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お知らせ 市 の 主 な 施 設

10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

10月27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）

9/10

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
上下水道部総務経営課 52-0427
上下水道部施設管理課 53-7250
水道お客さまセンター 52-0427
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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　下記の住民健診（追加健診）の日時で、風しんの抗体検査を受けることができます。
　なお、住民健診と合わせて風しん抗体検査を希望される方は、住民健診受付票に記載された受付時間
で風しん抗体検査を受けることができます。
　風しん抗体検査の結果、抗体が無い場合は速やかに予防接種を受けましょう。　
○対象者

　クーポン券は５月に送付済みです。詳細については通知をご覧ください。
※�今年度クーポン券発送対象外の対象者は、希望により抗体検査のクーポン券を発行しますので、事前
にお問い合わせください。

○日　時
　【美和地域】

　【緒川地域】

○持ち物
　クーポン券、本人確認書類（免許証、保険証等）
問 かがやき 健康推進課　☎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

　市では、令和元年10月1日からの消費税率の引上げに伴い、市の施設等の使用料等を改定します。対
象となるのは以下の施設等となります。詳しくは、各施設等の管理者へお問い合わせください。

問 本庁 ☎52-1111　　御支 総合窓口・地域振興G　☎55-2111
　 教育委員会大宮公民館　☎52-0673　　教育委員会緒川分室　☎56-5111
　 美和診療所　☎58-2859

風しんの抗体検査及び風しんの第５期予防接種について

消費税率引上げに伴う市施設等の使用料等改定のお知らせ

昭和37年4月2日生～昭和54年4月1日生
令和元年度クーポン券送付対象者 昭和47年4月2日生～昭和54年4月1日生

月　日 受付時間 場　所
9月27日（金） 11:00～11:15 美和工芸ふれあいセンター

月　日 受付時間 場　所
9月17日（火） 14:15～14:30 緒川保健センター

◆市管理施設等 ◆指定管理者管理施設
施設名 問い合わせ先 施設名 問い合わせ先

御前山文化伝習センター 御前山支所 大宮農村環境改善センター 本庁市民協働課
緒川農産物加工施設 本庁農林振興課 おおみや広域聖苑（斎場） 本庁生活環境課
ふれあいギャラリー 教育委員会大宮公民館 道の駅常陸大宮 本庁農林振興課緒川総合センター 教育委員会緒川分室 道の駅みわ
小場体育館

本庁教育委員会
文化スポーツ課

くりえーとセンター大宮

本庁商工観光課

舟生体育館 花立自然公園
長田体育館 やすらぎの里公園
大賀ファミリー公園テニスコート パークアルカディア

三王山自然公園
手数料等 問い合わせ先 御前山青少年旅行村

墓地管理料 本庁生活環境課 温泉・温浴施設（休憩室）
国民健康保険診療所使用料
（診断書等） 美和診療所 文化センター 本庁教育委員会

生涯学習課
山方地域温泉供給加入金・供給料金 本庁商工観光課 大宮運動公園、山方運動公園、

本庁教育委員会
文化スポーツ課

家和楽運動公園、山方柔剣道場、
美和運動公園、緒川運動公園、
御前山運動公園
西部総合公園
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◆消費税率について
　�　令和元年10月1日からの消費税率引き
上げに伴い、水道料金・下水道使用料・
水道加入金等の消費税率を10％に改定し
ます。
　�　なお、水道料金・下水道使用料につい
ては、下記のとおり経過措置があります。

◆水道料金・下水道使用料の経過措置について
　①�令和元年10月1日前から継続してご利
用のお客様には、経過措置として、10
月1日以後の初回検針分に限り8％が適
用されます。

　②�10月1日以降に使用を開始した場合は、
初回検針分から10％が適用されます。

問 上下水道部総務経営課　総務経営G
 　☎52-0427

　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（TI）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　7/1～7/30

※�「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

水道料金・下水道使用料・水道加入金等の消費税率改定に関するお知らせ

市産農畜産物放射性物質測定結果について

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
みょうが 鷲子 検出せず 検出せず

セシウム134,137
100Bq/kg

イチジク 下檜沢 検出せず 検出せず
クレソン 高部 検出せず 検出せず
青しそ 上小瀬 検出せず 検出せず
山椒 上小瀬 検出せず 検出せず
鶏卵 大岩 検出せず 検出せず
アユ 宇留野 検出せず 検出せず
イノシシ肉 東野 検出せず 53
焼却灰 山方 検出せず 86 セシウム134,137

400Bq/kg
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　公益社団法人茨城県獣医師会で、犬猫の避妊去
勢手術事業を下記の通り実施いたします。
○実施期間：令和元年9月1日～助成頭数に達するまで
○助成頭数：先着1,000頭
　　　　　　（犬・猫また雌・雄の区別なし）
※応募頭数が1,000頭になり次第締め切ります。
○  助成対象：茨城県内に在住する犬・猫の飼い主
　�令和元年9月1日以降に茨城県獣医師会の動物病
院で避妊・去勢手術を受けた犬・猫が対象です。
※�犬の応募には登録番号及び注射済票番号の記載
が必須となります。

○助成金額：1頭につき一律�2,000円
○ 申込方法：茨城県獣医師会の動物病院設置の応
募ハガキによる申込み

※�助成希望者は、手術を行う動物病院にお問い合
わせください。

問 公益社団法人茨城県獣医師会　
　 ☎029-241-6242

　公共下水道の工事に伴い、下記のとおり設計測
量を行います。作業は、施設管理課が発行した身
分証明書を携帯した委託業者が行います。また、
必要な範囲で民有地へ立ち入ることがありますの
で、ご協力をお願いします。
・測量場所　�中富町、抽ヶ台町、宇留野、石沢の

公共下水道未整備地域
・作業期間　�令和元年9月中旬から令和元年12月上旬まで
・作業業者　�㈱リバティープランニング常陸大宮

営業所、㈱玄設計常陸大宮営業所
問 上下水道部施設管理課　下水道Ｇ
　 ☎52-0427（水道管理事務所代表）

　緒川総合センターでは、お客様に安心・安全に
ご利用いただけますよう、下記の日程にて電気設
備の高圧ケーブル修繕を実施いたしますので、全
館休館とさせていただきます。
　関係者の皆様にはご不便、ご迷惑をお掛けいた
しますが、何卒ご理解・ご協力を賜りますようお
願い申し上げます。
○日時　9月28日（土）8:00～29日（日）17:00
問 生涯学習課　緒川分室　☎56-5111

　9月10日の「下水道の日」にちなみ、市内の小中
学生や、市民の方から応募がありました絵画、ポ
スター、書道、作文、標語の作品について下記の
とおり展示します。
　皆さんのご来場をお待ちしています。
○日時　9月7日（土）～17日（火）　9:00～17:00
○場所　大宮ふれあいギャラリー（北町15）
問 上下水道部総務経営課　総務経営Ｇ　☎52-0427

令和元年度犬猫の避妊去勢手術
助成事業の実施について　泉坂下遺跡で出土し、平成29年に国の重要文

化財に指定された人面付壺形土器「いずみ」を、よ
り広くの市民の皆様に利用してもらうために、常
陸大宮市で商標登録を行いました。是非ご利用く
ださい。
　人面付壺形土器「いずみ」の図形及び名称を利用
する場合は、市HP掲載の要綱を参照のうえ、必
要に応じて申請書を提出してください。
問 本庁 文化スポーツ課　文化・スポーツG
　　　  ☎52-1111

　日頃より、常陸大宮市社会体育施設をご利用い
ただきありがとうございます。
　先般よりお知らせのとおり、下記の社会体育施
設（体育館）を閉館いたします。これまでのご利用
ありがとうございました。
　また、施設の管理運営にご協力いただいた皆様
に厚く御礼申し上げます。
閉館する施設
�・盛金体育館（常陸大宮市盛金2460番地）
�・小貫体育館（常陸大宮市小貫502番地）
�・緒川第一体育館（常陸大宮市上小瀬2070番地の1）
閉館する日
　令和元年10月1日（火）
　※�令和元年9月30日（月）までは、通常どおりご
利用いただけます。

問 本庁 文化スポーツ課　文化・スポーツG　
　　　  ☎52-1111　内線342

　家庭的保育は、主に保育ママ（家庭的保育者）の
居宅という家庭的環境で行われるきめ細やかな少
人数保育です。
　県では、興味のある方向けのセミナーや、保育
士資格をお持ちでない方も家庭的保育者になるこ
とができるよう研修を実施します。
　下記で詳細をご確認のうえ、ぜひご参加くださ
い。

　 ホームページ「茨城県 家庭的保育」で検索
問 茨城県保健福祉部子ども政策局子ども未来課
　 ☎029-301-3252

人面付壺形土器「いずみ」の商標利用について

公共下水道工事に伴う設計測量のお知らせ

緒川総合センター臨時休館のお知らせ

下水道コンクール作品展開催

社会体育施設（体育館）閉館のお知らせ

家庭的保育事業について

市HPはこちら
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○水道メーターの交換について
　�　水道メーターは計量法に基づき、8年に1度の交換が定められているため、交換対象になった家庭や
事業所等の水道メーターを無料で交換します。水道メーターの交換は、市から委託された交換作業者
が作業を行います。なお、交換作業者は、市が発行した身分証明書を携帯しています。

○交換のお知らせについて
　�　交換対象の家庭や事業所等には『水道メーター交換のお知らせ』をハガキで通知、または、検針時に
『上下水道使用量のお知らせ』と一緒に投函しますので、確認をお願いします。

○交換作業について
　�　通知に記載してある期間内に交換作業者が伺います。作業前には声をおかけしますが、不在の場合
でも水道メーターの交換を行います。作業時間は、メーターの大きさや設置状況にもよりますが、お
おむね10分程度です。作業中は、水の使用ができなくなりますのでご注意ください。
　�　また、交換作業時に立会いをお願いすることはありませんが、交換作業の支障にならないよう次の
点にご協力をお願いします。
　　・メーターボックスの上に物を置かないでください。
　　・メーターボックス内に土や水が入っている場合は清掃をお願いします。
　　・犬などは作業範囲外に保留しておいてください。
　�　作業終了後に、メーター指針・取替え日・新メーター番号等を記入した『水道メーター交換のお知
らせ』を投函しますので、ご確認ください。

○交換日程について

問 常陸大宮市水道お客さまセンター　☎52-0427　

　市では、多年にわたり社会の発展向上に貢献された市民の長寿を祝い、77歳・88歳・100歳の方に敬
老祝金を、101歳以上の方には記念品を贈呈します。
○対象者
　令和元年9月1日現在、本市に居住し、かつ住所を有する方で
　　①昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までに生まれた方（77歳）
　　②昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までに生まれた方（88歳）
　　③大正8年4月2日から大正9年4月1日までに生まれた方（100歳）
　　④大正8年4月1日以前に生まれた方（101歳以上）
○金額等
　①77歳の方� 7,000円
　②88歳の方� 10,000円
　③100歳の方� 100,000円
　④101歳以上の方� 記�念�品
○贈呈方法
　�　77歳・88歳の方は、9月中旬頃に各地区の民生委員・児童委員がご自宅にお伺いします。また、
100歳・101歳以上でご在宅の方は、事前に連絡のうえ、9月中に市長・副市長が訪問する予定です。
（訪問は、都合により内容が変更となる場合があります）

問 本庁 長寿福祉課　高齢者支援G　☎52-1111　内線175

水道メーターの交換にご協力ください

敬老祝金を贈呈します

交換作業対象区域 交換作業期間
1 栄町、南町、下岩瀬、上岩瀬、根本、泉、宇留野、下村田、上村田、石沢、小場 8/2～10/9
2 大岩、小舟、野口平、長倉、野田、秋田、中居 9/3～11/5

3 中富町、上町、下町、北町、東富町、高渡町、上大賀、岩崎、鷹巣、小祝、辰ノ口、
塩原、小倉、富岡 9/3～11/12

4 山方、野上、舟生、西野内、諸沢、北富田、照山、盛金、長田、長沢 10/2～11/10

5 抽ヶ台町、姥賀町、野中町、田子内町、東野、八田、若林、小野、三美、西塩子、
北塩子、照田、工業団地 10/2～12/8
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　東日本大震災から８年が過ぎ、この間にも北海道胆振東部地震、今年に入り山形県沖地震が発生し、また、日
本各地で想像を超える浸水害や土砂災害が発生し甚大な被害が発生しております。このような大規模な災害の発生
時には、防災関係機関や地域住民等が緊密な連携のもと災害応急活動を迅速かつ的確に実施する必要があります。
このようなことから、防災訓練を通じ常日頃から防災意識の高揚に努めることが大切です。
　本年度の訓練は、地震、暴雨による土砂災害などの被害を想定しての訓練を実施しますので、多くの市民の参加
をお願いします。
　なお、訓練当日は、訓練開始の９時に地震発生の緊急速報メールが流れますのでご注意願います。
１．訓練日時　10月5日（土）9時00分～12時00分
２．訓練場所　常陸大宮市立山方中学校
３．訓練主催　常陸大宮市
４．訓練内容
　（1）警戒監視訓練　　　　　　�（2）シェイクアウト訓練　�（3）初動対応訓練
　（4）避難所開設・受入訓練　　�（5）避難誘導訓練　　　　�（6）住民避難訓練
　（7）避難者輸送訓練　　　　　�（8）備蓄品搬送訓練　　　�（9）資材搬入訓練
　（10）災害ボランティアセンター設置運用訓練　　　　　　�（11）避難所運営訓練
　（12）心肺蘇生法訓練　　　　　（13）止血固定訓練　　　　（14）応急担架製作・徒手搬送訓練
　（15）合同救出・救護訓練　　　（16）防災ヘリ救助訓練　
５．体験・展示
　（1）ＡＥＤ体験　　　　　　　�（2）初期消火体験　　　　�（3）煙体験
　（4）災害用伝言ダイヤル体験　�（5）災害用キット体験　　�（6）防災に関する模型展示
　（7）非常食試食体験　　　　　�（8）緊急車両展示　　　　���
※当日は、自衛隊の豚汁の試食も行いますので多数のご来場をお待ちしております。
問 本庁 安全まちづくり推進課　☎52-1111　内線112

　常陸大宮市では、市制施行15周年を記念して、市の公共施設等の利用料金を引き下げいたします。
　期間限定のイベントですので、是非この機会にご利用ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和元年度に成人を迎える方々の新しい人生の門出を祝福し、成人式を下記日程のとおり実施します。
　新成人者の皆さんの多数のご出席を、心よりお待ちしております。
期　日　令和2年1月12日（日）
場　所　常陸大宮市文化センター●ロゼホール
受付け　13:15～13:45
式　典　14:00～15:00
※�企画・運営は、新成人者による成人式実行委員会にて行います。自分達の手で成人式を創ってみませんか。
実行委員をやってみたい方は、下記問合せ先へご連絡ください。

※�市内の中学校を卒業された方、または令和元年10月1日現在、常陸大宮市に住所のある方に案内状を送付い
たします。（11月下旬～12月上旬頃発送予定）

問 本庁 生涯学習課　☎52-1111　内線334

山方淡水魚館
○実施期間　10月12日（土）～14日（月）の3日間
○内　　容　施設利用料金の割引き
　　　　　　大人150円→120円
　　　　　　小人��70円→��60円
○場　　所　常陸大宮市山方535
問 ☎57-6681

花立自然公園
○実施期間　10月12日（土）～14日（月）の3日間
○内　　容　施設利用料金の割引き
　　　　　　スペースアスレランド
　　　　　　300円→100円
○場　　所　常陸大宮市高部4611-1
問 ☎58-2277

○実施期間　10月6日（日）
○内　　容　 左記温泉施設をご利用いただいたお客様に抽選で

「常陸大宮さん」をプレゼント。
1等  15周年記念ラベルゆずサイダー�300本
2等  ゆずきれい�90本　　3等  ゆずパスタソース�90本
4等  共通招待券�90本
※商品が無くなり次第終了となります。
※当日は15周年記念限定メニューの販売も行います。

美和ささの湯
住所　常陸大宮市氷之沢3139
問 ☎58-2682
やまがたすこやかランド三太の湯
住所　常陸大宮市諸沢5071
問 ☎57-4126
ごぜんやま温泉保養センター 四季彩館
住所　常陸大宮市�長倉�407-2
問 ☎55-2626

令和元年度常陸大宮市防災訓練の実施について

常陸大宮市市制施行15周年記念〜公共施設等がお得に利用できます！〜

令和２年成人式を開催します
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　物産センター「かざぐるま」をスタート地点とするおがわ富士ハイキングツアーを開催します。小舟富
士、小瀬富士、砂羅向山からふれあいの森までのハイキングコースを一緒に歩いてみませんか。
○期　　日　　令和元年11月10日（日）　物産センター「かざぐるま」駐車場に8時30分集合（受付）
○場　　所　　常陸大宮市小舟地内　おがわ富士ハイキングコース
○対 象 者　　市内・市外を問わず小学3年生以上の方（3・4年生は家族同伴が必要。）
○参 加 費　　500円/人（お弁当代（けんちん汁付）、保険料を含む）当日徴収。
○募集人員　　60名程度（申込多数の場合は抽選・登山初心者歓迎）
○申込方法　　「参加申込書」に記入の上、下記にお申し込みください。（FAX可）
　　　　　　　申込先：〒319-2411　常陸大宮市小舟2858-2
　　　　　　　　本橋　守（☎090-4078-0697）（ FAX 0295-56-5115）
　　　　　　　　又は緒川支所　☎0295-56-2111（代）（ FAX 0295-56-2837）
○申込期限　　10月18日（金）
○引　　率　　おがわ富士を守る会会員
○主　　催　　おがわ富士を守る会　　後援　常陸大宮市

問 堀江　甫（携帯）　☎090-7268-5962　　本橋　守（携帯）　☎090-4078-0697

○日　　時　　10月20日（日）受付／9:00　開会／9:20
○場　　所　　おおみやコミュニティセンター研修室１・２
○主　　催　　常陸大宮市文化協会
○共　　催　　常陸大宮市教育委員会
○参加資格　　市内在住または在勤・在学の方
○参 加 費　　1,400円　※当日徴収・昼食賞品代を含む　　　
○対　　局　　５回戦（対局・順位の決定は大宮愛碁会方式による）
○表　　彰　　�３位まで賞状と賞品を授与のほか、3勝以上の勝越

者へ賞品贈呈
○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3日（木）17:00まで

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

緒川ハイキングツアー参加者募集

令和元年度常陸大宮市文化祭　第15回囲碁大会出場者募集

募　　集

き　り　と　り�（FAXの場合はきりとり不要）
おがわ富士ハイキングツアー参加申込書

※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 連絡先 年齢 性別
〒 男・女

〒 男・女

〒 男・女

き　り　と　り�（FAXの場合はきりとり不要）
第15回囲碁大会（10/20）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 連絡先 生年月日 段級位
〒

　　段・級

令和元年　　月　　日
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　市では、臨時保育士バンクの登録者を募集しています！出産や病気等で保育士に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、市役所こども課または公立保育

所へ「常陸大宮市臨時保育士バンク登録申請書」を提出して下さい。また登録申請書は、市役所・各支所・

公立保育所にもあり、市のHPからダウンロードすることも可能です。求人をしている保育所がある場合、

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？（*^‐^*）

広報 常陸大宮 お知らせ版　No.405　2019.9.10

12

　別記様式

平成　　年　　月　　日

常陸大宮市福祉事務所長　　様

次のとおり臨時保育士の登録を申請いたします。

写　真

氏　　　名 性別 男・女

縦４．０ｃｍ 住　　　所

横３．５ｃｍ 電話番号

生年月日 　昭和　・　平成　　　年　　　月　　　日生（　　　歳）

保育士 幼稚園教諭 その他

普通自動車免許 その他（　 ）

１　ある 経験内容

２　なし

　資格・免許等

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　学歴・職歴

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

常陸大宮市臨時保育士バンク登録申請書

　保有資格免許等

　保育関係の業務
　経験

　付　記（活動するにあたって希望がありましたら記入してください）

常陸大宮市臨時保育士バンク登録申請書

添付書類：資格者証の写し
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　農業の実践力を養います。大学への編入資格も得られます。
■募集人員等

■願書受付・入学試験

■授業料等
　・入学試験手数料（2,200円）、入学料（5,650円）、授業料（年118,800円）、教材費他
　・学科１年生は全寮制（家賃は無料、１人食費月額約30,000円他）、学科２年生及び研究科は希望入寮制
問 〒311－3116　茨城県東茨城郡茨城町長岡4070-186
　 茨城県立農業大学校　入試事務局　☎029-292-0010
■農大ホームページ　　農業総合センター農業大学校／茨城県　 検　索

　エアロビクスのインストラクターをしている杉山章子さんを講師に迎え、パパママ＆ベビービクスを
行います。思いっきり体を動かしてみませんか。
○日　　時　　令和元年10月10日（木）　10:30～11:30（集合/10:10）
○場　　所　　常陸大宮市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。
○内　　容　　前半にベビービクスを行い、後半にパパママビクスを行います。
　　　　　　　楽しく体を動かしましょう。
○対 象 者　　保育所（園）に通っていないおおむね1歳未満児とその保護者
　　　　　　　※首が座って、まだ歩かないお子さんが対象です。
○募集人数　　先着15組
　　　　　　　※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。
○持 ち 物　　バスタオルなどお子さんを寝かせられる物、飲み物等
○服　　装　　動きやすい服装（伸縮しやすいもの）
○申込方法　　直接または電話で、子育て広場（またはこども課）へお申し込みください。
○申込期限　　9月17日（火）から10月9日（水）まで
申込・問 子育て広場【直通  ☎53-1401】総合保健福祉センター（かがやき）2階
　　　　●受付（開設）時間　火・水・木曜日　10:00〜16:00※開設時間外は本庁こども課へ転送されます。

令和２年度茨城県立農業大学校入学生募集

子育て広場　「パパママ＆ベビービクス」参加者募集

区分 学科名 募集人員 受験資格 修業年限 専攻コース
学
　
科

農 学 科 ４０名
高校等を卒業した者又は令和２年３
月に卒業若しくは修了見込みの者

２年 普通作・露地野菜・果樹
畜産学科 １０名 ２年 畜産
園芸学科 ３０名 ２年 施設野菜・花き

研 究 科 １０名
農業大学校学科卒及び令和２年３月
に卒業見込みの者、またはこれと同
等以上の学力を有する者

２年 作物・園芸・畜産

試験区分 願書受付期間 試験日 選抜方法

推薦入試
（各学科） 令和元年9月30日（月）～10月18日（金） 令和元年10月30日（水）

小論文
口述試験

（個別面接）
調査書等

一�般
入�試

（各学科）

前期 令和元年11月11日（月）～12月6日（金） 令和元年12月12日（木） 筆記試験
口述試験

（個別面接）
調査書等後期 令和2年2月3日（月）～2月21日（金） 令和2年3月5日（木）

研 究 科
一般入試 令和元年11月11日（月）～12月6日（金） 令和元年12月12日（木）

筆記試験
口述試験

（個別面接）
調査書等
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　平成30年度、市内では農作業中の事故が18件確認されました。
　農作業中の事故を未然に防止し、安心安全な農業の推進を目的に「農作業安全講習会」を開催いたします。
　是非この機会に農作業中の安全性について学んでいただき、皆様の安心安全な農業活動にお役立てください。
〇日　　時　　令和元年10月11日（金）13：30～15：30
〇場　　所　　くりえーとセンター大宮（常陸大宮市工業団地1番地34）
〇対 象 者　　市内で農業を行っている農業者
〇募集人数　　50名（先着順）
〇参 加 費　　無料
〇主　　催　　常陸大宮市認定農業者連絡協議会
〇申込方法　　下記申込先に直接、電話または参加申込書に必要事項を記入のうえ、FAXでお申し込みください。
〇申込期間　　9月30日（月）まで（土・日・祝日は除く）受付時間9：00～17：00
　　　　　　　※定員になり次第締め切りとなります。
〇講習内容　　講師：国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構　積　栄（せき　えい）
　　　　　　　・経営を支える「安全対策」とは何か？
　　　　　　　・事故事例から見た必要な対策
　　　　　　　・「現場の改善」の大切さ
　　　　　　　・現地での取組事例

申込・問 常陸大宮市認定農業者連絡協議会事務局（産業観光部　農林振興課）
　 ☎52-1111　内線206　FAX 52-2250

　常陸大宮市と城里町に誇る関東の嵐山「那珂川」を会場にこの秋、第4回御前山トレイルラン大会が開催されま
す。トレイルランとは森や山中、自然公園などの未舗装の道を走るスポーツで山岳マラソンなどと呼ばれています。
　このイベントの成功には、参加者を「おもてなし」する給水所（エイドステーション）などで活動していただける
方々のパワーと協力が不可欠です。皆さんで一緒にイベントを盛り上げませんか。ボランティアで活動していた
だけるスタッフを募集しています。
○募集内容　　エイドステーション（給水所）スタッフ、コース誘導スタッフ、会場作業等
○参加資格　　18歳以上
○活動日時　　令和元年11月3日（日）6:00～16:30頃まで（予定）
○参加特典　　ボランティア当日の昼食の支給、スタッフジャケット支給（希望者のみ）
○申込方法　　常陸大宮市商工観光課へ直接持参・FAXまたは郵送でお申し込みください。
　　　　　　　☎0295-52-1111（内線274）　 FAX 0295-52-2250
○申込締切　　令和元年9月30日17:00必着
○そ の 他　　交通費等につきましては各自負担をお願いいたします。

　　

　

大会に関する問い合わせ
　関東嵐山御前山トレイルラン大会事務局　☎0299-23-1251　FAX 0299-56-4840
ボランティアスタッフに関する問い合わせ
　常陸大宮市産業観光部　商工観光課　☎52-1111　内線274　FAX 52-2250

農作業安全講習会の開催について

第4回 御前山トレイルラン大会 ボランティアスタッフ募集

き　り　と　り�（FAXの場合はきりとり不要）
農作業安全講習会参加申込書

※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 連絡先 年齢 性別 栽培品目
〒 男・女
〒 男・女
〒 男・女

き　り　と　り�（FAXの場合はきりとり不要）
第4回 御前山トレイルラン大会 ボランティアスタッフ参加申込書

※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 連絡先 性別
〒 男・女
〒 男・女
〒 男・女
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　この講習会は、厚生労働省茨城労働局の委託を受けて実施するもので、高齢者の就業を支援します。
○日　　時　　令和元年10月16日（水）～10月18日（金）3日間　10:00～16:00
○会　　場　　常陸太田市シルバー人材センター　常陸太田市金井町3661-1
○講習内容　　�介護及び生活支援に関する基礎知識と技術を身につけ、介護・生活支援業務での就業を

目指します。
○対 象 者　　①�シルバー人材センターの会員でない、満60歳以上の高齢者で、シルバー人材センター

の会員になって就業できる方。
　　　　　　　②全日程参加可能な方。
○定　　員　　10人　
○受 講 料　　無料
○申込方法　　シルバー人材センター窓口にて所定の申込書で受付
○募集締切　　令和元年10月4日（金）（※延長の場合あり）
申込・問 常陸大宮市シルバー人材センター　☎53-5885

　自分の経験や技術を生かして「何か仕事をしたい」「少し収入を得たい」と思っている60歳以上の皆さ
ん、シルバー人材センターに会員登録して仕事をしてみませんか。
　シルバー事業は、官公庁や民間企業・一般家庭等から、皆さんに適した仕事を引き受けて、会員の皆
様に仕事をしていただき「配分金」をお支払いするものです。
会員として登録できるのは
　①常陸大宮市内にお住まいの方　　②年齢が60歳以上の健康な方
　※会員登録の際に年会費（1,500円）を納めていただきます
お受けしている主な仕事
　草刈り、草取り、農作業、植木の剪定、生垣の刈込み、簡易な大工仕事、屋内外の清掃、家事援助、
筆耕、障子襖の張替え、網戸の張替え、施設管理、空き家やお墓の管理、その他簡単な仕事
申込方法　下記シルバー人材センターあて、直接お申し込みください。
申込・問 一般社団法人常陸大宮市シルバー人材センター　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　本所 ☎53-5885（おおみやコミュニティセンター内）　 山支 ☎57-6826（山方支所内）
　　　　美支 ☎58-3311（美和総合福祉センター内）　　　　　 緒支 ☎56-2857（やすらぎ荘内）
　　　　御支 ☎55-2733（御前山保健福祉センター内）

　上村田霊園の使用者を随時募集しています。申請方法については下記のとおりです。詳細については、
生活環境課までお問い合わせください。
○所 在 地　　常陸大宮市上村田864番地
○募集区画　　（8月15日現在）

※募集区画の配置図は、生活環境課窓口及び市ホームページで確認できます。
○申請者資格
　（1）所在地の市町村税等に滞納がない方
　（2）納付期限内に墓地使用料及び管理料を納入できる方
　（3）他の市営墓地使用許可を受けていない方
○申請に必要な書類
　（1）常陸大宮市公営墓地使用許可申請書
　　��申請書は生活環境課窓口にご用意しています。また、市ホームページよりダウンロードも可能です。
　（2）申請者の住民票（本籍地入り）
　（3）市町村税の滞納がないことを証する書類（滞納のない証明書、納税証明書�等）
○申請受付場所　　常陸大宮市役所市民生活部生活環境課（市役所１階）
　※�区画の予約や仮押さえは行っておりません。事前に現地を確認の上、希望の区画を決定してから申請してください。
申込・問 本庁 生活環境課　生活環境G　☎52-1111　内線123　

介護補助スタッフ講習受講者募集

一般社団法人常陸大宮市シルバー人材センター会員募集

上村田霊園使用者募集について

種　別 面　積 募集区画数 使用料（市内） 使用料（市外） 管理料（年額）
第1種 8㎡ 4 800,000円 960,000円 6,900円
第2種 7㎡ 29 700,000円 840,000円 6,000円
第3種 4㎡ 71 400,000円 480,000円 3,400円
第4種 3㎡ 56 300,000円 360,000円 2,600円
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○日　　時　　10月22日（火）※祝日　小雨決行　6:30出発（18時帰着予定）
○出発場所　　山方支所前　※大型バス
○場　　所　　栃木県那須塩原市
○コ ー ス　　那須ゴンドラ～三本槍岳登山
　　　　　　　�那須五峰の一座で、那須岳として日本百名山にも選定されています。那須岳最高峰の三本槍岳は栃

木県と福島県の県境に位置します。一等三角点のある山頂からは360度のパノラマが楽しめます。
○参加対象　　山方地域に居住または勤務の方
　　　　　　　※小学生以下の方は、保護者の同伴が必要です。
○参 加 費　　大人3,500円・子供3,000円　（ゴンドラ往復乗車券代含む）
○募集人員　　40名（定員になり次第締切り）
○申込方法　　�申込書に記入の上、山方公民館へ直接又はFAXでお申し込みください。なお、申込書以

外でのお申込みの場合は住所・氏名・年齢・電話番号をお伝えください。
○申込期限　　令和元年10月15日（火）まで
○そ の 他　　昼食･飲み物･防寒具･杖等は各自準備願います。歩きやすい服装・滑りにくい靴でご参加ください。
○主　　催　　山方体育協会

申込 教育委員会山方分室　☎57-2903　FAX 57-3990　問 中島　勤　☎090-8847-9363

　 市文化センター大ホールのステージを10分間使って自分の特技などを披露していただく方を募集しま
す。ダンスや歌、漫才、手品、バンドなどジャンルは、問いません。どなたでも気軽にご応募できます。

　同時に、イベントを盛り上げてくれる出店者の方も募集します！皆様のお申し込みをお待ちしております。
○日　　時　　令和2年2月16日（日）　10:00～16:00(予定）
　　　　　　　午前：カラオケの部　　午後：一般参加者の部
○場　　所　　市文化センター　大ホール
　　　　　　　（出店：大ホールホワイエ・エントランスホール等）
○出演者募集人数　カラオケ　18組　　　　一般参加者　18組
○出演（出店）資格　個人・団体・市内外は問いません。
○発表時間　　10分以内（準備、片付け時間も含む）、カラオケは1曲のみ（フルコーラス）、楽器等は原則持ち込み
○参加費用　　個人1,000円/団体（2名以上）/2,000円　　　出店：1,000円（2ｍ×2ｍの範囲内）
○応募方法　　所定の応募用紙に記載のうえ、直接又は郵送・ＦＡＸでお申し込み下さい。
　　　　　　　＊出店ご希望の方は、当館ホームページでご確認ください。
○応募締切　　令和元年11月20日（水）必着
問 常陸大宮文化センター●ロゼホール　☎53-7200

　妊娠中や出産後のからだのこと、赤ちゃんのこと、母乳のこと、育児の方法など　悩んだり、不安に
なったり、そんなときいつでもご相談ください。

【定例相談日】
　1　実 施 日　　10月2日（水）10月17日（木）11月6日（水）11月21日（木）12月5日（木）12月19日（木）
　2　時　　間　　9時30分～11時30分＊要予約　　　　　
　3　場　　所　　総合保健福祉センター「かがやき」
　4　スタッフ　　助産師・保健師

【訪問による相談】
　ご自宅に助産師が訪問し、相談に応じます。訪問日等の調整を行いますので、下記までご連絡ください。
　（ただし、沐浴や乳房マッサージ等の手技は行えませんので、ご了承ください）
問 かがやき 健康推進課　母子保健G　☎54-7121

山方地域にお住まいの皆さまへ　〜「三本槍岳」軽登山参加者募集〜

第7回ステキな自分☆魅せちゃいまショー　　出演者&出店者募集

助産師による「ママと赤ちゃんのなんでも相談」のお知らせ

き　り　と　り�（FAXの場合はきりとり不要）
「三本槍岳」軽登山参加申込書

※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 連絡先 性別 年齢（学年）
〒 男・女
〒 男・女

相　　談
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　市制施行15周年を記念して、元プロ野球選手20人を迎えて市選抜チームとの対戦や野球教室等を
行う「ドリーム・ベースボール」を開催します。

日　　時　　10月27日（日）午前9時00分　開場
会　　場　　大宮運動公園　市民球場　（金田�正一�氏　講演会：西部総合公園　体育館）
　　　　　　※入場無料。ただし、入場には入場整理券が必要です。
◯入場整理券について
配布日時　　9月25日（水）午前10時00分から
配布場所　　�常陸大宮市役所、山方支所、美和支所、緒川支所、御前山支所、大宮公民館、山方公民館、

美和公民館、緒川公民館、御前山公民館、常陸大宮市文化センター、西部総合公園体育館
事務所

　　　　　　�道の駅常陸大宮～かわプラザ～、道の駅みわ北斗星、緒川観光物産センターかざぐるま、
やまがたすこやかランド三太の湯、ごぜんやま温泉保養センター四季彩館、美和ささの湯

◯ドリームチームとの記念撮影　参加者募集について
日　　時　　10月27日（日）午前12時45分頃
定　　員　　5組（1組2～6人）
申込方法　　はがきに、①郵便番号②住所③代表者氏名④人数⑤電話番号を記入してお送りください。
申 込 先　　319-2292　常陸大宮市中富町3135-6
　　　　　　常陸大宮市　企画政策課　ドリーム・ベースボール担当　宛
申込期限：9月30日（月）必着
※応募者多数の場合、主催者により抽選となります。当選者には10月7日（月）までに通知します。
　そのほか、イベント詳細につきましては、市公式HPをご覧ください。
問 本庁 企画政策課　☎52-1111

【常陸大宮市市制施行15周年記念事業】宝くじスポーツフェア　ドリーム・ベースボール開催

イベント

参加予定の元プロ野球選手（予定）

金田正一 仁志敏久桑田真澄

村田兆治松永浩美 谷沢健一

堀内恒夫
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　森の静けさの中に響き渡るオカリナの音色をお楽しみいただく「2019秋　宗次郎森の音楽会　in　常
陸大宮」（主催：常陸大宮市）を開催いたします。
　野外音楽堂での演奏会は、宗次郎さんの奏でるオカリナの澄んだ音色と小鳥たちのさえずりがとても
心地よく、豊かな自然の中で癒しのひとときを過ごすことができます。
　皆様のお越しをお待ちしています。
○日　　時　令和元年10月19日（土）
　　　　　　開場13:00　開演14:00　※15:00終了予定
○場　　所　オカリーナの森　野外音楽堂
　　　　　　※天候不良の場合は、会場が緒川総合センターに変更となります。
＝チケットの販売について＝
●販売時間　9月23日（月）初日　　　9:00～12:00
　　　　　　9月24日（火）以降平日　8:30～17:15
●販売枚数　140枚
●販売金額　2,000円【全席指定】
●販売窓口　地域創生課（電話による予約販売は行いません）
　※販売枚数は、お一人様4枚までとします。
　※未就学児の入場はご遠慮願います。
●駐 車 場
　「オカリーナの森小瀬沢駐車場」又は「緒川支所職員駐車場」
　�チケット発売時に先着順で駐車券を発行します。緒川支所の職員駐車場に駐車の方は、バスによる送
迎となります

申込・問 本庁 地域創生課　地域づくり推進G　☎52-1111　内線383

　笑点でおなじみの二人による落語をお楽しみく
ださい。
○日　　時　令和2年1月17日（金）
　　　　　　開場18:00　開演18:30
○場　　所　常陸大宮市文化センター
　　　　　　●ロゼホール大ホール（常陸大宮市
　　　　　　中富町�3135-6）
○入場料金　全席指定　3,000円
　　　　　　※未就学児入場不可　　　
○チケット発売日
　10月12日（土）　窓口9:00～
　電話・インターネット13:00～
○インターネット先行販売　
　10月2日（水）17:00～10月4日（金）23:59
　※チケット発売初日はお1人様4枚まで
問 常陸大宮文化センター●ロゼホール　
　 ☎53-7200

「2019秋　宗次郎森の音楽会　in　常陸大宮」開催のお知らせ

○上映期間　9月15日（日）～12月28日（土）
○上映時間　（平日）10:00/13:30�
　　　　　　（土・日・祝）10:00/13:30/15:00������������������������������������������������������
＊�20名以上の団体は上記上映時間以外でも上映
します。

○観 覧 料　個人　大人300円　小人100円
　　　　　　　　　幼児  50円
　　　　　　団体　大人240円　小人��80円　
　　　　　　　　　幼児  40円
○内　　容　「�宙ガール★篠原ともえの　レッツス

ターウォッチング」(上映時間25分）
　�　星を観ることはとってもオシャレでおもしろ
い!晴れてさえいれば、お家の庭でも、キャン
プ場でも、星はいつでも輝いています。そんな
星や宇宙の魅力をもうちょっと知りたい人へ教
えちゃうスターウォッチングの入門編!!

問 パークアルカディア　プラネタリウム館
　 ☎/ FAX 57-6161　

パークアルカディアプラネタリウム館
番組上映のお知らせ

第25回大宮寄席
三遊亭円楽　三遊亭好楽　落語二人会
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　小さなお子様連れの方が気軽に参加できるコンサートです。
0歳児のお子様からご参加いただけます。
お子様をバギー（ベビーカー）に乗せたまま鑑賞する事ができます。
事前申込みは不要です。ぜひお気軽にお越しください。
○日　　時　　令和元年9月22日（日）　10:30～11:00
○場　　所　　常陸大宮市文化センター
○入 場 料　　無料
○出　　演　　コンフォート
○内　　容　　ピアノ連弾
○演 奏 曲　　崖の上のポニョ、ちょうちょ&キラキラ星、シャボン玉　他　
○そ の 他　　授乳室、おむつ替えコーナーを設置します。
問 常陸大宮市文化センター●ロゼホール　☎53-7200

　ロゼホールのグランドピアノを弾いてみませんか!
　『コンサート用のピアノを弾いてみたい!』という声にお応えし、スタインウェイのグランドピアノを
一般開放致します。
○日　　時　　令和元年10月4日（金）　　10:00～20:00
　　　　　　　令和元年10月5日（土）　　10:00～17:00
　　　　　　　令和元年10月6日（日）　　10:00～17:00
○場　　所　　常陸大宮市文化センター●ロゼホール　大ホール
○対 象 者　　常陸大宮市に在住、または通勤・通学している方
　　　　　　　ピアノを大切に使っていただくため、ピアノ経験者に限らせていただきます。
○ピアノの種類�　スタインウェイ�D275、またはYAMAHA�C-3
○料　　金　　500円（1区分60分）
○注意事項　　受付初日のみ、お一人様1区分の受付けとさせていただきます。
　　　　　　　中学生以下の方は保護者同伴でご利用下さい。
　　　　　　　営利目的での利用はできません。
　　　　　　　ピアノ演奏する方は、お申込者様本人に限ります。�
　　　　　　　当日空きがある場合は、追加利用が可能です。
　　　　　　　お申込み後のキャンセルによる払い戻しはできません。
○申込方法　　�申込書に必要事項を記入のうえ直接お申込みいただくか、または電話でお申し込みくだ

さい。
○申込期限　　令和元年9月25日（水）～希望日の前日まで

問 常陸大宮市文化センター●ロゼホール　☎53-7200　

親子で楽しむバギーコンサート

市文化センターグランドピアノ一般開放

き　り　と　り�（FAXの場合はきりとり不要）

※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。 ※は10月4日(金)のみ

ピアノ一般開放申込書
ふりがな 年　齢 ピアノ経験

氏　　名 才 年

住　　所
〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎　　　　　－　　　　　－　

希望日時
（希望日時に○を
つけてください。）

【　　】10月4日（金）
【　　】10月5日（土）
【　　】10月6日（日）

10:00～11:00 　15:00～16:00
11:00～12:00 　16:00～17:00
12:00～13:00 ※17:00～18:00
13:00～14:00 ※18:00～19:00
14:00～15:00 ※19:00～20:00
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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� 10月� 5日（土）
　　美和かわせみ・ひこうき雲�10月12日（土）
　　めばえの会� 10月17日（木）
　　どんどんちっち・おひさま�10月19日（土）
　　はみんぐばあど・御前山かわせみ�10月26日（土）
　　10:30から1階児童コーナーで行います。

　★おじいちゃんおばあちゃんの似顔絵展
　　�　9月16日の敬老の日に向けて「おじい
ちゃん、おばあちゃんの似顔絵展」を開催
中です。ぜひご覧ください。ご応募いただ
いた方への作品返却は9月28日（土）から行
います。

　　○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

■募集
　★第25回『文学散歩』参加者募集
　　�　岡倉天心ゆかりの北茨城市五浦と平安時
代から多くの和歌に詠まれているいわき市
勿来をバスで訪ねます。ぜひご参加くださ
い。

　　○日　　時　10月30日（水）8:30～17:00
　　○発 着 地　図書情報館
　　○行 き 先　北茨城市��天心記念五浦美術館
　　　　　　　　いわき市��勿来関文学歴史館
　　○定　　員　先着30名（市内在住者に限る）
　　○参 加 費　2,400円（昼食代・入館料等）
　　○申込方法　9月21日（土）9:30受付開始
　　　�館内の申込用紙に必要事項をご記入のう

え、参加費を添えて図書情報館に直接お
申し込みください。定員に達し次第、受
付けを終了します。（申込みは1人につき
2名以内）

■お知らせ
　★パスワード登録はお済みですか？
　　�　パスワード登録をすると図書情報館HP
内「利用者のページ」のご利用が可能とな
り、ご自身のパソコンやスマートフォンな
どから本の予約や貸出状況の確認・延長が
できるようになります。

　　○対 象 者　�利用カードをお持ちの中学生
以上の方

　　○申請方法　�館内のパスワード申請書に必
要事項をご記入のうえ、カウ
ンターで申請してください。

■新しく入った本
　＜一般書＞
　・灼熱� 秋吉　理香子
　・烈風ただなか� あさの　あつこ
　・54字の物語　史� 氏田　雄介・西村　創
　・氷獄� 海堂　尊
　・チンギス紀　５� 北方　謙三
　・戦国の教科書� 天野　純希
　・格闘� 高樹　のぶ子
　・決断の刻(とき)� 堂場　瞬一
　・キキ・ホリック� 森　晶麿
　・小説天気の子� 新海　誠

　＜児童書＞
　・いすのまちのコッシーあそびブック
� このみ　プラニング
　・６年１組黒魔女さんが通る！！　０８
� 石崎　洋司
　・セミクジラのぬけがら� 如月　かずさ
　・貸出禁止の本をすくえ！�アラン　グラッツ
　・トイ・ストーリー４�
　・５分後に意外な結末ex� 桃戸　ハル
　（えほん）
　・ギョギョギョつり� 矢野　アケミ
　・このドアだれのドア？� 鈴木　翼
　・ほんのなかのほんのなかのほん
� ジュリアン　ベール
　・アンパンマンとだだんだん
� やなせ　たかし

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
　10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 31

　開館時間　9:30～18:00
　■休館日
　■開館時間延長日（19:00まで）
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<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【10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】15日（火）�13:00～16:00
　�【場所】御前山保健福祉センター
　�【担当弁護士】後藤　直樹　先生
②【日時】30日（水）�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】2・9・16・23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】25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

●年金相談（要予約）�面接
日本年金機構水戸北年金事務所職員等による年金相談を行い
ます。相談は、混雑緩和等のため予約制とします。その際氏
名、性別、生年月日、住所、基礎年金番号、電話番号をお知
らせください。
　当日は、年金手帳（年金証書）や年金機構から送付された
「ねんきん定期便」などの年金に関する書類、印鑑、本人確
認のための運転免許証などをお持ちください。本人以外の方
がお出でになるときは委任状（用紙は医療保険課にあります）
も必要です。
【日時】9日（水）�10:00～14:30
【場所】市役所本庁２階会議室
予約 日本年金機構水戸北年金事務所　 ☎029-231-2283
問 本庁 医療保険課医療・年金G　☎52-1111　内線163

●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】3日（木）�9:00～正午
【場所】山方公民館
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
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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9月25日（水）です。－

けんこうカレンダー【10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。

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）17日（木）受付/13:30～13:50 1.6歳児健診（1歳6か月児）� 2日（水）受付/13:00～13:20
乳児相談（8～9か月児）23日（水）受付/� 9:30～� 9:40 2歳児歯科健診（2歳3か月児） � 9日（水）受付/13:00～13:20
乳児相談（12か月児） 受付/13:30～13:40 3歳児健診（3歳2か月児）24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』
15日（火）

総合保健福祉センター（かがやき） � 4日（金） 緒川保健センター25日（金）
29日（火）

『子宮頸がん・乳がん検診』
� 1日（火） 総合保健福祉センター（かがやき）18日(金)

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◆　9/15〜10/14 *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）
9/15 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
29 大曽根内科小児科�☎52-0302 熊田診療所� ☎88-2136 桜井循環器科内科�☎63-5131

10/6 小泉医院� ☎52-0116 上野医院� ☎96-5151 吉永医院� ☎63-2303
13 志村大宮病院� ☎53-1111 近藤クリニック� ☎83-2250 今井医院� ☎64-0320
14 エヌ・ティークリニック�☎55-8865 佐野医院� ☎84-1616 茂木中央病院� ☎63-1151

※受診を希望される方は、事前の申込みが必要です。

※検診票の届かない方で検診を希望する方はご連絡ください。




