マイナンバー）カードの交付について

国民年金基金について
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　高齢者の口腔機能の低下や肺炎等の疾病を予防するために、無料の歯科健康診査を実施します。
【実施期間】
　令和元年9月1日（日）〜令和元年12月31日（火）
　※ただし、歯科医療機関の休診日は除きます。

【対象者】
　茨城県後期高齢者医療広域連合の被保険者で、以下の生年月日の方
　①昭和18年4月1日〜昭和19年3月31日生まれの方
　②昭和13年4月1日〜昭和14年3月31日生まれの方
　③昭和� 8年4月1日〜昭和� 9年3月31日生まれの方
　※対象となる方に8月中旬頃に健診の案内を送付いたします。（施設等入所者除く）

【健診内容】
　 ①問診、②歯の状態、③咬合状態、④口腔衛生の状態、⑤口腔乾燥の状態、⑥歯周組織・粘膜の状況、

⑦口腔機能評価、⑧呼吸の異常、⑨指輪っかテスト、⑩反復唾液嚥下テスト、⑪事後指導（セルフケ
アの歯ブラシ指導）等

【受診場所】
　茨城県歯科医師会に所属の歯科医療機関のうち、『実施歯科医療機関一覧』に記載のある歯科医療機関
　※『実施歯科医療機関一覧』は、健診の案内と併せて8月中旬頃に送付いたします。

【受診方法】
　①�受診を希望する方は、実施歯科医療機関に後期高齢者医療歯科健康診査事業で健康診査を受診する
旨を伝えて、予約をしてください。

　②�受診日までに、受診票内の問診項目をご記入のうえ、受診日当日に被保険者証、受診券、受診票、
健康手帳、歯ブラシをお持ちになって受診してください。

問 茨城県後期高齢者医療広域連合　事業課　保健資格班　☎029-309-1212

　児童扶養手当につきまして、令和元年11月よ
り、下記の通り支給回数及び支給月が変更になり
ます。
○支給回数
　【変更前】年3回
　【変更後】年6回
○支給月
　【変更前】4月・8月・12月
　【変更後】5月・7月・9月・11月・1月・3月
※�令和元年度のみ変則的となり、年5回の支給と
なります。

　①4月支給（12月〜3月分）
　②8月支給（4月〜7月分）
　③11月支給（8月〜10月分）
　④1月支給（11月〜12月分）
　⑤3月支給（1月〜2月分）
　※ 8月の支給の次は12月ではなく、11月にな

りますのでご注意ください。
問 本庁 こども課　こどもG　
　　　  ☎52-3535　内線137

　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8月28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

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

児童扶養手当の支給回数
及び支給月の変更について

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

後期高齢者を対象とした無料の歯科健康診査を実施します!
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月日 受付時間 対象区 場所

10月5日（土）

� 7:00〜� 7:30
八田

西原、唐木田、三蔵、東前、御陣屋1〜3班、
二ツ塚、坪の内國上戸、班未加入

総合保健福祉
センター
かがやき

� 7:30〜� 8:15 宮前、坪の内南、坪の内北、高野1・2、
堰の上南、堰の上北、愛宕山

� 8:15〜� 9:00
若林

前引田、後引田、若林市営住宅、
桜台団地1〜6班、班未加入

� 9:00〜� 9:45 後坪、清水、仲坪東1・2班、仲坪西、
前坪1〜3班

� 9:45〜10:30 上記地区以外の方

10月10日（木）

� 7:00〜� 7:30
小野

原第一・二、高ノ倉、宮下、宮内

西部総合公園
体育館

� 7:30〜� 8:00 滝ノ上、中道、前山、大林、
ビレッジハウス三美、塙、班未加入

� 8:00〜� 8:45

小場

西城、内宿、宿道東、宿新生、共和、
上町、富士坂

� 8:45〜� 9:15 新町第一、新町親和、新町中、滝沢、
福山、富河原、高峯、城内

� 9:15〜10:00 古宿更生、古宿相互、宮本、宮下、
新町元、班未加入

10:00〜11:00 三美

月日 受付時間 対象区 場所

9月20日（金）

16:30〜17:30

常陸大宮市の全地区
総合保健福祉
センター
かがやき

17:30〜18:30

18:30〜19:30

※対象者等の詳細については「2019年度　常陸大宮市各種健（検）診日程表」をご覧ください。
※�風しん抗体検査の対象の方は、住民健診でも受けることができます。詳しくはクーポン券に同封
の通知をご覧ください。（受ける際には、必ずクーポン券をお持ちください。）

○各種健（検）診の受け方　
　※�がん検診を希望する方で「自覚症状がある方」「前回の検診で精密検査だった方で精密検査を受
けていない方」は速やかに医療機関を受診してください。

　・特定健診　申込不要。対象の方へ、各地区の日程に合わせて通知します。
　　　　　　　※�ただし、40〜74歳で国民健康保険以外の保険に加入している方はお申し込みが

必要です。なお、事前に加入している医療保険者に受診可能か確認のうえ「特定
健診受診券」の交付を受けて下さい。

　・生活習慣病予防健診・高齢者健診
　・結核・肺がん検診
　・胃がん検診（胃部X線）
　・大腸がん検診
　・前立腺がん検診
　・肝炎ウイルス検診

○健（検）診項目　
　特定健診、生活習慣病予防健診、高齢者健診、結核・肺がん検診、喀痰検査、胃がん検診（胃部X線）、
　大腸がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診

○日程　
　※受付時間は人数によって前後する場合があります。あらかじめご了承ください。

〈大宮地域〉申込・問 かがやき 健康推進課　健康推進G　☎54-7121

〈夜間健診〉
　9月20日（金）に常陸大宮市の全地区の方を対象に、夜間健診を実施します。昼間は仕事で健診が
受けられない方も健診を受けられる機会です。受診を希望する方は、事前に健康推進課（かがやき）
までお申し込みください。

○健（検）診項目　
　特定健診、生活習慣病予防健診、高齢者健診、結核・肺がん検診、喀痰検査、大腸がん検診、
　前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診　※胃がん検診は実施しません

申込・問 かがやき 健康推進課　健康推進G　☎54-7121

10月住民健診のお知らせ

夜間健診のお知らせ

　受診に必要な「住民健診受付票」は各地区の健診日（「2019年度　常陸大宮市各種健（検）診日程
表」参照）に合わせて、健康づくり推進員をとおして配付または郵送いたします。
　「住民健診受付票」が届かない方やお住まいの地区の日程以外（夜間健診等）で受診を希望する方
は、希望する健診場所の担当課または支所にお申し込みください。

平成30年度に受診した健（検）診は申し込み不要。それ
以外の項目を受診希望の方は、事前に健診場所の担当
課または支所へお申し込みください。

月日 受付時間 対象区 場所

10月3日（木）

� 7:00〜� 7:30

泉

本郷第1〜3、新道第1〜4

総合保健福祉
センター
かがやき

� 7:30〜� 8:30 新道第5〜8・10〜11

� 8:30〜� 9:30 新道第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

� 9:30〜10:30 宇留野台

10:30〜10:45 上記地区以外の方
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　市内で生産または採取された農畜産物などを対象に実施した、放射性物質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）
　　　　　　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
　計測時間：30分　検査期間　6/3〜6/26

※�「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。本検査は簡易検査であ
り、安全を保証するものではありません。
○放射性物質検査日　※土・日曜日、祝祭日及び12/29〜1/3は除く
　【本庁　農林振興課】大宮地域・山方地域：月〜金曜日
　【緒川支所】美和地域・緒川地域・御前山地域：月〜金曜日
○放射性物質検査申込方法
　�　検査を希望する方は、お住まいの地域の検査日の前日（月曜日に検査を希望する方は前週の金曜日）
までに電話でお申し込みください。
　・受付時間　8:30〜17:00　※土・日曜日、祝日は除く。
　・申込みは先着順（1日8件）に受け付けます。
　・申込みは1世帯1検体とし、その検査が終了するまで次の検査の申込みはできません。
○検体の提出、返却
　・�検査日の当日8:30〜9:00までに検体を申込窓口まで提出してください。なお、提出する際に、検
査申込書に記入願います。

　・  検体は土などを水で洗い落とし、できるだけ細かくして、未使用のビニール袋等に入れてください。
　　検査に必要な量は1kg（液体や粉状のものは1ℓ以上）です。
　・�検査終了後、検査結果報告書と一緒に検体を返却しますので、再度、16:00〜17:00までに窓口に
お越しください。

問 本庁 農林振興課農業畜産G  ☎52-1111  内線208　　 緒支 総合窓口・地域振興G  ☎56-2111

　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、再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※郵便局内に窓口があります。
○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さまセンター　☎52-0427

市産農畜産物放射性物質測定結果について

上下水道料金の支払いは口座振替をご利用ください

検体名 採取場所 検出値（Bq/kg） 基準値セシウム134 セシウム137
しそ 鷲子 検出せず 検出せず

セシウム
134,137
100Bq/kg

山椒 小田野 検出せず 検出せず
どくだみ 高部 検出せず 検出せず
梅 上檜沢 検出せず 検出せず
ブルーベリー 照山 検出せず 検出せず
マダケ 上大賀、小舟、照山、高部 検出せず 検出せず
鶏卵 大岩 検出せず 検出せず
かしわの葉 上小瀬 検出せず 検出せず
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1．無償化の概要
　幼児教育や保育を無償化する改正子ども・子育て支援法が、今年5月10日に可決・成立し、10月から
の実施が決定しました。
　それに伴い今年10月1日から、幼児教育・保育の無償化（幼児教育無償化）として、3歳児から5歳児ま
での幼稚園、保育所・保育園、認定こども園などを利用する子供の「基本の保育料」などが無償化されます。

2．対象と上限額
（○＝対象、△＝月額上限あり、×＝対象外）

区分 １号認定 新２号認定（新設） 新３号認定（新設）
３歳から５歳児 ３歳から５歳児 ０歳から２歳児
保育の必要性なし
（幼稚園利用の方） 保育の必要性あり 保育の必要性がある

市民税非課税世帯
保育所・保育園
認定こども園（保育部分） ― ○ ○

幼稚園
認定こども園（教育部分） ○ ○ ―

幼稚園の預かり保育 × △
月額11,300円まで ―

認可外保育施設
保育所の一時預かり
病児保育

× △
月額37,000円まで

△
月額42,000円まで

※平成31年4月1日時点の年齢です。
※�幼稚園の預かり保育（保育の必要性の認定を受けた場合）でかかった預かり保育料（教育時間を超え
た分）については、月額「450円×利用日数（上限11,300円。市民税非課税世帯、満3歳児は上限
16,300円）」まで無償化されます。
※認可外保育施設、保育所の一時預かり、病児保育は、保育所等を利用していない方が対象です。

3．無償化までの手続き
　①幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する方
　　無償化のための手続きは不要です。
　　給食費は、無償化後も引き続き保護者の負担となります。
　②幼稚園、認定こども園（教育部分）の預かり保育を利用する方※

　③認可外保育施設、一時預かり、病児保育を利用する方※

　※無償化の対象となるには、お住いの市町村で保育の必要性の認定を受ける必要があります。

○無償化の対象となるには…
　【申　請】利用する前に、お住いの市町村へ申請します。
　【認　定】市町村から「保育の必要性の認定」を受けます。
　　　　　※認定区分（新設）
　　　　　　新2号→保育の必要性の認定を受けたクラス年齢3歳以上の子供
　　　　　　新3号→保育の必要性の認定を受けたクラス年齢3歳未満の非課税世帯の子供
　【無償化】上限額までの範囲で利用料が無償化されます。

※�認定後に、住所や世帯状況、利用施設、就労状況などの変更があった場合は、こども課まで届け出て
ください。
　
4．申請書類
　（1）子育てのための施設等利用給付認定申請書
　（2）保育の必要性を確認できる書類（就労証明書等）

幼児教育・保育の無償化について
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５．給食費について
　幼稚園・保育所・認定こども園等を利用するお子さんの給食費（ごはん、おかず等）は、直接施設へ、
または保育料の一部として納入されています。
　幼児教育・保育の無償化に伴い、以下のように取扱いを変更します。

【現行の取扱い】
認定区分 主食費（ごはん等） 副食費（おかず等）

１号認定（教育部分） 施設へ納入
２号認定（保育部分） 施設へ納入 保育料の一部として納入
３号認定 保育料の一部として納入

【令和元年10月以降】
認定区分 主食費（ごはん等） 副食費（おかず等）

１号認定（教育部分） 施設へ納入
２号認定（保育部分） 施設へ納入
３号認定 保育料の一部として納入

問 本庁 こども課　こどもG　☎52-1111　内線138

　今年度の胃内視鏡検診（ピロリ菌検査を含む）は、下記の年齢の方が対象です。
　51歳、55歳、61歳、65歳、71歳、75歳、81歳、85歳、91歳、95歳、101歳
　（令和２年３月31日時点での年齢）

　住民健診時期に合わせて配付する案内をご確認のうえ、申請書を提出してください。
　また、81歳以上の対象者で検診を希望する場合は、健康推進課へお問い合わせください。

○申請期間：令和２年１月20日必着（受診期限：令和２年２月29日）

【既に申請済みの方へ】
　「あとで受けようと思っていたら、忘れてしまった！」「期限が過ぎてしまった！」
とならないよう、できるだけ早めに受診してください。
　年末・年明けは混雑が予想され、希望日の受診が難しくなる可能性もあります。

※�昨年度、胃Ｘ線検査（バリウム検査）の結果が要精密検査となり、まだ検査を受けていない方は、速や
かに医療機関を受診してください。
※�食道・胃・十二指腸の疾患（逆流性食道炎も含む）で治療中・経過観察中の方は、受診できません。引
き続き医療機関での受診をお願いします。
※�その他詳細な条件がございます。お届けする案内をご確認いただくか、健康推進課へお問い合わせください。
問 かがやき 健康推進課　健康推進G　☎54-7121

１．対象者
　75歳以上の乗合タクシー利用者（対象者には、専用の登録カードを送付します。）
２．割引販売
　対象者には、専用の乗合タクシー利用券（1500円分）を1000円で販売します。
　※従来の利用券も引き続き利用可能です。
　※専用の利用券は、対象者しか利用できません。
３．販売場所
　・社会福祉協議会（本所・支所）の窓口（専用の登録カードをご提示ください。）
　・乗合タクシーの車内
４．販売時期
　令和元年８月１日（木）から販売中
５．その他
　割引販売の詳細や乗合タクシーの利用登録手続き等については、社会福祉協議会までお問い合わせください。
問 常陸大宮市社会福祉協議会　☎53-1125

市から補助が出ます！～早期発見のための胃内視鏡検診～

【乗合タクシー】 75歳以上の利用者を対象とした利用券の割引販売が始まりました
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　常陸大宮市では、未就学児がいる世帯を対象に、茨城県の近未来技術社会実装推進事業の一環として株式会社AGREE
が実施する医療相談アプリ「LEBER」を活用した実証実験に参加します。「LEBER」は、症状を入力するだけで医師がアド
バイスとともに、症状にあった診療科や市販薬を紹介してくれるスマホアプリです。「この症状、このまま様子みて大丈夫
かな…」等子育て中の不安解消にぜひご活用ください。茨城県は人口10万人当たりの医師数が全国で2番目に少ないだけ
でなく、小児科医の数は全国最少で、常陸大宮市も課題解決に向けた実証実験を行いますので、ぜひご協力をお願いします。
〜利用方法〜
　・対 象 者　　市内在住で未就学児のいる世帯（１世帯当たり５人まで登録可能）
　・利用料金　　実証実験のため無料（通信費等は自己負担となります）
　・期　　間　　令和２年３月31日まで
　・利用方法
　　１．�対象世帯へ7月18日にお送りしているアプリ利用時に必要な認証番号とダウンロード方法が記

載された通知をご用意ください。
　　２．アプリをダウンロードします。　　３．通知に記載された認証番号を入力します。
　　４．アンケートにお答えいただいたら利用開始です。
問 本庁 医療保険課医療・年金G　　☎52-1111　内線166
　 かがやき 健康推進課母子保健G　☎54-7121

　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　こどもG　☎52-1111　内線137

　社会福祉協議会では、結婚50年・60年・70年を迎えるご夫婦にお祝いとして記念品（記念写真1セッ
ト）を贈呈いたします。次の要件に該当する方は、9月5日（木）までに、お住まいの地区担当民生委員ま
たは社会福祉協議会本所・各支所に申し出てください。
○金婚（50年）該当者の要件
　平成31年1月1日から令和元年12月31日までに、結婚50年を迎えるご夫妻（昭和44年1月1日から同年12月31日の間に婚姻）
○ダイヤモンド婚（60年）該当者の要件
　平成31年1月1日から令和元年12月31日までに、結婚60年を迎えるご夫妻（昭和34年1月1日から同年12月31日の間に婚姻）
○ダイヤモンド婚（70年）該当者の要件
　平成31年1月1日から令和元年12月31日までに、結婚70年を迎えるご夫妻（昭和24年1月1日から同年12月31日の間に婚姻）
申込・問 社会福祉法人常陸大宮市社会福祉協議会　本所総務係　☎53-1125　山方支所　☎57-6826
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　美和支所　　☎58-3311　緒川支所　☎56-2857
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　御前山支所　☎55-2733

未就学児がいる世帯対象 医師に健康相談ができるスマホアプリ「LEBER」の実証実験について

子育て短期支援事業（ショートステイ）について

金婚・ダイヤモンド婚に該当する方はお申し出ください！

募　　集
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　気軽におしゃべりをしながら歩いて、自分の健康維持に努める。正しい歩き方を習得して、起伏のあ
る地形の軽登山にチャレンジ！紅葉時期に「月居山」へアタックしよう！！
○日 時 地　　９月８日（日）、10月６日（日）　7:00〜8:00　大宮運動公園ウォーキングコース
　　　　　　　11月６日（水）　月居山（大子町）　※大宮運動公園に集合しバスで現地へ詳細は後日
○集合場所　　大宮運動公園市民球場玄関前
○内　　容　　市内の距離指定コースを体力つくりのために歩き、11月に軽登山を行う。
○対 象 者　　市内在住の中高年者
○募集人数　　40名
○参 加 費　　大宮運動公園内のウォーキングは無料※現地研修（月居山軽登山ハイキング教室）は別途徴収。
○持 ち 物　　飲み物、タオル等・雨具※運動のできる服装で参加してください。
○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　　８月30日（金）19:00厳守

申込・問 一般財団法人常陸大宮市体育協会事務局（西部総合公園体育館内）
　　　　☎52-5223　FAX 52-5224

○日　　時　　9月26日（木）　集合出発　6:30　　17:10帰着予定
○集合場所　　大宮運動公園（鷹巣）駐車場（6:30）、緒川支所駐車場（6:45）に集合し、バスで日光へ移動
○対 象 者　　市内在住・在勤の18歳以上の方　
○参 加 費　　4,000円　（保険代含む）　当日徴収
○募集人員　　35名（先着順とさせていただきます）※参加決定者には後日ご案内を差し上げます。
○持 ち 物　　汗拭きタオル、飲物、雨具、昼食　
○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。
　　　　　　　緒川地域体育協会　 FAX 56-5115
　　　　　　　緒川地域体育協会　会長掛札行雄　（常陸大宮市上小瀬4917）
○申込期限　　9月10日（火）必着
○そ の 他　　�小雨決行。態度決定は当日朝5:00に行いますので、雨天時は各自事務局にお問い合わせください。

申込・問 緒川地域体育協会事務局
　　　　堀江　甫（携帯） ☎090-7268-5962　　本橋　守（携帯） ☎090-4078-0697

　茨城県を代表する元サッカー日本代表選手の鈴木隆行氏を講師に迎えサッカーを通して経験したこと
を伝えていただきます。
○演　　題　　「挑み続けたサッカー人生」
○講　　師　　鈴木隆行（元サッカー日本代表選手）
○日　　時　　令和元年10月26日（土）13:30開演（13:00開場）
○会　　場　　日立市ゆうゆう十王・Jホール（日立市）
○定　　員　　500名（無料）
○申込方法　　9月25日（水）までに往復ハガキまたはメールに、住所、氏名、年齢、電話番号を記入し、下記申込先へ。
※1枚の往復ハガキ、1通のメールにて2名まで申込可（その際は連名者の住所、氏名、年齢、電話番号も記入のこと）
申込・問 茨城県県北生涯学習センター「生涯学習講演会」係（〒319-1304　日立市十王町友部2581）
　　　　☎0294-39-0012　  kouenkai@kenpoku.gakusyu.ibk.ed.jp

月居山軽登山ハイキング教室

令和元年度 生涯学習講演会

仲秋の日光高山登山に参加してみませんか

き　り　と　り （FAXの場合はきりとり不要）
月居山軽登山ハイキング教室参加申込書

※本申込書の個人情報については、目的以外に一切使用しません。

氏名（フリガナ） 住　所 電話番号 性別 登山経験
有・無

有・無

き　り　と　り （FAXの場合はきりとり不要）
日光高山登山参加申込書

※本申込書の個人情報については、目的以外に一切使用しません。

氏名（フリガナ） 住　所 電話番号 性別 乗車場所
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◎『妊娠中の食事ってどうすればいいの？』『出産・育児について分からないことが分からない…』など妊娠中か
ら疑問は尽きないものです。妊娠中や出産後も安心して子育てができるように、からだと心の準備をしましょ
う。歯科健診を一緒に受けられる教室は今回のみです。ぜひご夫婦で1日目、2日目を通して参加ください！！
○日　　時　1日目　� 9月 3日（火）　9：30〜11：30（受付9：15〜９：30）
　　　　　　2日目　10月19日（土）　9：30〜11：45（受付9：15〜９：30）
○場　　所　1日目　緒川保健センター
　　　　　　2日目　総合保健福祉センター「かがやき」
○内　　容
　【１日目】〜ハッピーマタニティ〜　　
　　　　　　・妊娠中のママと赤ちゃんのからだの変化と妊娠中の過ごし方について
　　　　　　・お腹の赤ちゃんを育てる食生活について
　　　　　　・ママの歯科健診（同敷地内緒川歯科診療所に移動）※先着6名
　【２日目】〜プレパパママクラス〜
　　　　　　・沐浴体験
　　　　　　・パパのマタニティ体験
　　　　　　・赤ちゃんが生まれてからの生活について
　　　　　　・家族で考えるバランス食について
○対 象 者　市内にお住いの妊婦さんとその夫※家族の参加も大歓迎です。
○持 ち 物　・親子（母子）健康手帳
　　　　　　・妊娠届出時にお渡しした資料、妊婦歯科健康診査受診券（健診費500円）【１日目】
　　　　　　・父になろうパパになろう〜パパフレＢＯＯＫ〜【２日目】　　
　　　　　　・飲み物等必要に応じてご持参ください　　
○申込方法　�令和元年8月27日（火）にＱＲコード（いばらき電子申請・届出サービス）から、または電

話・窓口でお申し込みください。※可能な限り、１日目・２日目通して参加ください。
申込・問 かがやき 健康推進課　☎54-7121

1．試験日程等

受付期間 第1次試験
第2次試験

合格発表 採用予定日
第1日目 第2日目

7/� 1（月）�� 9:00

〜

8/22（木）�17:00
9/22（日）

10/19（土）
10/20（日）
※いずれか1日

11/19（火）
11/20（水）
11/21（木）
11/22（金）
※いずれか1日

12/6（金）
予定

令和2年
4/1（水）

2．採用予定人員及び受験資格
試験区分 採用予定人員 受験資格
男性警察官A 40名程度 昭和61年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（短期

大学を除く。）を卒業した人、若しくは令和2年3月31日までに卒業
見込みの人、又は人事委員会がこれと同等と認める人女性警察官A � 5名程度

男性警察官B 80名程度 昭和61年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた人で、上記警
察官Aの受験資格（学歴区分）に該当しない人女性警察官B 10名程度

3．問合せ先
　 試験の詳細については、大宮警察署　警務係（☎0295-52-0110）にお問い合わせください。
　 電子申請に関する質疑は、採用フリーダイヤル（☎0120-314-058）にお問い合わせください。

マタニティ教室（プレパパママ教室）について

令和元年度 茨城県警察官採用試験（第２回）のご案内

お申込みはこちら
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○日　　時　　【男子ダブルス・女子ダブルス】
　　　　　　　　令和元年９月22日（日）　予備日：10月６日（日）
　　　　　　　【ミックスダブルス】
　　　　　　　　令和元年10月13日（日）　予備日：10月20日（日）　受付：午前８時30分～
○場　　所　　西部総合公園テニスコート　家和楽運動公園テニスコート
○参加資格　　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の方
　　　　　　　※必ずペアでお申し込みください。
○試合方法　　予選リーグ及び決勝トーナメント方式
　　　　　　　（参加人数及び天候等により、試合方式・開催場所等の変更があります）
○参 加 費　　テニス連盟会員　１人1,000円　会員以外の方　１人2,000円
　　　　　　　※キャンセルの場合、返金はありませんのでご了承ください。
○申込方法　　別紙申込書に必要事項を記入のうえ、参加費を添えて受付日にお申込みください。
○申 込 日　　令和元年９月７日（土）18時～19時　おおみやコミュニティーセンター（北町400-2）

申込・問 緒川地域体育協会事務局
　　　　堀江　甫（携帯） ☎090-7268-5962　　本橋　守（携帯） ☎090-4078-0697

　茨城県母子家庭等就業・自立支援センターでは、ひとり親家庭等の就業を促進するため、仕事で役に
立つパソコン（エクセル、ワード）の基礎知識を学べるパソコン講習会を実施しますので、ぜひお気軽に
お申し込みください。
○内　　容　　（１）エクセル基礎編・・・エクセルの基礎操作、データ入力、表作成、関数等
　　　　　　　（２）ワード基礎編・・・ワードの基礎操作、書式設定、文書作成等
○日　　時　　（１）９月28日（土）、10月12日（土）
　　　　　　　（２）10月26日（土）、11月９日（土）共に9:30～15:30
○場　　所　　クリエートパソコン教室（水戸市北見町8-12）
　　　　　　　※無料駐車場有り
○対 象 者　　ひとり親家庭の母、父及び寡婦
　　　　　　　※２日間必ず出席できるパソコン初心者
○費　　用　　1,000円（テキスト代等）
○定　　員　　各15名（応募多数の場合は抽選）
　　　　　　　※託児付き（要事前予約、２歳児以上）
○申込期限　　（１）９月13日（金）
　　　　　　　（２）10月11日（金）
○申込方法　　直接お電話でお申し込みください。
申込・問 茨城県母子家庭等就業・自立支援センター（水戸市三の丸1－7－41）
　　　　☎029-233-2355　  shienboshi@ibaboren.or.jp

第15回常陸大宮市テニス大会出場者募集

ひとり親家庭応援「パソコン講習会」

常陸大宮市
HITACHIOMIYA

Twitter
@hitachiomiya_

こちらのQRコードからどうぞ

常陸大宮市

き　り　と　り （FAXの場合はきりとり不要）
第15回常陸大宮市テニス大会出場申込書

※本申込書の個人情報については、目的以外に一切使用しません。

氏名（フリガナ） 住　所 種別 性別 所属クラブ
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　令和元年度常陸大宮市社会福祉協議会職員採用試験（令和２年４月１日採用）を次のとおり実施しま
す。

【職種、職務内容、採用予定人数】

※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】
　次のすべての条件を満たす方

※次のいずれかに該当する方は受験できません。
　（1）成年被後見人及び被保佐人（準禁治産者を含む）
　（2）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの方
　（3）�日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結

成し、又はこれに加入した方
　（4）日本国籍を有しない方

【試験内容、試験日程及び試験場所】

※第二次試験は、第一次試験の合格者を対象に実施いたします。

【受付期間】
　８月13日（火）〜９月26日（木）　午前９時〜午後５時【土･日曜日及び祝日を除く】

【合格者の発表】
　12月上旬を予定しています。
　※最終合格者については、第一次試験、第二次試験の結果を総合的に判断し決定します。

【その他】
　受験に必要な提出書類や申込方法については、「職員採用試験案内」に掲載しています。
　職員採用試験案内は、常陸大宮市社会福祉協議会総務課総務係で配布します。

問 社会福祉法人常陸大宮市社会福祉協議会　総務課総務係　☎53-1125

常陸大宮市社会福祉協議会職員採用試験について

職　種 職　務　内　容 採用予定人数

事務職員 社会福祉協議会の運営に関する業務全般
（社会福祉に係る事業の企画や実施に関する一般事務、福祉相談等） 若干名

試験内容 試験日時 試験場所

第一次試験
作　　　文

令和元年10月20日（日）
　受付　　　午前9時〜9時15分
　試験開始　午前9時30分 総合保健福祉センター

「かがやき」
（常陸大宮市北町388-2）適応性検査 作文試験終了後

第二次試験 個別面接 令和元年11月中旬

（1）�昭和49年４月２日から平成２年４月１日までに生まれ（令和２年４月１日現在における年齢が
30歳から45歳の方）、学校教育法に定める高等学校以上の学校を卒業した方

（2）５年以上の職務経験がある方
（3）普通自動車免許を取得している方（AT限定可）
（4）パソコン操作（簡単な表計算と文字入力作業）ができる方
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　８月24日（土）に開催される「あゆの里まつり」
の写真を募集します。ふるって応募してください。
○テ ー マ　あゆの里まつり
○サ イ ズ　�四つ切またはワイド四つ切（カラー

プリント・インクジェットも可）
○表　　彰　最優秀賞　１名（賞金30,000円）
　　　　　　優 秀 賞　２名（賞金15,000円）
　　　　　　入　　選　３名（賞金7,000円）
　　　　　　佳　　作　数名
　　　　　　観光協会長賞　１名（賞品）
○申込方法　�応募票（コピー・自作可）に必要事項

を記入のうえ、郵送または持参でお
申し込みください。

○申込期間　８月26日（月）〜９月24日（火）
　　　　　　当日消印有効
※�応募者が撮影した未公表の作品に限ります。ま
た、入賞作品の著作権は、主催者に帰属します。

※�入賞通知を受けた方には、ネガ・データ等を提
出していただきます。

※�入賞者の作品は、常陸大宮市文化祭（山方地域）
で展示します。

申込・問 〒319-3111　常陸大宮市山方660
　　　　（公財）常陸大宮市振興財団  ☎57-3325

あゆの里まつり写真コンテスト

Ｒ１あゆの里まつり写真コンテスト応募票
題名
住所
氏名
電話

イベント

第４回かわプラザ工芸フェス
○期　　間　　９月７日（土）10:00〜17:00���９月８日（日）9:00〜16:00　
○内　　容　　県内はもちろん県外からも多くの工芸家が参加します。
　　　　　　　全て手作りのオリジナル作品です。お気に入りの一品を見つけて下さい。

第11回お化け南瓜コンテスト
○日　　程　　9月22日（日）　10:30/審査開始　13:00/表彰式　15:00/閉会
○審査項目　　重量部門　　　　1〜10位　　　　イケメン部門　　1〜3位
　　　　　　　ユーモア部門　　1〜3位
　※雨天決行、状況によって開催時間が前後する場合があります。
　9月20日（金）15:00頃より南瓜が搬入されます。並べられる様子を見学できます。
○主催　物産センター「かざぐるま」出荷会

市内のイベント情報（９月）

道の駅常陸大宮〜かわプラザ〜　☎58-5038

緒川物産センター「かざぐるま」　☎56-3880

き　り　と　り 

　今年度、国民体育大会が茨城で開催されること
及び常陸大宮市市制施行15周年を迎えることを
記念して、愛称「いずみ」でおなじみの人面付壺形
土器をはじめ、昨年度修復した出土品等を公開し
ます。また、今年度市指定文化財に新たに指定さ
れた文化財の展示も併せて行いますので、ぜひご
来館ください。

展示期間　９月20日（金）〜11月10日（日）
　　　　　※月曜・祝日は休館
開館時間　9:00〜16:30
場　　所　歴史民俗資料館大宮館
　　　　　（中富町1087番地の14）
入 館 料　無料
�
　なお、展示の準備に伴い、臨時休館します。ご
迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い
します。

臨時休館期間　９月９日（月）〜９月19日（木）

問 歴史民俗資料館大宮館
　☎52-1450

茨城国体開催記念及び市制施行15周年記念
泉坂下遺跡 人面付壺形土器公開
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図書情報館からのお知らせ

■行事予定
　★おはなし会
　　ロゼのつどい・くれよん� 9月� 7日（土）
　　美和かわせみ・ひこうき雲� 9月14日（土）
　　めばえの会� 9月19日（木）
　　どんどんちっち・おひさま� 9月21日（土）
　　はみんぐばあど・御前山かわせみ� 9月28日（土）
　　10:30から1階児童コーナーで行います。

　★第60回名作映画劇場『わが母の記』
　　�　昭和の文豪・井上靖の自伝的小説を豪華
キャスト（樹木希林、役所広司、宮﨑あおい、
南果歩ほか）で描く親子の絆の物語。50年
の時を経てつながる家族のラブストーリー
をぜひご鑑賞ください。

　　○日　時　8月31日（土）
　　　　　　　上映　14:00/開場　13:30
　　○場　所　市文化センター　小ホール
　　○入場料　無料
　　○定　員　200名
　　○協　力　シネファン21

　★巡回バスに乗って図書情報館へ行こう！
　　�　自宅が図書情報館から遠いために、普段
は一人で来館することができない市内の小
学生を対象に巡回バスを運行します。当日
は館内およびカウンターが混雑することが
ありますが、みなさまのご理解とご協力を
お願いします。

　　○日程　8月20日（火）、21日（水）

■募集
　★「おじいちゃんおばあちゃんの似顔絵展」
　　作品募集
　　�　9月16日は敬老の日です。おじいちゃん、
おばあちゃんの似顔絵を描いてみません
か？作品は図書情報館に展示し、展示期間
終了後にお返しします。

　　○募集期間　8月1日（木）〜8月25日（日）
　　○申込方法　�図書情報館カウンターにて用

紙を配付します。（1人1枚）
　　○展示期間　9月1日（日）〜9月22日（日）
　　○展示場所　図書情報館エントランス
　　○返却期間　9月28日（土）〜

■新しく入った本
　＜一般書＞
　・クジラアタマの王様� 伊坂　幸太郎
　・ツキノネ� 乾　緑郎
　・剣樹抄� 冲方　丁
　・スズメの事ム所� 朱川　湊人
　・線は、僕を描く� 砥上　裕將
　・黄金夜界� 橋本　治
　・希望の糸� 東野　圭吾
　・さよならの儀式� 宮部　みゆき
　・カザアナ� 森　絵都
　・小説きみと、波にのれたら� 吉田　玲子
　＜児童書＞
　・ざんねんないきもの事典　もっと
� 今泉　忠明
　・ぼくんちの海賊トレジャ� 柏葉　葉子
　・ルビとしっぽの秘密� 野中　柊
　・十年屋　３� 廣嶋　玲子
　・ふしぎ町のふしぎレストラン� 三田村　信行
　（えほん）
　・はらぺこれいぞうこ� えだ　かのん
　・ゴリラさんだめです� キューライス
　・おにゃけ� 大塚　健太
　・このほんよんでくれ！�
� ベネディクト　カルボネリ
　・おかあさんありがとう� みやにし　たつや

問�図書情報館　☎53-7300　FAX 53-7301
　�HP �http://www.tosyo.city.hitachiomiya.lg.jp

■開館カレンダー
　９月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

　開館時間　9:30〜18:00
　※7月20日（土）〜9月1日（日）は9:00開館
　■休館日
　■開館時間延長日（19:00まで）



「広報常陸大宮お知らせ版」は、毎月10・25日（土・日曜日、祝日にあたるときは翌平日）に発行して
います。「広報常陸大宮お知らせ版」及び「広報常陸大宮」は、市ホームページからご覧いただけます。 25

広報 常陸大宮 お知らせ版　No.403　2019.8.13

<子育て・教育に係る相談>
◎教育支援センター�面接・電話
（学校生活に伴う問題について）
毎週月〜金曜日/9:30〜16:30
場所/同センター（野口1337）
☎55-2514

◎家庭教育・青少年相談�
　面接・電話
（子育て・子供の心身の成長に
伴う問題や悩みについて）
毎週火・木曜日/9:00〜16:00
場所/生涯学習課（本庁3階）
☎52-1111　内線336

◎家庭児童相談�面接・電話
（家庭・家族・養育の正常化・
健全化について）
毎週月〜金曜日/8:30〜17:00
場所/こども課（本庁1階）
☎52-1111　内線137

◎子育て世代包括支援センター�
　面接・電話
（妊娠・出産・子育てに伴う問
題や悩みについて）
毎週月〜金曜日/8:30〜17:15
場所/総合保健福祉センター
　　�（かがやき）
☎58-7780

<消費生活相談>
◎市消費生活センター�
　面接・電話
毎週月〜金曜日/
9:00〜正午、13:00〜16:00
場所/商工観光課内（本庁2階）
☎52-2185
※月・水・金は専任相談員が対応

<身体障
しょう

碍
がい

・知的障
しょう

碍
がい

の相談>
面接・電話
毎週月〜金曜日/8:30〜17:15
場所/常陸大宮市社会福祉協議会
本所　☎53-1125

* 電話 =電話による相談　 面接 =面接による相談
* 毎週行っている各種相談については、特に記述
がない場合は、土・日・祝日は行いません。

各種無料相談【9月】
<市内で実施される相談>

社会福祉協議会の心配ごと相談
　日常生活での悩みや困りごと等の様々な問題を解決するた
めの手助けをします。個人情報、相談内容は厳守します。
●弁護士相談（要予約・先着順）�面接
①【日時】20日（金）�13:00〜16:00
　�【場所】山方公民館
　�【担当弁護士】森田　冴子　先生
②【日時】30日（月）�13:00〜16:00
　�【場所】総合保健福祉センターかがやき
　�【担当弁護士】岡田　利恵　先生
予約･問 社協 本所　☎53-1125

●一般相談�面接・電話
　【日時】4・11・18・25日（水）���9:00〜14:00
　【場所】社会福祉協議会本所（総合保健福祉センターかがやき内）
問 社協 本所　☎53-1125

●こころの相談（要予約）�面接
　さまざまな不安やこころの不調を抱え悩んでいる本人・ご家族
のための相談です。
【日時】27日（金）�10:00〜正午　【場所】市役所本庁
予約・問 本庁 社会福祉課　☎52-1111　内線133
＊�メンタルサポートステーションきらり（大子町）による電話相談
を、毎週月〜土曜日（10:30〜17:15）に行っています。�
☎0295-72-5881

●特設行政相談�面接
　「分かりづらい道路案内標識を改善してほしい」や「通学路
に横断歩道や歩道を設置してほしい」など、毎日の生活の中で
困っていることや望んでいることはありませんか？行政相談委
員が、みなさまの身近な相談相手として困りごとや相談したい
ことについてお聞きします。
　ご相談は無料で、秘密は厳守されます。予約の必要はありま
せん。お気軽にお越しください。
【日時】19日（木）�13:00〜16:00
【場所】美和総合福祉センター
問 本庁 市民協働課　☎52-1111　内線125
　 茨城行政監視行政相談センター　☎029-221-3347

●特設人権相談�面接
　子どものいじめ・虐待・地域差別・嫌がらせ・家庭内問題等
人権に関わる問題でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
　相談は市の人権擁護委員がお受けし、秘密は厳守します。
【日時】5日（木）���9:00〜正午
【場所】御前山市民センター　相談室
問 常陸大宮市人権擁護委員協議会事務局（ 本庁 市民課内）
　 ☎52-1111　内線102

●心の健康相談（要予約・先着順）�面接
　人との付き合いがうまくできない、気持ちが滅入ってしまう、
不安なことがあり眠れない、アルコール依存（傾向）、認知症等
で悩んでいるなど、心の健康についての悩みをご相談ください。
【日時】25日（水）��問診/13:30〜　相談/14:00〜　　
【場所】総合保健福祉センター（かがやき）
【相談員】栗田病院　高橋　智之　医師
予約・問 かがやき 健康推進課　☎54-7121
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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8月26日（月）です。－

けんこうカレンダー【9月】
　このコーナーの詳しい内容については、総合保健福祉センター（かがやき）内・健康推進課、または
各支所へお問い合わせください。

※受診を希望される方は、事前の申込みが必要です。
　お問い合わせいただいた時点で定員に達している場合はお受けできませんので、ご了承ください。
問 かがやき 健康推進課　☎54-7121　　緒支 総合窓口・地域振興G  ☎56-2111

▽子どもに関すること
◎対象となるお子さんには個別に通知します。
全地域　　会場：総合保健福祉センター（かがやき）
乳児健診（3〜4か月児）19日（木）受付/13:30〜13:50 1.6歳児健診（1歳6か月児）� 4日（水）受付/13:00〜13:20
乳児相談（8〜9か月児）18日（水）受付/13:30〜13:40 2歳児歯科健診（2歳3か月児） 11日（水）受付/13:00〜13:20
乳児相談（12か月児） 受付/� 9:30〜� 9:40 3歳児健診（3歳2か月児）12日（木）受付/13:00〜13:20

▽おとなに関すること
大宮地域 緒川地域
『腹部超音波検診』 『腹部超音波検診』
27日（金） 総合保健福祉センター（かがやき） � 6日（金） 緒川保健センター30日（月） 19日（木）

『子宮頸がん・乳がん検診』
� 2日（月） 総合保健福祉センター（かがやき）26日（木）

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◆　8/18〜9/23 *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　https://www.qq.pref.ibaraki.jp/
　とちぎ医療情報ネット　　　　https://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

常陸大宮済生会病院　☎52-5151

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）
8/18 岡崎外科医院� ☎52-0547 水沼医院� ☎84-0001 今井医院� ☎63-0320
25 丹治医院� ☎53-2115 鈴木整形外科� ☎96-2811 もてぎの森「メディカルプラザ」�☎64-1122
9/1 小泉医院� ☎52-0116 山野クリニック� ☎84-3850 桜井循環器科内科�☎63-5131
8 志村大宮病院� ☎53-1111 高野病院� ☎92-2520 今井医院� ☎63-0320
15 岡崎外科医院� ☎52-0547 南那須青木医院� ☎88-6211 茂木中央病院� ☎63-1151
16 エヌ・ティークリニック�☎55-8865 阿久津クリニック�☎83-2021 吉永医院� ☎63-2303
22 丹治医院� ☎53-2115 烏山台病院� ☎82-2739 さとう耳鼻咽頭科クリニック�☎64-3341
23 緒川クリニック� ☎54-3331 飯塚医院� ☎92-2034 もてぎの森「メディカルプラザ」�☎64-1122




