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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
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

加入するとこんなメリットが！
・広報紙の配布や回覧で、市の情報がすぐ分かる！
・地域行事への参加で住民同士の交流が深まる！
・住民間の連携による災害時の相互扶助や犯罪の抑止力が高まる！
問 本庁 市民協働課　☎52-1111　内線125

～健やかに安心してくらせる
まちづくりを目指して～

区・班に加入しませんか

４月の納税

納期限 ： 4月30日（木）

固定資産税【１期】
介護保険料【１期】
辰ノ口堰水利費※大宮地域のみ
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お知らせ

新生児聴覚検査費用の一部を助成します
　市では、令和2年4月1日から、出産した医療機
関で行う新生児聴覚検査費用の一部を助成します。
＜対    象＞
　令和2年4月1日以降に生まれたお子さん
＜助成回数＞
　初回検査1回分
　※ 再検査となった場合は、確認検査1回分も助

成します。
＜助成額＞
検査方法

（医療機関によって異なる） 公費負担額

自動ABR検査（ABR含む） 上限3,000円
OAE検査 上限2,000円

※上限を超えた場合は自己負担となります。

＜受診票の交付＞
　○既に妊娠届をされた方
　　3月末までに送付いたします。
　○令和2年4月1日以降妊娠届をされる方
   　親子（母子）健康手帳と一緒に交付いたします。
　
＜受診票の使用方法＞
　出産する医療機関の窓口へ提出してください。
　 県外の医療機関では受診票の利用ができません

ので、事前に下記へお問い合わせください。
問 かがやき  健康推進課母子保健G  ☎54-7121

2020年農林業センサスに
ご協力ありがとうございました

　「2020年農林業センサス」は令和2年2月1日を
基準日として、市内の農林業を営んでいる方々を
対象に実施しました。 
　この調査は、我が国の農林業の生産構造や就業
構造、農山村地域における土地資源などの基本構
造の実態とその変化を明らかにすることを目的と
して5年ごとに行われています。
　調査結果は、農林業施策の企画・立案・推進の
ための基礎資料として、農林行政の様々な分野で
活用されます。
　調査対象者の皆さんには、お忙しいなかご協力
をいただきありがとうございました。
問 本庁 総務課　情報・統計G
　　　  ☎52-1111　内線318

固定資産税（土地及び家屋）の価格等の
縦覧について

　市内に所在する土地または家屋の固定資産税の
納税者（免税点未満で課税されない方を除く）は、
他の土地や家屋と比べて、その価格が適正かどう
かを縦覧帳簿により確認することができます。

○縦覧期間　令和2年4月1日（水）～
　　　　　　令和2年4月30日（木）
　　　　　　8:30～17:15
　　　　　　※土・日曜日、祝日は除く
○縦覧場所　市役所本庁2階税務徴収課
○縦覧できる方　
　・ 土地または家屋の固定資産税の納税者及びそ

の同一世帯の親族
　・納税管理人
　・相続人代表者およびその他の相続人
　・納税者の委任を受けた代理人
○縦覧を申請する際に必要なもの
　・ 実際に縦覧する方の印鑑および運転免許証等

本人確認ができるもの
　※ 代表者以外の相続人、代理人、法人の方は、

下記該当書類も合わせてご用意ください。
　・ 代表者以外の相続人の場合は、相続関係が確

認できるもの
　・代理人の場合は、委任状
　・法人の場合は、法人印または委任状
問 本庁 税務徴収課資産税G
　　　  ☎52-1111　内線235

第11回「辰ノ口さくら祭り」開催中止の
お知らせ

　令和2年4月上旬に開催を予定していた第11回
「辰ノ口さくら祭り」は、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止のため、中止することに決定し
ました。
　楽しみにしていただいた皆様には申し訳ござい
ませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたしま
す。
問 本庁 商工観光課　観光振興G
　　　  ☎52-1111　内線275
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【重要】小児科診療変更のお知らせ
　日頃より当院の運営に際しましては、患者さん並びに地域の
皆様より多大なるご理解とご協力を賜り深く感謝申し上げます。
　さて、当院の小児科においては、これまで複数の常勤医師に
よる診療を行ってまいりましたが、本年４月より常勤医師が減
少することとなり、現状の小児科の診療体制を維持することが
困難な状況となりました。

　この度の当院における小児科の診療体制の変更につきまして
は、患者さん並びに地域の皆様には多大なご迷惑をお掛けする
こととなりますが、何卒ご理解頂きますようお願い申し上げま
す。
　当院としましては、なるべく早期に従前の診療体制の構築に
努めてまいります。

令和２年３月１０日

常陸大宮済生会病院長

　そのため、本年４月１日より、一時的に小児科
の診療は予約外来（すでに予約が入っている患者
さん）のみの診療とし、一般外来及び小児救急の診
療は休止させていただきます。
　なお、一般外来の再開に向け鋭意努力するとと
もに、再開の時期につきましては、決まり次第、
速やかにお知らせいたします。



広報 常陸大宮 お知らせ版　No.418　2020.3.25

4

　市では、市内に住所を有する65歳以上の方で、市税等に滞納がなく運転免許証を自主返納された方
に支援品を贈っていますが、継続を希望する方は申請してください。
○対 象 者　平成30年度および令和元年度に高齢者運転免許証自主返納支援事業決定を受けた方
○申請期間　令和元年度における高齢者運転免許証自主返納支援事業決定の日から1年以内
○申請方法　 市役所安全まちづくり推進課および各支所総合窓口・地域振興Gで支援の継続申請をして

ください。
【必要書類】
　・前年度に交付した「高齢者運転免許証自主返納支援事業決定通知書」
　・印鑑
　・ 前年度に支援品として茨城交通㈱路線バスICカード「いばッピ」の交付を受けた方で、引き続き同じ

支援品を希望する方は、前年度に交付された茨城交通㈱路線バスICカード「いばッピ」　　　　
○支援期間　3年間（毎年申請が必要です）
申請・問 本庁 安全まちづくり推進課　安全まちづくり推進G　☎52-1111　内線111
　　　　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

第2期常陸大宮市子ども・子育て支援事業計画（案）のパブリック・コメントの実施結果について
　パブリック・コメントの実施結果について、次のとおりお知らせします。
○パブリック・コメントの実施状況
　①意見の募集期間　　令和2年1月27日（月）～令和2年2月25日（火）
　②案の公表方法
　　・市役所保健福祉部こども課こどもG（本庁1階）、各支所総合窓口・地域振興Gで閲覧
　　・市ホームページで公表
　③意見の提出方法　直接持参、郵送、FAX、Eメール
○意見の提出状況　　意見はありませんでした。
問 本庁 こども課こどもG　☎52-1111　内線136

第3期常陸大宮市地域福祉計画（案）のパブリック・コメントの実施結果について
　パブリック・コメントの実施結果について、次のとおりお知らせします。
○パブリック・コメントの実施状況
　①意見の募集期間　　令和2年1月27日（月）～令和2年2月25日（火）
　②案の公表方法
　　・市役所保健福祉部社会福祉課社会福祉G（本庁1階）、各支所総合窓口・地域振興Gで閲覧
　　・市ホームページで公表
　③意見の提出方法　直接持参、郵送、FAX、Eメール
○意見の提出状況　　意見はありませんでした。
問 本庁 社会福祉課社会福祉G　☎52-1111　内線132

道の駅常陸大宮～かわプラザ～休館日のお知らせ
　道の駅常陸大宮～かわプラザ～では、施設オープンから5年目の運営を迎え建物設備の定期的なメン
テナンスなどを行うため休館日を設定しました。これからも長く親しまれる道の駅として快適な利用環
境の提供に努めてまいりますので、ご理解ご協力をお願いします。
○休 館 日　　毎月第3木曜日（祝日の場合は翌日）および1月1日
○開 始 月　　令和2年4月から
　※なお、トイレ棟については休館日もこれまでどおり利用できます。
問 道の駅常陸大宮　☎58-5038

高齢者運転免許証自主返納支援事業継続申請について
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　生後3か月以上の飼い犬は、登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。
　別記日程表のとおり集合注射を実施しますので、いずれかの会場で受けてください。
　登録されている犬の飼い主の方には、あらかじめ申請書（狂犬病予防注射済票交付申請書）を郵送します
ので、必要事項を記入し押印のうえ、予防注射当日に必ず持参してください。
　新規に登録する犬に関しては、予防注射当日に登録を行いますので、印鑑を持参してください。
　なお、当日は混雑が予想されますので、お釣りのないようご用意ください。
※ 注射会場を統合した為、廃止・変更になった会場がございます。日程表をご確認のうえ来場されます

ようお願いします。
○料金

（1） 新規登録の犬　　　　　　　　　　　　　　　　（2） 登録済みの犬
　　犬の登録手数料 2,000円 狂犬病予防注射済票交付手数料 400円
　　狂犬病予防注射済票交付手数料 400円 狂犬病予防注射料 3,000円
　　狂犬病予防注射料 3,000円 　　　　　　　　　　　　　計 3,400円
　　　　　　　　　　　　　　　計 5,400円
問 本庁 生活環境課生活環境G　☎52-1111　内線122・123　
　 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

犬の登録と狂犬病予防集合注射のお知らせ

令和２年度  狂犬病予防集合注射日程表 【大宮地域】
月日 時間 実施場所

4
月
15
日（
水
）

9:00～ 9:05 南町　　東京クリーニング前駐車場
9:10～ 9:15 高渡町　高渡公民館
9:20～ 9:25 姥賀町　第10区集会所
9:30～ 9:35 東富町　東富児童公園
9:40～ 9:50 東富町　木村昭夫様宅前（木村酒店前）
9:55～10:00 田子内町　JA常陸大宮営農経済センター西側駐車場

10:05～10:15 野中町　野中集会所
10:20～10:30 北町　　おおみやコミュニティセンター西側
10:35～10:45 富岡　　佐藤武紀様宅前
10:50～11:00 富岡　　菊池孝子様宅付近
11:10～11:20 抽ヶ台町　抽ヶ台公民館（七面山）

4
月
16
日（
木
）

9:00～ 9:10 泉　　　泉コミュニティセンター
9:15～ 9:20 根本　　青山酒店付近
9:25～ 9:35 上岩瀬　上岩瀬農村集落センター
9:40～ 9:45 下岩瀬　下岩瀬新農村集落センター
9:50～ 9:55 上岩瀬　富士見台集会所

10:00～10:05 下村田　関モータース廃車置場前
10:10～10:15 下村田　下村田公民館
10:20～10:30 泉　　　箕川種苗㈱第2駐車場
10:35～11:50 石沢　　野上正幸様宅付近
10:55～11:00 泉　　　野上モータース前
11:05～11:10 宇留野　宇留野圷農村文化伝統館
11:15～11:20 宇留野　元不動鉄工所付近

4
月
18
日（
土
）

9:00～ 9:10 西塩子　西塩子田園都市センター
9:15～ 9:25 北塩子　塩田公民館
9:30～ 9:40 東野　　玉川公民館
9:50～10:00 若林　　若林新農村集落センター

10:10～10:15 小野　　小野簡易郵便局駐車場
10:20～10:35 三美　　三美公民館
10:40～10:50 小野　　大場公民館
11:00～11:05 小場　　柏和人様宅前
11:10～11:25 小場　　小場公民館
11:30～11:35 小場　　髙橋秋江様宅前
11:40～11:50 下村田　JA常陸那珂倉庫前

月日 時間 実施場所

4
月
22
日（
水
）

9:00～ 9:10 鷹巣　　畜産センター肉用牛研究所官舎前
9:15～ 9:20 鷹巣　　河井博様宅付近
9:25～ 9:30 鷹巣　　鴨志田勝行様宅付近
9:35～ 9:40 鷹巣　　鷹巣地区集会所
9:45～ 9:50 鷹巣　　鷹巣神社前
9:55～10:00 久慈岡　久慈岡集会所

10:05～10:10 小祝　　小祝新農村集落センター
10:15～10:20 上大賀　上大賀集会所
10:25～10:30 上大賀　金洗十字路西側
10:40～10:50 辰ノ口　辰ノ口集会所
10:55～11:00 塩原　　塩原農村集落センター
11:05～11:10 小倉　　沼田彰様宅付近
11:15～11:20 小倉　　小倉集会所

4
月
23
日（
木
）

9:00～ 9:05 若林　　若林農村公園
9:10～ 9:20 若林　　ダイワハウス現地販売センター前
9:25～ 9:30 八田　　八田集落センター
9:40～ 9:45 八田　　鹿島神社前
9:50～ 9:55 八田　　御陣屋団地調整池前

10:00～10:05 東野　　横山隆章様宅付近
10:10～10:20 北塩子　川岸屋前
10:25～10:30 照田　　大宮照田地区集会所

4
月
25
日（
土
）

9:00～ 9:10 岩崎　　岩崎コミュニティセンター
9:15～ 9:25 大賀　　大賀公民館
9:40～ 9:50 富岡　　富岡集会所
9:55～10:10 下町　　大宮公民館（甲神社隣）

10:15～10:30 宇留野　宇留野台ふれあい交流センター
10:35～10:45 石沢　　石沢公民館
10:50～11:00 上村田　村石公民館
11:05～11:20 中富町　市役所庁舎東側電話ボックス脇
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令和２年度  狂犬病予防集合注射日程表  【山方・美和地域】

月日 時間 実施場所

5
月
12
日（
火
）

8:40～ 8:45 長沢　　藤来設備工業前
8:50～ 8:55 長田　　金子商店前
9:00～ 9:05 長田　　山方公民館長田分館前
9:10～ 9:15 照田　　照田区集落センター
9:25～ 9:30 野上　　鹿嶋𠀋夫様宅前
9:35～ 9:40 野上　　旧鹿嶋一義様牛舎前
9:50～10:00 野上　　野上保育園前

10:05～10:10 野上　　金田市営住宅入口
10:15～10:20 野上　　戸田土建Ｔ字路付近
10:25～10:35 野上　　山方公民館野上分館前
10:40～10:45 野上　　羽場地区ふるさとコミュニティセンター
10:55～11:05 小貫　　山方公民館小貫分館前
11:10～11:15 小貫　　小貫市営住宅入口
11:25～11:30 照山　　前沢橋（釜額）
11:40～11:45 照山　　渡邊節子様宅前
11:50～11:55 照山　　生井沢粗大ゴミ置場
12:00～12:05 照山　　押沼集積所（ゴミ置き場）

5
月
13
日（
水
）

8:55～ 9:05 久隆　　狢の草三叉路
9:15～ 9:20 久隆　　久隆農村集落センター下
9:25～ 9:30 盛金　　桧沢口岡平集会所
9:35～ 9:45 盛金　　旧盛金小学校下三叉路
9:50～10:00 盛金　　下小川駅前

10:05～10:10 盛金　　大森運輸前
10:15～10:20 盛金　　菊池昌枝様宅前
10:25～10:30 盛金　　和知伸一様宅前
10:45～10:50 盛金　　川野邊きのえ様宅前
11:00～11:05 盛金　　国道118号沿梶畑入口
11:10～11:15 舟生　　市営舟生下台住宅入口
11:20～11:25 舟生　　山方公民館舟生分館前
11:30～11:35 舟生　　旧三次キヨ子商店前
11:40～11:45 山方　　江下山古墳下道路待避所
11:50～11:55 山方　　南皆沢公園

5
月
14
日（
木
）

8:40～ 8:50 山方　　高村酒店前
8:55～ 9:00 山方　　芝新農村集落センター
9:05～ 9:10 山方　　増子商店北側待避所
9:15～ 9:25 山方　　和田可燃物ゴミ集積所前
9:30～ 9:35 山方　　大津修様宅前
9:40～ 9:45 山方　　天理教会前
9:50～10:00 山方　　山方駐在所前

10:05～10:15 山方　　枇杷川大久保入口
10:20～10:30 山方　　神奉地高齢者センター前
10:35～10:45 山方　　山方公民館前
10:50～10:55 西野内　西野内消防器具置場
11:00～11:05 西野内　山方公民館西野内分館
11:10～11:15 西野内　梅木橋（山下）
11:20～11:25 西野内　小野瀨保様宅前
11:30～11:35 諸沢　　旧諸沢２区農村集落ｾﾝﾀｰ
11:40～11:50 諸沢　　諸沢簡易郵便局前
11:55～12:00 諸沢　　山方公民館諸沢５区分館前
12:05～12:10 諸沢　　小野瀬彪様宅前

月日 時間 実施場所

5
月
19
日（
火
）

9:00～ 9:05 氷之沢　小林勝宏様宅前
9:10～ 9:15 氷之沢　野沢会館
9:20～ 9:25 氷之沢　表郷みらい館
9:30～ 9:40 下檜沢　小室達雄様宅下
9:45～ 9:50 下檜沢　総合福祉センター入口
9:55～10:05 下檜沢　10分団2部消防器具置場前

10:10～10:15 下檜沢　石井正美様宅前
10:20～10:25 下檜沢　上郷コミュニティセンター
10:30～10:35 下檜沢　寄藤入口
10:40～10:45 下檜沢　見丁入口
10:50～10:55 下檜沢　熊久保入口
11:00～11:10 上檜沢　長岡和代様宅前
11:15～11:20 上檜沢　中組会館
11:25～11:30 上檜沢　長岡勇一様宅前
11:35～11:45 上檜沢　運動公園前駐車場

5
月
20
日（
水
）

9:00～ 9:05 高部　　岡山耕四郎様宅前
9:10～ 9:15 高部　　美和山村開発センタ－
9:20～ 9:30 高部　　矢板俊道様宅前
9:35～ 9:45 高部　　堀江誠様宅前
9:50～ 9:55 高部　　河野種美様宅前

10:05～10:10 高部　　入檜沢下集落センター
10:15～10:20 高部　　大森重男様宅前
10:25～10:30 高部　　岡山進様宅前
10:35～10:40 高部　　東河戸集落センター
10:45～10:55 高部　　河西洋子様宅前
11:00～11:05 高部　　岡山和一様宅前
11:10～11:15 高部　　上町集落センター
11:20～11:30 高部　　高野秀男様宅前
11:35～11:40 高部　　美和亭隣
11:45～11:50 高部　　小室英幸様宅前

5
月
21
日（
木
）

9:00～ 9:10 小田野　三浦杉公園
9:15～ 9:25 小田野　福原橋付近
9:30～ 9:35 小田野　田沢眞一様宅前
9:40～ 9:45 小田野　鴨内入口
9:50～10:00 小田野　小田野田沢線入口手前

10:10～10:15 鷲子　　田澤竜様宅前
10:20～10:25 鷲子　　平野商店前
10:30～10:35 鷲子　　旧薄井商店前
10:40～10:45 鷲子　　阿部スタンド東側
10:50～11:00 鷲子　　袋木沢入口
11:05～11:10 鷲子　　小松栄子様宅前
11:15～11:20 鷲子　　嶐郷苑前（道の駅「みわ」西側）

【山方地域】 【美和地域】
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令和２年度  狂犬病予防集合注射日程表  【緒川・御前山地域】

月日 時間 実施場所

5
月
12
日（
火
）

9:00～ 9:15 上小瀬　川西生活改善センター

9:20～ 9:30 上小瀬　本郷ふるさとコミュニティセンター

9:35～ 9:45 上小瀬　西根生活改善センター

9:50～10:00 上小瀬　下郷農村集落センター

10:05～10:15 下小瀬　下小瀬生活改善センター

10:20～10:25 那賀　　那賀集落農事集会所

10:30～10:40 国長　　国長生活改善センター

10:45～10:55 小玉　　小玉集落センター

11:05～11:10 小瀬沢　小瀬沢ふるさとコミュニティセンター

5
月
13
日（
水
）

9:00～ 9:10 小舟　　前屋大貝生活改善センター

9:15～ 9:30 小舟　　老人福祉センターやすらぎ荘

9:35～ 9:45 大岩　　大岩集落センター

9:55～10:05 油河内　油河内スクールバス車庫前

10:10～10:15 入本郷　入本郷集落センター

10:20～10:30 千田　　千田田園都市センター

10:40～10:50 吉丸　　吉丸コミュニティーセンター

10:55～11:00 松之草　松之草生活改善センター

11:10～11:30 上小瀬　緒川支所駐車場

月日 時間 実施場所

5
月
19
日（
火
）

9:00～ 9:10 野田　　なかのや様前広場

9:15～ 9:20 野田　　鯉沼洋守様宅裏

9:25～ 9:40 野田　　野田集落センター

9:45～ 9:50 野田　　古田土栄一様宅前

9:55～10:05 長倉　　内藤建設様駐車場（電話ボックス隣）

10:10～10:20 長倉　　長倉消防小屋前

10:25～10:30 中居　　福岡水道機場前

10:35～10:40 中居　　中居高田橋付近

10:50～10:55 秋田　　登屋集落入口

11:05～11:10 長倉　　大沢橋隣

11:20～11:25 野口　　旧御前山中学校坂下

11:30～11:35 野口　　上郷消防小屋隣

11:40～11:45 野口　　滝沢火の見跡

5
月
20
日（
水
）

9:00～ 9:10 門井　　門井公民館

9:15～ 9:20 門井　　三村建築様前

9:25～ 9:30 野口平　十二所橋付近

9:35～ 9:40 野口平　平間々坂下

9:45～ 9:50 野口平　野口平消防小屋前

9:55～10:00 野口　　篠田自動車様前

10:05～10:10 野口　　市営内原住宅駐車場付近

10:15～10:20 野口　　旧農協中央支店隣

10:25～10:30 下伊勢畑　冨田眞一様宅前

10:35～10:40 下伊勢畑　青少年旅行村入口

10:45～10:50 下伊勢畑　旧農協伊勢畑支所前

10:55～11:00 下伊勢畑　旧伊勢畑小学校前

11:05～11:10 上伊勢畑　清水冷子様宅隣

11:15～11:20 上伊勢畑　茂垣壽久雄様宅下

11:25～11:30 上伊勢畑　檜山博子様宅前

11:35～11:40 檜山　　檜山沢島入口

11:45～11:50 檜山　　檜山公民館入口

12:00～12:05 下伊勢畑　伊藤俊行様宅前

【緒川地域】 【御前山地域】
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　この補助金は、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、市民相互の連帯感を一層高め、地域の特
性を生かした魅力と活力のある元気なまちづくりを推進するため、市民が主体となって実施する公益性
が高く地域の活性化を推進する活動に対し、補助金を交付します。
○補助対象者　　対象者は、次に掲げるいずれにも該当する団体とします。
　　　　　　　　・活動拠点を市内に有し、市内で活動している団体
　　　　　　　　・原則として、市内に在住または在勤する方で構成され、構成員が10人以上の団体
　　　　　　　　・規約、会則等の定めにより代表者、組織、活動目的等が明らかである団体
　　　　　　　　・政治的または宗教的な活動を目的としない団体
○補助対象期間　令和2年4月1日から令和3年3月31日まで（1年間）
○補助対象事業　 対象事業は、以下に掲げる事業で、補助の目的に照らして市長が適当と認め、対象期

間内に完了する事業とします。

1. 地域づくり事業

2. 生活の基盤づくり事業

3. 賑わいのまちづくり事業
　  （1）観光資源整備事業

　  （2）お祭り等開催事業

　  （3）伝統文化継承事業

　  （4）市民交流活動事業

○申請方法　 申請書（常陸大宮市HPからダウンロード可能）に必要事項を記入し、地域創生課（市役所本
庁3階）まで持参してください。ご不明な点等がございましたら、お問い合わせください。

申請・問 本庁 地域創生課　地域創生企画室　☎55-7600（直通）　FAX 53-6502
　　　　　　  sousei@city.hitachiomiya.lg.jp　　 HP  http://www.city.hitachiomiya.lg.jp

地域創生まちづくり事業補助金について

補助対象事業 補助対象外事業
1. 地域づくり事業
2. 生活の基盤づくり事業
3. 賑わいのまちづくり事業
　（1）観光資源整備事業　（2）お祭り等開催事業
　（3）伝統文化継承事業　（4）市民交流活動事業

1. 事業の効果が特定の個人または団体に限定される事業
2. 営利のみを目的とする事業

対象事業
廃校その他の用途廃止された市有施設を活用し、地域住民が気軽に集うことができる地域づくり活
動拠点を整備する事業
※集会場等の改修など補助制度がある施設は対象外となります。

補助金額 1団体につき補助対象経費10/10（補助限度額100万円）
対象経費 自主的に行う事業の実施に直接必要となる経費

対象事業
次に掲げる生活環境の保全や生活道路の維持修繕等を、計画を立て年間を通じて実施する団体
①市内の生活道路の維持修繕　②市内の環境整備に関する事業
③市内の景観づくりに関する事業　④その他市長が認めた事業

補助金額 1団体につき補助対象経費の10/10（補助限度額50万円）
対象経費 自主的に行う事業の実施に直接必要となる経費

対象事業 市の観光資源となる施設の整備に加え、整備後のPRや観光振興活動に努める事業
補助金額 1団体につき補助対象経費の10/10（補助限度額50万）
対象経費 自主的に行う事業の実施に直接必要となる経費

対象事業 地域の賑わいづくりとコミュニティづくりを目的としたお祭り・イベント等を開催する事業
補助金額 1団体につき補助対象経費の1/2（補助限度額50万円）
対象経費 お祭り・イベント等の準備および開催に必要となる経費で、次の対象外経費を除く。

・人件費、交際費、慶弔費、親睦会費及び社会通念上公金で賄うことがふさわしくない経費

対象事業 地域で市民の交流を図るための事業を、計画を立て年間を通じて実施する団体
補助金額 1団体につき補助対象経費の1/2（補助限度額30万円）
対象経費 市民交流活動に必要となる経費で、次の対象外経費を除く。

・人件費、交際費、慶弔費、親睦会費及び社会通念上公金で賄うことがふさわしくない経費

対象事業
次に掲げる地域の賑わいづくりとなる伝統文化継承のための事業
①継承のための資料作成・データ化　
②継承のための用具等の修繕事業
※指定文化財は既存の補助を活用し対象外となります。

補助金額 1団体につき補助対象経費の1/2（補助限度額100万円）
対象経費 伝統文化継承に必要となる経費

【提出書類】
・地域創生まちづくり事業補助金交付申請書（様式第1号）
・事業計画書（様式第2号）　・収支予算書（様式第3号）　・団体概要調書（様式第4号）
・団体の規約、会則等　　  ・団体の構成員名簿　　　  ・その他市長が必要と認める書類
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※以下次のように省略して記載します。
　常陸大宮市長選挙…市長選
　常陸大宮市議会議員補欠選挙…市議補選
　茨城県議会議員常陸大宮市選挙区補欠選挙…県議補選

◆投票できる方
　【年齢要件】　平成14年4月13日までに生まれた方
　【住所要件】　 令和元年1月4日まで（県議補選は1月2日まで）に常陸大宮市に転入届をされた方で、そ

の後引き続き常陸大宮市に住民登録され日本国籍を有している方

　※県議補選については、転出した方でも投票できる場合があります。
　 　 既に常陸大宮市の選挙人名簿に登録されている方で、1月3日以降に茨城県内の他市町村に転出した

方（詳しくは常陸大宮市選挙管理委員会へお問い合わせください。）

◆投票所入場券について
　　4月2日（木）以後に、郵便でお届けします。
　 　投票所入場券は、封書様式により世帯ごとに郵送します。また、1通に最大6人分をまとめて送付し

ます（6人を超える世帯には複数枚お送りします）。
　 　投票所入場券が届いたら氏名等の記載内容を確認のうえ、投票する際は必ずご自分の投票所入場券

を切り離して、投票所に持参してください。
　 　なお、投票所入場券を持ち合わせていなくても、選挙人名簿に登録されていれば投票することがで

きますので、投票所または期日前投票所の係員にその旨をお申し出ください。

◆期日前投票について
　 　投票日当日に、仕事や旅行、冠婚葬祭などで投票ができない方は、次の期日前投票所において、期

日前投票をすることができます。

投票日 4月12日（日）
投票時間　7：00～18：00
投票場所　市内42投票所
投票方法　候補者1人の氏名を
　　　　　書いて投票

常陸大宮市長選挙
常陸大宮市議会議員補欠選挙
茨城県議会議員常陸大宮市選挙区補欠選挙
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　 　入場券裏面の「宣誓書」に必要事項を事前に記入し、期日前投票所にお越しいただけると受付けがス
ムーズにできるようになります。

　【投票期間】　○県議補選　4月4日（土）から4月11日（土）まで
　　　　　　　○市長選および市議補選　4月6日（月）から4月11日（土）まで
　　　　　　　　（選挙当日（4月12日）は、期日前投票所では投票できません）
　【投票時間】　8:30から20:00まで
　【投票場所】　・常陸大宮市役所期日前投票所　・山方支所期日前投票所
　　　　　　　・美和支所期日前投票所　　　　・緒川支所期日前投票所
　　　　　　　・御前山支所期日前投票所

　　※選挙によって、期日前投票の期間が異なりますのでご注意ください。
　　　 4月10日（金）および11日（土）は、投票所が大変混雑します。当日投票に行けない方は、早めに

期日前投票をしましょう。

«臨時期日前投票所の設置について»
　本庁および各支所における期日前投票所のほかに、次の臨時期日前投票所を設置します。

臨時期日前投票所 設　置　期　日
山方公民館諸沢第五区分館 4月8日（水）　 9:00～12:00

野沢会館 4月8日（水）　13:30～16:30

檜山公民館 4月9日（木）　 9:00～12:00

◆代理投票について
　　心身が不自由で字が書けない方などは代理投票ができます。
　 　代理投票とは、1人の係員が本人の指示に従って投票用紙に記入し、もう1人の係員が指示通りに記

入したかを確認して投票する方法です。投票内容がほかに漏れることは絶対にありません。代理投票
を希望する方は、投票所受付で係員にお申し出ください。

　　また、投票する際に介添えが必要な場合なども係員にお申し出ください。

◆不在者投票について
　・病院や施設での不在者投票
　　 　都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等へ入院・入所されている方は、その病院

や施設等で投票ができます。詳しくは病院長や施設長にお問い合わせください。

　・他市区町村での不在者投票
　　 　長期出張等で選挙期間中に常陸大宮市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村選

挙管理委員会で投票ができます。
　　　手続きの流れは以下のとおりです。
　　　①投票用紙等を請求します。
　　　　 　不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入のうえ、常陸大宮市選挙管理委員会に直接また

は郵送で提出してください。必ず本人が記入してください。また、電子メールやファクシミリ
では受付けすることができません。

　　　　※ 不在者投票宣誓書兼請求書は、市ホームページからダウンロードできます。また、市役所お
よび各支所にも配置しています。

　　　②投票用紙等が交付されます。
　　　　 　常陸大宮市選挙管理委員会で選挙人名簿に登録されていることを確認した後、投票用紙等が

請求書に記入された滞在先に送付されます。
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　　　③不在者投票をします。
　　　　 　投票用紙等が届いたら、その郵便物を開封せずに滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参し

て、投票してください。
　　　　※ 滞在先の市区町村選挙管理委員会以外で、投票用紙等に記入をしたり、同封の不在者投票証

明書の入った封筒を開封すると不在者投票ができなくなります。
　　　　　不在者投票のできる日時は、滞在先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
　　　　※投票用紙等の郵送に時間を要しますので、早めに手続きを行ってください。

　・郵便等による不在者投票
　　 　身体に重い障碍がある方で、一定の要件に該当する方は、自宅などで郵便等による不在者投票を

することができます。
　　1　郵便等投票証明書の申請手続き　
　　　（1）「郵便等投票証明書」の交付を、常陸大宮市選挙管理委員会に申請します。
　　　　　【必要な書類】　ア　申請者本人が署名した申請書
　　　　　　　　　　　　　（申請書は、市ホームページからダウンロードできます。）
　　　　　　　　　　　　イ　身体障害者手帳または戦傷病者手帳若しくは介護保険の被保険者証
　　　（2）常陸大宮市選挙管理委員会で申請書等を確認し、郵便等投票証明書を郵送します。
　　　　　※ 選挙に先立って交付を申請することができます。また、郵便等投票証明書の有効期限が切

れている方や紛失された方は、交付の再申請を行ってください。
　　2　投票用紙等の請求手続き
　　　（1）常陸大宮市選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。
　　　　　【必要な書類】　ア　請求者本人が署名した請求書
　　　　　　　　　　　　　　（請求書は、市ホームページからダウンロードできます。）
　　　　　　　　　　　　イ　郵便等投票証明書
　　　（2）請求書を確認後、常陸大宮市選挙管理委員会から投票用紙・投票用封筒を郵送します。
　　　（3）投票用紙等を受け取り、候補者氏名を記入し、常陸大宮市選挙管理委員会に郵
　　　　　送してください。
　　　　　※ 投票用紙等の請求は4月8日（水）までに、本人から常陸大宮市選挙管理委員会に請求して

ください。
【郵便等による不在者投票ができる方の区分表】

手帳等の種類 障碍等の種別 障碍等の程度

身体障害者手帳

両下肢、体幹、移動機能の障碍 1級、2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、
小腸の障碍 1級、3級

免疫、肝臓の障碍 1級～3級

戦傷病者手帳
両下肢、体幹の障碍 特別項症～第2項症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、
肝臓の障碍 特別項症～第3項症

介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5

　・郵便等による不在者投票における代理記載制度
　　 　郵便等による不在者投票の該当者であって、かつ、一定の要件に該当する方は、あらかじめ選挙

管理員会の委員長に届け出た代理記載人（選挙権を有する者に限る）に投票に関する記載をさせるこ
とができます。

　　　詳しくは、常陸大宮市選挙管理委員会にお問い合わせください。
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◆選挙公報について
　 　候補者の政見などを載せた選挙公報を、4月8日（水）の新聞（朝刊）折り込みでお届けします。また、

本庁および各支所総合窓口に配置するとともに、市ホームページでも見ることができます。
　 　なお、上記の方法で選挙公報を見ることができない場合は、常陸大宮市選挙管理委員会までご連絡

ください。

◆インターネットを利用した選挙運動について
　 　一定の規制のもとにインターネットを利用した選挙運動ができます。なお、インターネットによる

投票はできません。
　（ 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として投票を得、または得させる

ために、直接にまたは間接に有利となる行為のことです）
　1　一般有権者ができる選挙運動
　　 　ウェブサイト等（ホームページ、ブログ、ツイッター等のSNS、動画共有サービスなど）を利用し

た選挙運動ができます。なお、電子メール（SMTP方式および電話番号方式）を利用した選挙運動は
できません。

　　※電子メールアドレスなどの返信用フォームの表示義務があります。
　　※一般有権者は、候補者等から送信されてきた電子メールを転送することもできません。
　2　 候補者、政党等ができる選挙運動
　　　ウェブサイト等および電子メールを利用した選挙運動ができます。
　　※電子メールアドレスなどの返信用フォームの表示義務があります。
　　※自らアドレスを通知し、受信に同意した相手等にしか電子メールを送信できません。
　　　また、受信を同意した際の記録の保存義務があります。
　3　禁止行為等
　　（1）未成年者の選挙運動はできません（保護者の監督も重要です）。
　　（2）選挙運動期間（立候補受付けから投票日の前日まで）以外には、選挙運動はできません。
　　（3）ホームページや電子メールを印刷して頒布してはいけません。
　　（4）悪質な誹謗中傷や、虚偽事項を公開してはいけません。

◆開票について
　【開票日時】　4月12日（日）19:30から
　【開票場所】　西部総合公園体育館
　　　　　　　常陸大宮市工業団地25番地　☎52-5223

◆開票結果のお知らせ
　　　開票結果は、防災行政無線および市ホームページでお知らせします。

◆その他
　・立候補者が定数内の場合は、投票は行われません。
　　立候補の受付は、県議補選が4月3日に、市長選および市議補選が4月5日に行われます。
　・無投票になった場合は、防災行政無線及び市ホームページでお知らせします。

問 常陸大宮市選挙管理委員会（ 本庁 総務課内）　☎52-1111　内線319
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市内保育園等給食食材の放射性物質測定結果について
　2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）

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 小松菜 検出せず 検出せず あゆみ キャベツ 検出せず 検出せず
ブロッコリー 検出せず 検出せず

山方 かぶ 検出せず 検出せず 大宮みのり ほうれん草 検出せず 検出せず
ねぎ 検出せず 検出せず 小松菜 検出せず 検出せず

美和 白菜 検出せず 検出せず 野上 さつまいも 検出せず 検出せず
大根 検出せず 検出せず 白菜 検出せず 検出せず

大宮聖愛
大宮聖慈

白菜 検出せず 検出せず 御前山 じゃがいも 検出せず 検出せず
じゃがいも 検出せず 検出せず にんじん 検出せず 検出せず

ひまわり にんじん 検出せず 検出せず
白菜 検出せず 検出せず

※「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

上下水道料金の支払いは口座振替をご利用ください
　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は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

～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」無料期間の終了について
　常陸大宮市では未就学児がいる世帯を対象に、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、対象の世帯におかれましては現在利用料金のご負担なしでご利用いただ
いておりますが、実証実験は令和2年3月31日で終了となります。
　医療相談アプリ「LEBER」のご利用については、令和2年4月1日以降も継続してご利用いただくこと
はできますが、4月1日以降は有料となりますのでご理解をいただきますようお願いいたします。
問 本庁 医療保険課医療・年金G　☎52-1111　内線166
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　　令和２年度　市税等納付カレンダー

◎納期限内納付を忘れずに！
　納期限を過ぎると延滞金等が加算されます。
◎便利で確実な口座振替をご利用ください！
　金融機関へ直接お申し込みください。（申込用紙は市内の各金融機関・市役所・各支所にあります。）
　ご持参いただくもの【通帳等口座番号のわかるもの・通帳の印鑑・納税通知書（納付書）】
　口座振替日は納期限の日です。納期限日前日までに口座残高をお確かめください。
◎報奨金制度について
　固定資産税に限り、令和2年4月30日（木）までに全期分（1年分）を一括して納める場合は、
　年税額から前納報奨金の額を差し引いて納めることができます。
問 本庁 税務徴収課　☎52-1111　内線237・238
　 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

【4月】 【5月】 【6月】

【7月】 【8月】 【9月】

【10月】 【11月】 【12月】

【1月】 【2月】

固定資産税【１期】
介護保険料【１期】
辰ノ口堰水利費※大宮地域のみ 

軽自動車税種別割
国民健康保険税【１期】

市民税・県民税【１期】
介護保険料【２期】

固定資産税【２期】
国民健康保険税【２期】
後期高齢者医療保険料【１期】
辰ノ口堰水利費※大宮地域のみ 

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

国民健康保険税【４期】
後期高齢者医療保険料【３期】

市民税・県民税【３期】
国民健康保険税【５期】
介護保険料【４期】
後期高齢者医療保険料【４期】

国民健康保険税【６期】
後期高齢者医療保険料【５期】
辰ノ口堰水利費※大宮地域のみ 

固定資産税【３期】
国民健康保険税【７期】
介護保険料【５期】
後期高齢者医療保険料【６期】

市民税・県民税【４期】
国民健康保険税【８期】
後期高齢者医療保険料【７期】

固定資産税【４期】
国民健康保険税【９期】
介護保険料【６期】
後期高齢者医療保険料【８期】

納期限
4月30日（木）

納期限
6月1日（月）

納期限
6月30日（火）

納期限
7月31日（金）

納期限
8月31日（月）

納期限
9月30日（水）

納期限
11月2日（月）

納期限
11月30日（月）

納期限
12月25日（金）

納期限
2月1日（月）

納期限
3月1日（月）
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令和２年度　常陸大宮市文化協会・自主クラブ　会員募集
　市内では、たくさんの皆さんが、芸術・文化・芸能・スポーツのさまざまな分野で楽しく活動をしています。
　各地域で一緒に活動する仲間を募集していますので、活動内容を詳しく知りたい方、参加・見学希望の
方は、各クラブの問合せ先までご連絡ください。（会費の他に別途教材費等がかかる場合があります。）

○大宮地域

募　　集

団体名 活動日時 活動場所 募集人数 会費（円） 問い合わせ先

大宮水墨画クラブ
第1日曜日
13:30～16:30
※4月・8月は休会

東部コミュニティ
センター 3名 20,000/年

宮本　直
☎0296-77-1591
☎090-1851-0990

書道クラブ 第1・3土曜日
18:30～19:30 大宮公民館 若干名 1,000/月 

半年払い
野上　洋子
☎53-1232

（夜のみ）

書道第２クラブ 第1・3水曜日
18:00～20:00 大宮公民館 若干名 1,000/月 細貝　豊

☎090-7234-8078

大宮手編みクラブ 第2・4金曜日
9:30～11:30 大宮公民館 女性5～6名 1,000/月 関　昌子

☎52-1586

山田手編みクラブ 第2・4金曜日
14:00～16:00 大宮公民館 女性10名 15,000/年

教材は教室で購入
栗原　富恵
☎53-1471

陶芸クラブ 第2・4水曜日
9:00～正午 大宮公民館 １名 3,000/年 柴田　文久

☎080-2163-8739

草木染めクラブ 第1～3木曜日
13:30～16:00　　　 どんぐりくらぶ 5名 1,000/月 小野　静枝

☎52-1710

パッチワーククラブ
第1・3金曜日
10:00～正午
14:00～16:00

指導者宅（宇留野） 女性若干名 3,000/月 木村　喜美江
☎52-2535

パッチワーク
夢布の絵

第2・4木曜日
9:00～正午 大宮公民館 女性3名 2,000/年 益子　弘子

☎53-1968

皮細工第2クラブ 第2・4火曜日
9:30～11:30 大宮公民館 若干名 2,000/月 藤田　雅子

☎52-2363

サロン花工房
（押し花）

第1・3火曜日
13:30～15:30
第2・4水曜日
13:30～15:30

大宮公民館 若干名 2,500/月 大曽根ひとみ
☎090-5544-9952

きりえ愛好会 第2・4土曜日
14:00～16:00 大宮公民館 10名 2,500/月 増子　良子

☎53-6929

ビーズきららクラブ 第4土曜日
10:00～正午

ドルフィン交友館
（泉） 女性若干名 1,500/月 木村　喜美江

☎52-2535

大宮写真クラブ 第2土曜日・第4火曜日
13:30～17:00 大宮公民館 3名 6,000/年 吉川　誠

☎53-2409

ガーデニングクラブ 第1木曜日
13:30～15:30

おおみや
コミュニティセンター 5名 7,000/年 圷　教夫

☎52-1584

フローラルクラブ 第1日曜日
10:00～正午 大宮公民館 若干名 2,000程度/月

（花材費）
大山　美幸
☎090-5753-1994

大賀コーラス 第3水曜日
19:30～21:00　 大賀分館 女性５名 500/月 柏　 貞子

☎52-3579

塩田コーラス 毎週月曜日
20:00～21:00 塩田分館 女性若干名 1,000/月 柏　たみ子

☎53-4285

玉川コーラス 毎週木曜日
19:00～21:00　 大宮北小学校体育館 10名 5,000/年 横山　すみい

☎53-3832

混声合唱団 さくら 第2・4水曜日
19:30～21:00 大宮公民館 若干名 1,000/月 小池　良道

☎090-2649-8919
大宮どうよう
唱歌クラブ

第2・4火曜日
9:30～11:30 大宮公民館 若干名 1,000/月 小池　とみ

☎53-5488
アンサンブル・ ドルチェ

（コーラス）
第1・3金曜日
9:30～正午 大宮公民館 女性人数制限

なし 1,500/月 坂本　淳子
☎52-3800
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団体名 活動日時 活動場所 募集人数 会費（円） 問い合わせ先

ロゼ女声合唱団 毎週金曜日
19:30～21:00 真木ピアノ教室 女性10名 1,000/月 柏　貞子

☎52-3579

常陸大宮吹奏楽団 毎週土曜日
18:00～21:30 大宮公民館

人数制限なし
（楽器を自前
で用意できる
方、打楽器は
除く、特殊楽
器は要相談）

2,000/月
中高生500/月

田村　真理
☎090-1503-4753

大正琴薫風 第1・3金曜日
9:30～11:30 大宮公民館 若干名 3,000/月 佐藤　信子

☎57-3570

津軽三味線　悠絃 第2・4日曜日
15:00～17:00 大宮公民館 3名 12,000/年 和田  敏明

☎52-1070

ルアナ・フラ 第1・3水曜日
14:00～15:30 大宮公民館 女性10名

（初心者大歓迎） 4,000/3か月 菊地　公子
☎53-3330

コマキケイ
フラハーラウ
ハイビスカス組

第1・3水曜日
19:00～20:30 小場公民館 女性若干名 3,000/月 寺門　孝子

☎53-4828

ほおずきの会 第1・3水曜日
13:00～16:00 大宮公民館

若干名
（尺八・オカ
リナ・大正琴
等弾ける方）

3,000/年 宇留野　誠
☎029-298-7595

喜よみ会（日本舞踊）

毎週火・水・土
14:00～18:00
稽古時間
1回30分～60分程度
時間は相談に応じます

山方公民館
指導者宅（野中町） 若干名

個人稽古
10,000/月５回

7,000/月3回
団体稽古

3,000/月2回
花柳　喜代三
☎52-1557

伝統文化日本舞踊
こども教室

（喜よみ会）
隔週土曜日
13:00～17:00

ロゼホール
指導者宅（野中町） 若干名 団体稽古 

2,000/月2回

民舞研究会
第1木曜日
14:30～16:30
第2・4木曜日
13:30～16:00　　

おおみや
コミュニティセンター 女性若干名 3,000/月 細貝　柚花

☎57-9495

大宮民舞クラブ 第1・3水曜日
8:30～11:00　　

おおみや
コミュニティセンター 女性若干名 2,000/月 萩谷  艶子

☎53-0158

鳴子会（よさこい） 第2・4土曜日
13:30 ～15:30　 大宮公民館 5名 1,000/月 鈴木　希以子

☎090-4911-7378

大宮民謡クラブ 第2・3水曜日
13:30～16:00 大宮公民館 若干名 2,000/月 小林　君江

☎090-4623-5909

茨城楽柊会
（民謡・民舞）

第1～3木・金曜日
13:00～16:00
第1～3土曜日
18:00～20:30

大宮公民館 若干名 3,000/月 栗田　通
☎53-5681

大宮詩吟クラブ 第2・4火曜日
13:00～15:30　　 大宮公民館 2名 1,000/月 本橋　 功

☎53-0205

大宮詩友会 第1・3・4土曜日
13:30～15:30 大宮公民館 若干名 2,000/月 小野瀬　勉

☎53-0601

大宮俳句会 第1水曜日
13:00～17:00 大宮公民館 5名 10,000/年 木村　芳之

☎090-4072-9852

大宮短歌クラブ 第3土曜日
13:30～16:00

大宮公民館
指導者　片岡　明 若干名 1,000/月 小田倉　玲子

☎52-2796
常陸大宮市
虹の輪読書会

第4土曜日（偶数月）
14:00～16:00 図書情報館 若干名 3,000/年 寺門　喜代子

☎52-3536
朗読サークル
言の葉

第2・4水曜日
10:00～正午

大宮公民館
指導者　平島　則子 若干名 1,000/月 中嶋　雅子

☎090-1800-0722
池坊菊池社中

（生け花）
第1～3土曜日
17:00～19:00 指導者宅（上大賀） 男性3名

女性5名 4,000/月 菊池　千穂子
☎53-1708

小原流植田社中
（生け花）

第1・3木曜日
18:00～20:00 大宮公民館 若干名 12,000/年 

花材費別
植田　和子
☎080-1160-0648
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団体名 活動日時 活動場所 募集人数 会費（円） 問い合わせ先
江戸千家菊池社中

（茶道）
第1～3土曜日
14:00～22:00 指導者宅（上大賀） 男性3名

女性5名 6,000/月 菊池　千穂子
☎53-1708

英会話クラブ 第1～4水曜日
18:10～19:40 大宮公民館 3名 1,000～

2,000/月
小野瀬  誠
☎57-9062

大宮愛碁会 第1～4日曜日
8:30～16:30 大宮公民館 若干名 1,000/年 豊田　光男

☎53-0735

大宮将棋会
第3金曜日
第4日曜日（奇数月）
9:00～15:00

大宮公民館
人数制限なし 

（片方の月だけ
参加可）

必要に応じ 梶山　啓行
☎53-2036

ドリームDSC
（ダンス）

毎週日曜日
19:00～21:30 大宮公民館 男性10名

女性10名 2,000/月 益子　晃
☎090-7241-1634

ダンス・スポーツ・
マンディクラブ

第1～4月曜日
19:30～21:30

おおみや
コミュニティセンター 5名 2,000/月 佐藤　洋子

☎58-3516
大宮スポーツダンス
第1クラブ

第1～4火曜日
19:30～21:30 大宮公民館 10名 2,000/月 佐久間　俊彦

☎090-3088-8826
Reiwa
ダンスクラブ

第1～4木曜日
10:00～正午

おおみやコミュニティセンター
大宮公民館

男性5名
女性5名

2,500/月
入会金1,000

海老根　建一
☎53-1265

甲神太鼓 第1～4日曜日
19:00～20:30 旧大場小学校 若干名 500/月 大賀　泰裕

☎53-3989

ヨーガクラブ 第2・4木曜日
13:30～15:00 大宮公民館 女性若干名 1,000程度/月 小林　洋子

☎53-1404

ヨガ教室 第1・3木曜日
10:00～11:30 大宮公民館 女性若干名 1,000/月 新井　きよ

☎53-5199
常陸大宮
太極拳クラブ

毎週金曜日
10:00～11:30

大宮公民館
おおみやコミュニティセンター 10名 5,000/半年 丹藤　みよ

☎52-2451
自
ジ

彊
キョウ

術
ジュツ

（呼吸法を兼ねた
保健体操と手技療法）

第1～4木曜日
15:30～17:00 大宮公民館 女性若干名 2,000/月 神永　三枝子

☎53-0544

脳と体を元気にする体操 
（フェルデンクライス）

第1・3日曜日
13:30～15:30 大宮公民館 若干名 2,000/月 常松　則夫

☎56-2612

ひまわりクラブ
（健康体操）

第2・4木曜日
9:30～11:30
第2・4金曜日
19:00～21:00

大宮公民館 若干名 300/回 大畑　千惠子
☎55-8877

ひまわり着付け
クラブ

第1・3土曜日
9:30～11:30
第2・4水曜日
13:00～15:00

大宮公民館 女性5名 1,000/月
 
松本　とみ子
☎090-4847-2275

グラスアート教室 
GLADYS

第2・4水曜日
9:30～11:30

ドルフィン交友館
（泉） 10名 3,000/月

別途材料費
大森　清美
☎080-6678-4816

せっけんアート 随時 指導者宅（栄町）
女性若干名 

（1人でもグループ
レッスンでもＯＫ）

1,600/1レッスン 
（2時間位）

綿引　正子
☎090-4623-1353

自
ジ

彊
キョウ

術
ジュツ

　小祝教室
（健康体操）

毎週木曜日
10:00～11:30

（月3～4回）
小祝新農村
集落センター

女性7名
（随時受付）

2,000/月
年会費3,000

廣木　きみ
☎090-1428-1291

社交ダンス
ビギナーズ教室

第2・3・4・5土曜日 
9:00～11:00
4月下旬から開始

大宮公民館

男性15名
女性15名

※初心者のみ
募集。電話で
の申込み

1,000/月 益子　晃
☎090-7241-1634

○山方地域
団体名 活動日時 活動場所 募集人数 会費（円） 問い合わせ先

山方書道クラブ 第2・4火曜日
13:30～15:30 山方公民館 若干名 1,000/月

別途誌代600
小森　タミ子
☎57-3757

山方写真クラブ 第2水曜日
18:00～21:00 山方公民館 若干名 13,000/年 木村　茂

☎57-3042
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団体名 活動日時 活動場所 募集人数 会費（円） 問い合わせ先

舟生切り絵クラブ 第１金曜日
8:30～11:30 舟生分館 若干名 2,000/年 佐藤　登

☎57-2587

大正琴クラブ 第1・3木曜日
13:30～15:30 山方公民館 若干名 3,000/月 

貸出用楽器あり
猿田　トミ子
☎57-2316

山方民舞クラブ 第3土曜日
13:30～15:30 山方公民館 若干名 2,500/月 大内　光枝

☎57-3741

輝生会 第1・3木曜日
9:00～13:00

おおみや
コミュニティセンター 若干名 6,000/月 武藤　道子

☎55-8188

西野内民謡クラブ 第1～3火曜日
15:45～17:45 西野内分館 男性2名

女性2名 3,000/月 椎名　陽子
☎57-6888

民謡かわせみの会 第1・2火曜日
13:30～15:30

山方農林漁家高齢者
センター 若干名 2,000/月 相澤　マツヨ

☎57-2567

霞朗詠会霞吟会 毎週火曜日
19:30～21:00 山方分館（山方宿駅） 若干名 1,000/月 髙村　卓雄

☎57-2604

花扇会 第1・2・3土曜日
10:00～正午 山方公民館 女性若干名 3,000/月 細貝　柚花

☎57-9495

山方俳句クラブ 第4金曜日
13:30～15:30　　 山方公民館 若干名 10,000/年 細貝　一枝

☎57-2837

山方郷土史クラブ 第2火曜日
9:00～15:00 山方公民館 若干名 4,500/年 金子　理一郎

☎57-2693

古文書クラブ 第3木曜日
13:30～15:00 山方公民館 若干名 2,500/年 木村　宏

☎57-3619

やまがた御城
太鼓の会

毎週木曜日
19:30～21:00 山方公民館 若干名

大人500/月
中学生以下

250/月
木村　輝雄
☎090-1887-6486

四町内
祇園囃子保存会

毎週金曜日
19:00 ～ 20:00 山方一区集会所 2～3名 3,000/年 小河原　利一郎

☎57-2100
西野内
祇園囃子保存会

水曜日
19:00 ～20:30 西野内分館 若干名 500/月 細貝　勉

☎57-6480

舟生屋台囃子保存会 第2・4金曜日
19:00 ～ 21:00 舟生分館 若干名 大人3,000/年

子ども無料
木村　唯弘
☎57-3239

陰陽神社御祭礼
野上囃子保存会

土曜日（隔週・偶数日）
19:00 ～20:00

野上地区
コミュニティセンター 若干名

無料
入会時1000

（バチ代）
横山　優
☎57-6278

花ロンド（押し花） 第3木曜日
13:30～15:30　　 山方公民館 若干名 1,000/月

材料代別途
菅田　一枝
☎090-6942-0287

●美和地域
団体名 活動日時 活動場所 募集人数 会費（円） 問い合わせ先

コール美和
（コーラス）

第1・3木曜日
19:00～21:00

美和工芸
ふれあいセンター 若干名 1,500/月 萩庭　幸子

☎090-3343-2366

●緒川地域
団体名 活動日時 活動場所 募集人数 会費（円） 問い合わせ先

和を楽しむ会
四季彩華

第4土曜日
9:00～11:30 緒川総合センター 若干名 10,000/年

毎月の花代は別途
寺門　恵美子
☎52-3725

緒川弥七太鼓 毎週水曜日
19:00～21:00 緒川総合センター 男性3名

女性3名 12,000/年 角田　征一
☎56-3146

緒川囲碁同好会 第2・4木曜日
9:00～16:00 やすらぎ荘 若干名 1,000/回 堀江　賢一

☎56-2708
堀　馨予先生の 
バレエストレッチ教室

第2・4木曜日
14:00～15:30 緒川総合センター 若干名 2,000/月 内田　尚子

☎56-2075

●御前山地域
団体名 活動日時 活動場所 募集人数 会費（円） 問い合わせ先

御前山
絵てがみクラブ

第1・3金曜日
10:00～15:00 御前山市民センター 若干名 2,000/月

別途年間3,000
佐藤　不美子
☎53-0358



19

広報 常陸大宮 お知らせ版　No.418　2020.3.25

子育て広場 「わくわくおはなしランド（読み聞かせ）講座」参加者募集
　図書情報館等で活躍している「はみんぐばあど」の皆さんを講師に迎え、様々な趣向をこらした読み聞
かせを行います。
　ステキなおはなしの世界を一緒に楽しみませんか。
○日　　時　　令和2年4月21日（火）　10:30～11:00　（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。
○対 象 者　　保育所（園）に通っていない3歳未満児とその保護者
            　　　妊婦の方・妊娠予定の方・産後の方
　　　　　　　＊今回の講座は、妊娠中の方や妊娠予定の方なども参加できます。
　　　　　　　＊予約は不要ですので、お気軽にお越しください
○申込方法　　予約不要（当日、子育て広場へ直接お越しください）
申込・問 子育て広場【直通 ☎53-1401】　＊開設時間外は本庁こども課へ転送されます。
　　　　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

団体名 活動日時 活動場所 募集人数 会費（円） 問い合わせ先

墨龍書会 第2・4木曜日
17:30～19:30　　 御前山市民センター 5名 2,000/月 石﨑　恵美子

☎55-3913

エコクラフト 第1火曜日
13:30～15:30 御前山市民センター 若干名 12,000/年 樋口　まさ子

☎090-8307-1761

ハンドちゃん 第4金曜日
13:30～15:30 御前山市民センター 女性2～３名  1,000/月

材料費別途
國安　惠子
☎55-2678

女声合唱団 ゆめ

第1・3土曜日
9:30～正午
第2・4日曜日
13:30～17:00（4～9月）
13:30～16:30（10～3月）

御前山市民センター 女性5名 3,000/月 岡﨑　美千代
☎029-288-5612

ビューティフル
フレンズ（混声合唱）

第1・3火曜日
9:30～11:30 御前山市民センター 人数制限なし 1,000/月 水上　道子

☎53-6074

かたくり（オカリナ） 第2・4水曜日
10:00～正午 御前山市民センター 若干名 1,700/月 櫻井　和子

☎55-2658

フラワーベルの会 第2火曜日
10:00～正午 御前山市民センター 若干名 1,000/月 鈴木　みい子

☎55-2269

御前山ソーＲＡＮ 第1・3金曜日
19:30～21:30 御前山市民センター 人数制限なし 大人500/月

子供250/月
國安　惠子
☎55-2678

おはなしの会
かわせみ

第1水曜日
13:30～15:00
第3火曜日（保育園）
10:00～10:30
第4土曜日（図書情報館）
10:30～11:00
木曜日（随時）（小学校）
8:10～8:20
金曜日（随時）（中学校）
8:05～8:15

御前山市民センター
ほか 若干名 1,500/年 皆川　政子

☎55-3568

御前山郷土史クラブ
第3水曜日
13:30～15:30
※6月から活動

御前山市民センター 10名 7,000/年 青木　猛
☎55-3153

野田和太鼓愛好会 第2・4金曜日
19:30～21:30 御前山市民センター 若干名 12,000/年 大森　一男

☎55-2301

御前山太極拳クラブ 第2・3・4木曜日
9:30～11:30 御前山市民センター 若干名

（事前見学可）
3,500/月

別途年会費1,000
矢野　正紀
☎56-2014

問 大宮公民館　☎52-0673
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令和2年度危険物取扱者試験および消防設備士試験実施のお知らせ
　令和2年度危険物取扱者試験及び消防設備士試験は、下記のとおり実施します。

１　危険物取扱者試験
　　試験日、試験地、試験会場、試験種類及び受験願書受付等は、次のとおり。

試験
種類 区分 試験日 試験地 予定試験会場 受験願書受付期間

甲種

乙種
　第1類
　第2類
　第3類
　第4類
　第5類
　第6類

丙種

A日程 令和2年
　6月6日（土）

ひたちなか市 ホテルクリスタル
パレス

書面申請
　令和2年4月 9日（木）から
　令和2年4月20日（月）まで
電子申請　
　令和2年4月 6日（月）から
　令和2年4月17日（金）まで

土浦市 土浦工業高等学校

鹿嶋市 鹿島高等学校

B日程 令和2年
　6月21日（日）

水戸市 水戸啓明高等学校 書面申請
　令和2年5月 7日（木）から
　令和2年5月18日（月）まで
電子申請
　令和2年5月 4日（月）から
　令和2年5月15日（金）まで

日立市 茨城大学工学部

筑西市 筑西広域市町村圏事
務組合消防本部ほか

C日程 令和2年
　9月26日（土）

土浦市 土浦工業高等学校
書面申請
　令和2年7月16日（木）から
　令和2年7月30日（木）まで
電子申請
　令和2年7月13日（月）から
　令和2年7月27日（月）まで

鹿嶋市 鹿島高等学校

D日程 令和2年
　9月27日（日） ひたちなか市 茨城工業高等

専門学校

書面申請
　令和2年7月16日（木）から
　令和2年7月30日（木）まで
電子申請
　令和2年7月13日（月）から
　令和2年7月27日（月）まで

E日程 令和2年
　10月3日（土） 水戸市 茨城大学

書面申請
　令和2年7月16日（木）から
　令和2年7月30日（木）まで
電子申請
　令和2年7月13日（月）から
　令和2年7月27日（月）まで

F日程 令和2年
　10月18日（日）

日立市 茨城大学工学部
書面申請
　令和2年7月16日（木）から
　令和2年7月30日（木）まで
電子申請
　令和2年7月13日（月）から
　令和2年7月27日（月）まで

筑西市 筑西広域市町村圏事
務組合消防本部ほか

G日程 令和3年
　2月13日（土）

水戸市 水戸市内
書面申請
　令和2年11月26日（木）から
　令和2年12月 7日（月）まで
電子申請
　令和2年11月23日（月）から
　令和2年12月 4日（金）まで

つくば市 つくば国際会議場

注1）試験会場の入場人員等の関係で同一市内の別試験会場となることがあります。
注2）書面申請：願書による受験申請　電子申請：インターネットからの受験申請
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２　消防設備士試験
　　試験日、試験地、試験会場、試験種類及び受験願書受付等は、次のとおり。

試験
種類 区分 試験日 試験地 予定試験会場 受験願書受付期間

甲種
　特  類
　第1類
　  ～

　第5類
乙種
　第1類
　  ～

　第7類

前　期 令和2年
　8月30日（日）

水戸市
鹿嶋市

水戸啓明高等学校
鹿島高等学校

書面申請
　令和2年6月25日（木）から
　令和2年7月 6日（月）まで
電子申請
　令和2年6月22日（月）から
　令和2年7月 3日（金）まで

後　期 令和3年
　3月14日（日） 水戸市 水戸市内

書面申請
　令和2年12月 3日（木）から
　令和2年12月14日（月）まで
電子申請
　令和2年11月30日（月）から
　令和2年12月11日（金）まで

３　受験願書申請先　
　　一般財団法人　消防試験研究センター茨城県支部

４　受験申請方法
　　（1）危険物取扱者試験　持参または郵送もしくは電子申請
　　（2）消防設備士試験　　持参または郵送もしくは電子申請

５　受験願書等の常置場所
　　茨城県内の市町村消防本部
　　茨城県防災・危機管理部消防安全課
　　一般財団法人　消防試験研究センター茨城県支部

６　問い合わせ先
　　水戸市笠原町978-25　茨城県開発公社ビル4階
　　一般財団法人　消防試験研究センター茨城県支部
　　電　話　029-301-1150
　　ＦＡＸ　029-301-6611

７　電子申請に関する問い合わせ先
　　東京都千代田区霞が関1-4-2　大同生命霞が関ビル19階
　　一般財団法人　消防試験研究センター電子申請室
　　専用電話　0570-07-1000（有料）
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　市文化センターでは、文化センター主催の4公演を1年間同じ席で鑑賞できる「年間シート会員」を募
集します。座席は、先着順により選ぶことができます。
◆募集席数　　70席（定員になり次第締切り）
◆対象公演

期　日 公　演　名 入場料金（予定） 期　日 公　演　名 入場料金（予定）
10/31（土） 東京室内管弦楽団with秋川雅史 2,500円 R3．1/22（金） 大宮寄席（たい平・三平・花緑） 3,000円
11/3（火・祝） 和太鼓（DRAM TAO） 6,000円 R3．2/6（土） 八神純子コンサート 5,000円
◆注意事項
　・上記4公演全てのご購入が条件です。
　・一旦申込みになりましたら、年度途中の取消しはできません。
　・チケット代は、公演ごとにお支払いただきます。
　・公演によっては、ご希望の座席にならない場合があります。
◆ 下記公演は、ご希望があれば同じ席をご購入できます。また、追加公演がありましたら、随時希望を取らせていただきます。

期　日 公　演　名 入場料金（予定） 期　日 公　演　名 入場料金（予定）
5/30（土） 初夏のわっしょい歌まつり 4,700円 9/19（土） お子様向けコンサート 2,600円

7/5（日） 津軽三味線と
原田直之民謡ショー 2,200円 R3.2/28（日） サイエンスショー 2,500円

3/6（土） 歌謡ショー（女性） 6,000円
○申込方法　　下記申込書に必要事項を記入のうえ、直接または電話・FAXでお申し込みください。
○申込期間　　令和2年4月5日（日）～5月17日（日）（但し定員になり次第締切り）

申込・問 常陸大宮市文化センター●ロゼホール　☎53-7200　FAX 53-7201

グラウンドゴルフ交流大会の開催について
　御前山ニュースポーツクラブでは、地域一般の方々との親睦をはかり、健康維持増進・健全育成を目
標に御前山ダム公園でのグラウンドゴルフ大会を開催します。
　土曜日（雨天は翌日の日曜日）なので子供・社会人も参加可能です。　
　たくさんの人をお誘いし、「和気あいあいと仲間づくり・健康づくり」に楽しく交流しましょう。
○日　　時　　令和2年4月18日（土） 集合開会 8:00～14:30 ※雨天の場合は4月19日（日）実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　受付け　 8:00～
○場　　所　　御前山ダム公園（常陸大宮市上伊勢畑1506-1）※会場にはのぼり旗を立てます
○共　　催　　茨城県ニュースポーツ協会　　　会長　小林　澄
　　　　　　　御前山ニュースポーツクラブ　　会長　河野　八枝子
○後　　援　　茨城県グラウンドゴルフ協会　　会長　山崎　常枝
○募集人員　　140名　定員になり次第締め切ります
○参加資格　　一般参加　未経験者大歓迎　会員
○参 加 費　　300円（保険　賞品　参加賞等）※県グラウンドゴルフ協会員委はダイアモンド賞有
○持 ち 物　　用具（なくても可）、飲み物、タオル、帽子、食事など各自でご持参ください。
○申込方法　　申込用紙に記入のうえ、下記申込先に直接お申し込みください。
　　　　　　　※新型コロナウイルス感染症に伴う対応のため、やむを得ず中止する場合があります。

申込・問 茨城県ニュースポーツ協会　会長　小林　澄　　　☎・FAX 029-243-8554
　　　　御前山ニュースポーツクラブ会長　河野　八枝子　☎・FAX 0295-55-3158

令和2年度常陸大宮市文化センター●ロゼホール「年間シート会員」募集

き　り　と　り （FAXの場合はきりとり不要）
グラウンドゴルフ交流大会参加申込書 ※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 電話番号 生年月日 年齢 用具の有無 予備日の可否 県GG会員○

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。

（ふりがな）
氏名・企業名 住　　所 電話番号 希望枚数・座席

〒 自宅 枚

携帯 　 列　  番～　  列　  番

令和2年度常陸大宮市文化センター●ロゼホール「年間シート会員」申込書



○内　　容
「地球は回っている?それに気づいたのはだ
れ？」ふと疑問に感じたまる子。  昔の人は太陽
も星も地球を中心に動くと信じていたけど、
コペルニクスやガリレオといった人たちが本
当は地球の方が太陽のまわりを回っていると
発見したらしい。  もっと地球や宇宙の事を知
りたいと思ったまる子たちは科学館へ遊びに
いくことに。  そこで目にした古代の人たちが
考えた不思議な宇宙のすがたとは…！？
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○場　所　大ホール
○時　間　開場18:45　開演19:30
◆出　演　
　中川家・COWCOW・レイザーラモン・
　コロコロチキチキペッパーズ 他
◆料　金

《全席指定》 前売4,000円　当日4,500円
※5歳以上有料（4歳以下膝上鑑賞無料、
　ただし、お席が必要な場合有料）
◆チケット発売日
　4月4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
　4月1日(水)10:00~3日(金)23:59
　※チケット発売初日はお一人様4枚まで

○場　所　大ホール
○時　間　開場14:30　開演15:00
◆出　演　原田直之・脩一朗＆大地
　　　　　特別出演　喜よみ会・柚花会（踊り）
◆料　金　
　《全席指定》 2,200円
　※3歳以上有料（3歳未満膝上鑑賞可）
◆チケット発売日
　4月25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
　（ロゼチケット会員のみ）
　4月8日（水）17:00～
　4月10日（金）23:59
　※ チケット発売初日はお一人様4枚まで

パークアルカディアプラネタリウム館上映番組
○期 間　　4月1日（水）～9月30日（水）
○上映時間　　 平　日　10:00/13:00
　　　　　　　土・日・祝　10:00/13:30/15:00
○休 館 日　　 月曜日・第4火曜日

（休刊日は祝日の場合は、その翌日が休館）
※20名以上の団体は上記上映時間でも上映します。

○上映作品
　「プラネタリウム ちびまる子ちゃん 
　 それでも地球は回っている」（上映時間29分）

　

問 パークアルカディアプラネタリウム館　 ☎・FAX 57-6161

ⓒさくらプロダクション／日本アニメーション
配給　コニカミノルタプラネタリウム

イベント

問  常陸大宮市文化センター●ロゼホール　☎53-7200　FAX 53-7201

よしもとお笑いライブ 
in 常陸大宮2020

にっぽんのふるさと　
津軽三味線と原田直之民謡ショー5/28（木） 7/5（日）

○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

常陸大宮市文化センター　催し物のご案内
出演者の都合により、演目、曲目、その他を変更することがあります。
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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4月10日（金）です。－

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◆　3/29～4/29 ＊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　  ☎03-6667-3377
　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　  ☎03-6667-3377

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）
3/29 エヌ・ティークリニック ☎55-8865 上野医院 ☎96-5151 茂木中央病院 ☎63-1151
4/5 小泉医院 ☎52-0116 近藤クリニック ☎83-2250 桜井循環器科内科 ☎63-5131
12 志村大宮病院 ☎53-1111 佐野医院 ☎84-1616 吉永医院 ☎63-2303
19 岡崎外科医院 ☎52-0547 坂本クリニック ☎92-1166 今井医院 ☎63-0320
26 丹治医院 ☎53-2115 塩谷医院 ☎88-2055 茂木中央病院 ☎63-1151
29 緒川クリニック ☎54-3331 滝田内科医院 ☎82-2544 さとう耳鼻咽頭科クリニック ☎64-3341

日曜結婚相談会について
　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。
○日　　時　　令和2年4月19日（日）9:00～16:00（受付/9:00～15:00）
○場　　所　　おおみやコミュニティセンター　2階研修室3
○予 約 先　　常陸大宮市役所こども課
　　　　　　　電話：0295-52-1111（内線140）
　　　　　　　アドレス：marriage@city.hitachiomiya.lg.jp
※令和2年5月の開催日は17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 本庁 こども課こどもG　☎52-1111　内線140

本市の魅力を
余すことなく発信中です！

常陸大宮市公式SNS


