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保育所（園）から発信！みんなでできる食育
消防職員採用試験　消防庁舎を建て替えます
SDGs14「海の豊かさを守ろう」
創業スクール、創業応援セミナー　ほか
介護保険料の減免　ほか
くらしの情報
新型コロナワクチン 4 回目接種について
平和について考えよう

ひたちなか市広報広聴課　☎029（273）0111
〒312-8501　ひたちなか市東石川２丁目10番1号
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　子どもたちに大人気のおやつ、おにぎり。「お米
やのりは、どこからやってくるのかな？」と問いか
け、クイズ形式で「おにぎりができるまで」を学び
ました。食べ物への感謝の気持ちと、残さず食べる
ことの大切さを改めて知ることができました。

　食べ物を噛むと、いろいろな音が聞こえます。ラ
イオンくんがリンゴを食べるよ！「しゃりしゃり
しゃり」みんなも一緒にまねしてみよう。よく噛む
と、唾液が出て食べ物が甘くなるんだよ。給食もた
くさん噛んで、おいしく食べようね。

　食事を楽しむために欠かせない歯の健康。大好き
なおやつを食べた後、歯を磨かないと口の中にむし
歯が…。「どうしたらいいかな？」と聞かれると、「歯
磨きする！」と大きな声で答える子どもたち。みん
なでカバさんの歯をきれいに磨きました。

　いただきます！の前に、当番さんが今日の給食に
入っている食材を、赤・黄・緑の「三色食品群」に
グループ分けして確認。「給食ってこんなにたくさ
んの食材でできているんだ！」と味わいながらも、
あっという間に完食した子どもたちでした。

　土の感触を楽しみながら、笑顔で畑に入っていく
子どもたち。「大きくなるかな？」「葉っぱはきれい
な緑色だね！」と、自分たちが植えたサツマイモの
苗に興味津々。地元ならではの食材に触れながら、
食べ物への関心を深める貴重な経験になりました。

公立保育所の活動を
インスタグラムで公開中♪
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那珂湊第二保育所

高野いろは保育所 高野いろは保育所

たかば保育園堀川保育園

残さず食べて
「ごちそうさま」
って言いたいな！

親子で一緒に
噛んで食べる音を
楽しんでみましょう♪

栄養満点でおいし
い給食づくりを心
がけています♪

「もったいない」を意識しよう！
今日からはじめる SDGs

よく噛んで食べるとおいしいね
もぐもぐ、ぽりぽり、楽しいな♪

上手に歯磨きできるかな？
むし歯になったら嫌だもんね

赤・黄・緑に当てはめよう
給食には何が入っているかな？

サツマイモの苗を植えてみよう
身近な食材で楽しく食育！

秋のお芋掘りが
楽しみ！早く大き
くならないかな♪

食べたら歯磨き！
ピカピカになった
らすてきだね♪
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年 令和２年 令和３年 令和 4年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年

設計

建設工事

システム構築

移転

解体・外構工事

消防本部・笹野消防署庁舎を
建て替えます
　現在の庁舎は竣工から 49 年が経過し、経年劣化が進んでいます。
大規模災害時にも消防活動拠点としての機能を維持し、住民の安全
安心を守るため、同一敷地内に新消防庁舎を建て替えて、令和６年
度中の運用開始を目指します。

■
庁
舎
完
成
イ
メ
ー
ジ
（
令
和
８
年
度
）

■事業スケジュール（予定）

基本設計 実施設計

庁舎・付属棟建設 訓練棟・車庫棟建設

既存庁舎解体
既存倉庫解体
・外構工事

運用開始

■採用予定人員・受験資格

受験区分 採用予定人
員 受験資格

消防
Ａ

５人程度

○平成６年４月２日から平成 13 年４月１日ま
でに生まれた方

○平成 13 年４月２日以降に生まれた方で、学
校教育法による大学（短期大学を除く）を
卒業した方もしくは令和５年３月 31 日まで
に卒業見込みの方

Ｂ ○平成 13 年４月２日から平成 17 年４月１日
までに生まれた方

■第１次試験の日時・試験会場
受験区分 試験科目 日時 試験会場

消防
Ａ、Ｂ
共通

○教養試験
○作文試験
○適性検査
○体力検査

９月 18 日㊐
午前８時 30 分～

ひたちなか・東海広域事務
組合消防本部（笹野町２丁
目８番１号）

※申込人数により、変更になる場合もあります。

■申込
受付期間　７月 25 日㊊～８月 12 日㊎（消印有効）
時　　間　午前９時～午後５時（㊏㊐㊗除く）
申込方法　郵送または持参
受付場所　ひたちなか・東海広域事務組合消防本部 総務課
　　　　　※消防署では受け付けできません。

令和５年度４月採用

ひたちなか・東海広域事務組合 

消防職員採用試験

笹野消防署　特別救助隊員
田中 拓巳（平成 28 年４月入所）
　助けを求める人の元へ真っ先に行
くことができる消防士に憧れを抱い
ており、中学生の時に経験した東日
本大震災を経て消防士を志すように
なりました。火災や救助、救急等の
さまざまな災害を経験し、現場活動
を通してたくさんのことを日々学ん
でいます。初心を忘れず、これから
も訓練に励んでいきたいと思います。

東海消防署　救助隊員
我妻 永樹（平成 28 年４月入所）
　子どもの頃から毎日訓練をしてい
る消防士を見て憧れていました。過
酷な状況において、消火活動、人命
救助および救急活動を行う姿に感銘
を受け、消防士を志しました。消防
士としてまだまだ未熟ですが、これ
からも日々訓練を行い、市村民の方
や、先輩、後輩に信頼される消防士
になれるよう努力していきたいです。

夢を叶えて活躍する先輩たち
暮らしの安全・安心をまもりたい

■試験案内・申込書配布場所（８月 12 日㊎まで )
○ひたちなか・東海広域事務組合消防本部および各消防署
○ひたちなか市総務部人事課、那珂湊支所（平日のみ）
○東海村総務部総務人事課（平日のみ）
※試験案内と申込書は、広域事務組合ＨＰからダウンロード可▶

笹野消防署　救急救命士
角田 エリカ（平成 26 年４月入所）
　幼い時に、消防署見学で消防士の
方に話を聞いたり、実際に梯子車を
近くで見たりして、私も将来消防士
として働きたいと思うようになりま
した。今では救急救命士としてさま
ざまな救急・火災現場で活動してい
ます。１人でも多くの人を元気にさ
せられるように、日々精進していき
たいと思います。

【問合せ】消防本部総務課☎271-0733
　　　　　（〒312-0018笹野町２丁目８番１号）
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第２期　はじめてのパソコン講座
1009444ページ ID

1001728ページ ID

番号 日程 コース 受講料

１ ８月18日㊍
８月25日㊍

はじめてのパソコン２日間コース
パソコンの基本、簡単な文書作成、
インターネットなど

パソコンを
初めて使う方向け 3,000円

２ ８月19日㊎
８月26日㊎

基本からはじめるWord２日間コース
文書作成の基本、表の作成など

文字入力が
できる方向け

3,000円

３
９月１日㊍
９月８日㊍
９月15日㊍

基本からじっくりWord３日間コース
文書作成の基本、表の作成など 4,500円

４
９月２日㊎
９月９日㊎
９月16日㊎

基本からじっくりExcel３日間コース
表計算の基本、グラフの作成など 4,500円

時　　間　午前９時 30 分～午後４時 30 分（昼休憩あり）
場　　所　ワークプラザ勝田
対　　象　市内に在住・勤務・通学している満 18 歳以上の方
定　　員　各コース先着 10 人　※３人未満の場合は中止
使用環境　Windows10、Office2016　※持ち込みパソコンでの受講不可
申　　込　７月 20 日㊌午前９時～電話で情報政策課☎内線 2211 ～ 2214

パソコンやスマホの無料相談窓口

ＩＴサポートセンターを
ご利用ください

　パソコンやスマホの初歩的な操作に
関する相談窓口として、ＩＴサポート
センターを開設しています。利用料は
無料です。ぜひご利用ください。

開設日時　㊋～㊏　午前 10 時～午後５時（正午～午後１時は昼休み）
※休業日：㊊（祝日の場合は翌日）、㊗、お盆、年末年始

場　　所　ワークプラザ勝田
そ の 他 　相談時間は１人 45 分以内です。
問 合 せ 　ITサポートセンター☎ 354-8585

【問合せ】ひたちなか商工会議所☎273-1371

　ひたちなか商工会議所では、創業を考えている方を応援する事業とし
て、創業スクールを開校します。本スクールを受講し創業された方は、
株式会社等の登録免許税の軽減の優遇などを受けることができます。
日　時　▼９月	 10 日㊏、17 日㊏、23 日㊎㊗、

▼ 10 月	 １日㊏、８日㊏、15 日㊏、22 日㊏
▼ 11 月	 12 日㊏、26 日㊏
午前 10 時～午後５時

場　所　ひたちなか商工会議所
内　容　ビジネスアイディアの出し方・見つけ方、マーケティング基礎、

営業計画・販売計画の作り方、WEB・SNSを活用したビジネ
スの広げ方、営業・プレゼンテーションの手法　など

対　象　創業を考えている方
定　員　30 人　　受講料　11,000 円（税込）　※テキスト代含む

　サザコーヒー創業者の鈴木誉志男氏ほか、先輩起業家から成功へのス
テップを学びます。
日　時　７月 30 日㊏　午後２時～５時
場　所　ひたちなか商工会議所
内　容　基調講演・パネルディスカッション
対　象　創業に興味のある方
定　員　30 人
受講料　無料

夢へ踏み出そう。起業への第一歩！ 目指せ起業家！あなたの創業を応援します！

業スクール創 業応援セ ナミ ー創

詳しくは、ひたちなか商工会議
所ＨＰをご覧ください

商工会議所ＨＰ▶

　豊かな恵みをもたらす海は、私たちの出すプラ

スチックゴミによって汚染が進んでいます。この

ままいくと、「海のプラスチックの量は 2050 年ま

でには魚の量を上回る」、「自分たちが食べる魚が

獲れなくなる」そんな予想もされています。

　「海の恩恵に感謝し、海洋国日本の繁栄を願う

日」として制定された「海の日」に、SDGs14「海の豊かさを守ろう」の

目標に向かって自分たちに何ができるかを考え、海の豊かさを守るため

に、身近なことからでも始めましょう！

【問合せ】水産課☎内線221、268

SDGs14
「海の豊かさを守ろう」

SDGs の活動に取り組む皆さまへの直筆メッセージ

さかなクンからの
応援メッセージ

　市魚食普及推進大使のさかなクンは、SDGs14 の推進を始めと
する、持続可能で豊かな海の実現に向けた取り組みを促進するこ
とを目的として、外務省から「海とさかなの親善大使」にも任命
されています。

〇お魚をたいせつにすること。

〇自然を汚さない。壊さないために、

　自然界にゴミは捨てない。見つけたら拾う。

さかなクンが考える SDGs の身近な取り組みさかなクンが考える SDGs の身近な取り組み

7/18
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新型コロナウイルス感染症に伴う 奨学金の返還を支援します介護保険料の減免（65歳以上の方）

【問合せ】介護保険課☎内線7242、4

対象者

次の①～⑥の全てを満たす方
①奨学金の貸与を受けて、学校（大学、専修学校等）を卒業した方
②申請時にひたちなか市内に住所を有している方
③市内において保育士、看護師、介護福祉士など医療福祉分野の
専門職や中小企業に正規雇用され勤務する方、または起業した
方や農業・漁業等の第一次産業に従事する方で１年以上継続し
ている方

④奨学金の返還を行っており、滞納がない方
⑤市町村民税等の滞納がない方
⑥他制度による奨学金を対象とした助成・補助を受けていない方
※詳しくは、市ＨＰをご覧ください。

対象奨学金
○ひたちなか市奨学資金
○日本学生支援機構　第一種・第二種奨学金
○茨城県奨学資金その他地方公共団体が貸与する奨学資金

支援額 申請の前年度に返還した奨学金の額の２分の１（上限 10 万円）

対象期間 初回の申請年度から最大８年間

申請方法
必要書類を教育委員会総務課まで持参または郵送
※返還支援補助募集要項や必要書類は、教育委員会総務課で配布。
市ＨＰからもダウンロード可。

申請期間 令和５年３月 31 日㊎（必着）まで随時

申請・問合せ 教育委員会総務課☎内線 7305

支援 支援
　第１号被保険者が属する世帯の主たる生計維持者が要件に該当する場
合、減免を受けられます。要件に該当し申請する方は、事前に電話で問
い合わせください。
■減免対象者および減免割合

世帯の主たる生計維持者の状況 減免割合
新型コロナウイルス感染症の影響により、死亡または重篤な
傷病を負った場合 全部

新型コロナウイルス感染症の影響により
次の①②両方に該当する場合
①令和４年の事業収入等（事業収入、不
動産収入、山林収入、給与収入）のい
ずれかの減少額（保険金、損害賠償等
により補填されるべき金額を控除した
額）が令和３年の額の 10 分の３以上
②減少することが見込まれる令和４年の
事業収入等に係る所得以外の令和３年
の所得の合計額が 400 万円以下

事業等の廃止や失
業の場合

減少する所得相当
分の保険料の全部

令和３年中の合計
所得金額が 210 万
円以下

減少する所得相当
分の保険料の全部

令和３年中の合計
所得金額が 210 万
円超

減少する所得相当
分の保険料の 10 分
の８

■対象となる保険料　令和４年４月１日～令和５年３月 31 日の納期限
（特別徴収の場合は、年金の支払日）

■申請期限　　　　　令和５年３月 31 日㊎

国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方へ
傷病手当金の支給

住居表示の届け出をお忘れなく

■対 象 者　支給要件に該当し、その療養のために労務に服することが
できない方（給与等の支払いを受けている方に限る）

■支給要件
〇新型コロナウイルス感染症に感染した場合
〇発熱等の症状があり感染が疑われた場合
・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のい
ずれかがある場合
・重症化しやすい方（高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患等の基礎疾
患がある方や透析を受けている方、免疫用製剤や抗がん剤等を用いて
いる方）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
・上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合

■対象日数　労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過
した日から、労務に服することができない期間のうち、就労を
予定していた日数

■支 給 額　直近の継続した３カ月間の給与収入の合計額を、就労日数で除
した金額×３分の２×日数（支給対象となる日数）
※給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が
調整されたり、支給されない場合があります。

■適用期間　令和２年１月１日～令和４年９月 30 日の間に、療養のため労務
に服することができない期間（入院が継続する場合等は最長１
年６カ月まで）　
※労務に服することができなかった日ごとに、その翌日から２年を
過ぎると申請できなくなります。

■申請手続　申請が必要です。要件に該当すると思われる方は、必ず事前に
電話で問い合わせください。

■減免対象者および減免割合
〇新型コロナウイルス感染症により
主たる生計維持者（世帯主）が死亡、
または重篤な傷病を負った世帯
〇次の①～③全てに該当する方
①新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、主たる生計維持者（世帯主）の事
業収入、不動産収入、山林収入、給与
収入のうちいずれかの減少額（保険金、
損害賠償等により補填されるべき金額
を控除した額）が前年の額の 10 分の３
以上
②前年の合計所得金額が1,000万円以下
③ 10 分の３以上減少することが見込まれ
る事業収入等に係る所得以外の前年の
所得の合計額が 400 万円以下

■対象となる保険税（料）　令和４年４月１日～令和５年３月 31 日の納期限
のもの（特別徴収の場合は、年金の支払日）

■申請手続　申請が必要です。要件に該当すると思われる方は、必ず事
前に電話で問い合わせください。

■申請期限　令和５年３月 31 日㊎

■住居番号の通知
　住居番号を決定後、住居番号付番通知書と住居番号を表示したプ
レートを交付します。門または玄関等、道路から見やすい場所に貼り
付けてください。
※プレートが劣化などで脱落した場合は、都市計画課で再発行します。

■届け出に必要な書類
〇届出書　窓口に備え付けてあるほか、市ＨＰからもダウンロード可
〇配置図　道路・敷地・建物の形状と出入口を確認できる図面

■届出書の受付窓口
〇個人所有の住宅などの場合　　　　市民課または那珂湊支所
〇共同住宅、法人所有の建物の場合　都市計画課

　住居表示とは、建物に住居番号を順序よく付けて表示し、お住まいの
場所をより分かりやすくする制度です。住居表示を実施している地区で
新築や改築などを行う場合には届け出が必要となります。

■届け出が必要な場合（届け出をする時期）
〇建物の新築・改築　　　（住民登録手続き前、登記等の手続き前）
〇店舗・事務所等の開設　（所在地を決める前、登記等の手続き前）
〇建物の出入口の変更　　（工事完了後速やかに）
〇建物の取り壊し　　　　（工事完了後速やかに）

■住居表示を実施している地区

　届け出をせずに住居番号と異なる番号を住所として使用すると、郵便物や宅
配便などの誤配が生じることがありますので、住民登録などの各種手続きをす
る前に必ず届け出をしてください。

1005785ページ ID 1005784ページ ID 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免
1005786ページ ID 1005783ページ ID

1004848ページ ID

減免割合
全部

減免割合
（対象税額を算出後、下記
割合を減免します）
前年の

合計所得金額
減額または
免除の割合

事業の廃止や
失業 全部

300 万円以下 全部
400 万円以下 10 分の８
550 万円以下 10 分の６
750 万円以下 10 分の４
1,000万円以下 10 分の２

勝田地区
青葉町 笹野町１～３丁目
石川町 外野１～２丁目
大平１～４丁目 大成町
表町 長堀町１～３丁目
春日町 西大島１～３丁目
勝田泉町 はしかべ１～２丁目
勝田中央 東石川１～３丁目
勝田中原町 東大島１～４丁目
勝田本町 松戸町１～３丁目
共栄町 元町

那珂湊地区
牛久保１～２丁目 東本町
海門町１～２丁目 富士ノ上
栄町１～２丁目 湊泉町
釈迦町 湊中央１～２丁目
洞下町 湊本町
殿山町１～２丁目 山ノ上町
八幡町 和田町１～３丁目

【問合せ】国保年金課　○国保係☎内線1181、2（国民健康保険加入者）　○医療係☎内線1183、4（後期高齢者医療制度加入者）

【問合せ】都市計画課☎内線1361、2

1002167ページ ID
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●児童扶養手当受給資格者の方へ
■現況届の提出が必要です
　児童扶養手当を令和４年11月分以
降も受給できるか確認するため、受
給資格者の方へ７月末に現況届を発
送します。同封する案内を確認し必
ず提出してください。手当が全部停止
となっている方も提出が必要です。
提出期間　８ 月 １ 日 ㊊ ～ 31 日 ㊌　
※郵送での提出にご協力ください。
日曜日の受付窓口は開設しません。
■手当請求から５年または受給要件に
　該当してから７年以上経過した方へ
　６月末に対象の方へ一部支給停止
適用除外事由届の書類を発送しまし
た。内容を確認の上、現況届に同封
する返信用封筒により郵送での提出
にご協力ください。
問合せ　子ども政策課☎ 7223
■出張ハローワーク臨時相談窓口開設
日時　８月４日㊍、５日㊎　午前
10 時～正午、午後１時～４時　場
所　子ども政策課　対象　ひとり親
家庭の父母　問合せ　ハローワーク
水戸専門相談部門☎ 231-6221

●人権擁護委員の委嘱
　本市の人権擁護委員として、齋藤
美恵子さん（田彦）が令和４年７月
１日付で法務大臣より委嘱（新任）
されました。任期は３年間です。
　現在市の人権擁護委員は12人で、
基本的人権が侵害されるようなこと
があった場合には、その相談相手と
なって救済をはかるとともに、人権
侵害が起こらないように人権尊重思
想の普及や啓発に努めています。　
問合せ　水戸地方法務局☎ 227-9919
市地域福祉課☎内線 7203

●下水道の適切な利用のお願い
　下水道は、家庭や事業所等からの
排水を集めてきれいにし、川、海や
湖へ返す重要な施設です。しかし使
い方を間違うと、下水道の詰まりや
処理機能が低下することがありま
す。油や調理くずは、管が詰まった
り腐食したりする原因となりますの
で、油は拭き取り、調理くずは水切
りネットなどを利用して、ごみとし
て出してください。また、水に溶け
ない紙類も詰まりの原因となります
ので、ごみとして出してください。　
問合せ　下水道課☎内線 6314、5

●７月 20 日㊌～ 31 日㊐は
　夏の交通事故防止県民運動
　「わすれない ルールと注意と ヘルメット」　
　７月 22 日㊎、29 日㊎は飲酒運転
根絶のための県下一斉広報日です。
重点項目　①歩行者（特に子どもと
高齢者）の保護　②妨害運転や飲酒
運転等の悪質・危険な運転の根絶　
③自転車の安全利用の推進　問合せ
生活安全課☎内線 3212、ひたちな
か警察署☎ 272-0110

●排水設備主任技術者資格試験
日時　10 月 21 日 ㊎　 午 後 １ 時 30
分～３時 30 分　場所　▼水戸会場　
建設技術研修センター　▼土浦会場　
ホテルマロウド筑波　費用　2,000
円　※願書等は下水道課で配布　申
込　８月 15 日㊊（必着）までに下
水道課☎内線 6311、5

●危険物取扱者試験
日時　10 月 15 日㊏　場所　ホテル
クリスタルパレス　試験種類・費用　
甲種 6,600 円、乙種（第１～６類）
4,600 円、丙種 3,700 円　申込　▼
電子申請　７月 11 日㊊～ 22 日㊎　
▼書面申請　７月 14 日㊍～ 25 日㊊
に持参または郵送　※試験案内、願
書は消防本部・各消防署で配布　問
合せ　消防試験研究センター県支部
☎ 301-1150

●危険物取扱者試験準備講習会
日時　８月 23 日㊋、24 日㊌　場所　
ワークプラザ勝田　試験種類　乙種
第４類　費用　11,000 円（会員割引
あり）、テキスト代 4,500 円　申込　
７月 28 日㊍～８月 16 日㊋インター
ネット申込　※受講案内は消防本
部・各消防署で配布　問合せ　県危
険物安全協会連合会☎ 301-7878

●上級救命講習会
日時　８月 28 日㊐　場所　東海消
防署　内容　乳児から成人までの心
肺蘇生法、AED の使用方法、その他
応急手当　対象　市内または東海村
に在住、在勤、在学している方　定
員　先着 12 人　費用　テキスト代
2,100 円　申込　８月１日㊊～ 12 日
㊎（㊏㊐㊗除く）に電話で消防本部
警防課☎ 282-2153

●県立IT短大オープンキャンパス
日時　７月 16 日㊏、８月 20 日㊏、

27 日㊏　午前９時～午後４時
※８月 20 日は女性対象、８月22日㊊
～31 日 ㊌ に オ ン ラ イ ン で も 開 催　
場所　県立産業技術短期大学校　対
象　ＩＴに関心がある高校生および
保護者　申込　同校ＨＰから

●市クラブ対抗ソフトテニス大会
日時　 ８ 月 21 日 ㊐　 午 前 ９ 時 ～　
場所　総合運動公園テニスコート　
種目　男子Ａ・Ｂクラスの部、女子
の部　対象　市内居住 ･ 通勤 ･ 通学
者で編成するチーム（ダブルス３組
で１チーム）　費用　１チーム 6,000 
円（ 高 専 ･ 高 校 3,000 円 ）　申込　
８月 10 日㊌までにソフトテニス連
盟（ 鈴 木 ）☎ 090-5812-4339、FAX：
273-3954、メール：tnnsmen119955@
yahoo.co.jp

●鹿島アントラーズ招待
日時　８月 14 日㊐　午後６時キッ
クオフ（VS. アビスパ福岡）　場所　
県立カシマサッカースタジアム　座
席　イーストゾーン　対象　ひたち
なか市内在住・在勤・在学の方　定
員　300 組 600 人　※申込多数の場
合抽選。当選者にのみ７月 23 日㊏
午後６時に招待クーポン配信予定。　
申込　７月１日㊎～ 22 日㊎にイン
ターネット申込　※ＪリーグＩＤを
取得する必要あり。１回の申し込み
で２人の招待。　問合せ　鹿島アン
トラーズコールセンター（メールの
み：support@antlers.
co.jp）、総合体育館☎
273-9370

●３館共通
■８月休館日
　１日㊊、８日㊊、15 日㊊、22 日㊊、
25 日㊍、29 日㊊

●中央図書館 ☎ 273-2247
■かつたおはなしの会（要予約）
日時　７月 27 日㊌　午後３時 30 分
～４時　場所　視聴覚室　定員　先
着 15 人　申込　７月 12 日㊋～児童
室に直接または電話
■こどものための平和の映画会（要予約）
日時　８月４日㊍　①午前 11 時～　

スポーツ

図 書 館

②午後２時 30 分～　場所　視聴覚
室　内容　「ちいちゃんのかげおく
り」（17 分）　定員　各回先着 15 人　
申込　７月 14 日㊍午前９時～児童
室へ直接または電話
■戦争と平和の映画会（要予約）
日時　８月５日㊎　①午前 10 時 30
分 ～　 ② 午 後 ２ 時 30 分 ～　場所　
視聴覚室　内容　「あの日、僕らは
戦場で」（72 分）　対象　一般　定
員　各回先着 15 人　申込　７月 14
日㊍午前９時～直接または電話
■夏休み子ども講座「SDGsを考えよう！」
目標６安全な水とトイレを世界中に（要予約）
日時　８月４日㊍　午前９時 15 分
～午後１時　集合場所　中央図書館　
内容　バスで上坪浄水場、下水浄化
センターを見学　対象　小学３年生
以上の親子　定員　先着８組　持ち
物　筆記用具、上履き（子ども）、
水筒等　申込　７月 13 日㊌午前９
時～直接または電話
■第三回読書会「読書会特別編
私のおすすめ本、紹介します」（要予約）
日時　８月７日㊐　午前 10 時 30 分
～正午　場所　集会室１　定員　先
着６人　申込　７月 22 日㊎午前９
時～直接または電話
■プログラミングでドローンを
動かそう！（要予約）
日時　８月 26 日㊎　①午前 10 時～
②午後１時 30 分～　（90 分程度）　
場所　視聴覚室　講師　茨城高専　
岡本副校長　対象　小学５・６年生
の親子　定員　各回先着８組　申込
７月 20 日㊌～児童室へ直接または
電話

●佐野図書館 ☎ 270-3811
■おはなしのかい（要予約）　
日時　７月 22 日㊎　午後３時 30 分
～　場所　視聴覚室　内容　絵本・
紙芝居などの読み聞かせ　対象　幼
児・小学生とその保護者　定員　先
着 10 組　申込　７月 12 日㊋午前９
時～直接または電話

案　　内

男女共同参画

【応募・問合せ】
女性生活課☎内線 3231
　　　　　　FAX 271-0851

キャッチフレーズ
・事業所募集

　 男 女 共 同 参 画 の 取 り 組 み に 親 し み が 持 て る
キャッチフレーズを募集します。最優秀作品は、
令和５年度の市男女共同参画イベント等で使用し
ます。※入賞者に記念品を贈呈。応募者全員に参加賞あり。

応募条件　市内在住・通勤・通学の方
応募締切　９月２日㊎
応募方法　様式自由（文字数 20 文字程度）、はがき

（住所・氏名・年齢・電話番号を記入）また
は市ＨＰから　※１人複数作品の応募可

　男女共同参画の推進に理解と意欲があり、仕事
と家庭の両立支援や男女の多様な働き方を可能に
する環境づくりの取り組みなどを積極的に行って
いる事業所を募集します。
応募条件　市内に本社を有する雇用労働者 300 人

以下の法人または団体の事業所
応募締切　８月 31 日㊌
応募方法　申請書・審査票・必要書類を持参また

は郵送

●固定資産税・都市計画税２期
●国民健康保険税１期
●後期高齢者医療保険料１期
●介護保険料１期

月

８
１

７月の
納期限

1010130ページ ID 1010129ページ ID

総合運動公園ＨＰ▶

事業所募集キャッチフレーズ募集
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●各種保健相談
　本人や保護者、ご家族等に発熱、
咳などの症状がある場合は、来所を
ご遠慮ください。予約・開催場所の
記載がないものは、ヘルス・ケア・
センターで行います。
■母子保健相談（要予約）

ヘルス ･ケア ･
センター

那珂湊保健
相談センター

日程 8/1 ㊊、19 ㊎ 8/25 ㊍

受付
時間 9：30 ～ 10：30 13：30 ～ 14：00

内容　身体計測、保健相談、栄養相
談、歯科相談　対象　生後３カ月～
幼児　持ち物　母子健康手帳、フェ
イスタオル、交換用オムツ　※電話
相談は随時受付中
■助産師によるおっぱい相談（要予約）
日程　８月１日㊊、19 日㊎　受付
時間　午前９時 30 分～ 10 時 30 分　
内容　母乳相談　持ち物　母子健康
手帳、フェイスタオル、交換用オムツ
■離乳食教室（要予約）
日程　８月５日㊎　受付時間　①午
前９時 30 分～ 45 分　②午前 10 時
30 分～ 45 分　内容　管理栄養士に
よる離乳食作りの講話・試食、希望
者は栄養相談　対象　４～６カ月の
乳児がいる保護者　定員　各 10 組　
持ち物　母子健康手帳、乳児同伴の
場合バスタオル
■心の健康相談（要予約）
日程　８月19日㊎　受付時間　午後
１時30分～３時30分　対象　ひきこ
もりや気分が落ち込む等、心に悩み
を持ち医師の診断を受けていない本
人と家族　相談員　精神保健福祉士
■健康・栄養・歯科相談（要予約）
日程　８月１日㊊　受付時間　午後
１時 30 分～２時 30 分　対象　生活
習慣病や栄養、口腔衛生について相
談したい方

●くらしの講座
■夏休み親子で楽しくクッキング
　「ピーマン」をおいしく食べよう！
日時　８月５日㊎　午前 10 時～午
後０時 30 分　場所　ふぁみりこら
ぼ　対象　市内在住の小学生（複数
可）と保護者　定員　先着８組　費
用　１人 500 円　申込　７月 15 日
㊎～電話で女性生活課☎内線 3233

●湊線仕事体験
日時　８月 24 日㊌　場所　那珂湊
駅ほか　対象　市内在住の小学５、
６年生　定員　午前・午後各 20 人　
※申込多数の場合は抽選　費用　
300 円　申込　７月 26
日㊋までにインター
ネット申込　問合せ　
青少年課☎ 272-5883　

●沢田湧水地観察会
　in ひたち海浜公園
日時　９月 11 日㊐　午前 10 時～
11 時頃　※雨天中止　場所　国営
ひたち海浜公園内　ネイチャーハウ
ス　対象　市内の小学生　定員　16
組（児童＋保護者で１組）　※申込
多数の場合は抽選　費用　無料　※
入園料・駐車料金は自己負担。中学
生以下は無料。　申込　７月 22 日
㊎までにインターネッ
ト申込　問合せ　青少
年課☎ 272-5883

●原子力科学工作教室
日時　８月７日㊐　午前 10 時～正
午　場所　原子力科学館　内容　放
射線知識を学ぶ工作、講演、自分で
描いた恐竜の絵が映像で駆け回る体
験型イベントなど　対象　市内の小
学生と保護者　定員　10 組 20 人　
※申込多数の場合抽選　費用　無料　
申込　７月 25 日㊊までに、インター

▲申込はこちら

申込はこちら▶

ネット申込　問合せ
生活安全課☎内線
3218

●げんき -NETひたちなか
　市民活動学習会
■はじめてのフラダンス
　～心も体もリフレッシュ～
日時　８月 27 日㊏　午前 10 時 30
分～正午　定員　先着 10 人　※親
子で参加も可　費用　無料
■カルトナージュでミニアイロン台作り
日時　９月 10 日㊏　午前 10 時 30
分～正午　定員　先着 15 人　費用　
材料費 1,400 円
■ほのかに香るハーブ＆フラワーフレーム
日時　10 月８日㊏　午前 10 時 15
分～正午　定員　先着 15 人　費用　
材料費 1,000 円
★共通　対象　市内在住または通
勤・通学している方、複数受講可　
場所　市民交流センターひたちな
か・ま　申込　７月 15 日㊎～８月
10 日㊌に電話またはメール（住所・
氏名・年代・電話番号を記入）で市
民活動課☎内線 3221、メール：
genki-net@city.hitachinaka.lg.jp

●ひたちなか・ふれ愛隊養成研修講座
� 1010119ページ ID

■市役所探検
　さまざまな部署を訪問し、市役所
の「今」を体験します。
日時　８月 10 日㊌　午後１時～５
時　場所　市役所第３分庁舎　防災
会議室１　定員　先着 25 人　費用　
無料　申込　７月 19 日㊋午前９時
～ 29 日㊎に電話で生活支援ネット
ワークこもれび☎ 273-8897

●ひたちなかテクノセンター
　経営力向上セミナー
■ ExcelVBAプログラミング実践
日程　８月３日㊌、４日㊍　定員　
先着８人　費用　受講料16,500円、

テキスト代 2,640 円
■工業簿記基礎講座（製造業・建設業向け）
日時　８月４日㊍、５日㊎　定員　
先着 12 人　費用　受講料 16,500
円、テキスト代 3,300 円
■建設業経理士２級試験対策講座
日程　８月 23 日㊋、24 日㊌　定員　
各先着 12 人　費用　受講料 16,500
円、テキスト代 3,300 円
★共通　時間　午前10時～午後５時
場所　ひたちなかテクノセンター
申込　同センター研修グループ☎
264-2200

●ワンケースミュージアム56
　川子塚古墳の秘密
日時　７月 16 日㊏～９月 11 日㊐午
前９時～午後５時（入館は４時 30
分まで）　場所　市埋蔵文化財調査
センター標本陳列室　※㊊休館、㊊
㊗の場合は翌日　内容　川子塚古墳
で採集された遺物の展示など　問合
せ　同センター☎ 276-8311

●こらぼＤＥまなぼ～学びのとびら～
■伝統の「勝田全国マラソン」と
　「三浜駅伝競走大会」
� 1010091ページ ID

日時　８月 26 日㊎　午前 10 時～
11 時 30 分　場所　ふぁみりこらぼ
講師　市スポーツ振興課職員　定員
15 人　※応募多数の場合抽選（市
内在住優先）。結果は８月 12 日㊎ま
でに返信はがきまたはメールで通
知。　費用　無料　申込　８月１日
㊊（消印有効）までに、電子申請ま
たは往復はがき（１人１枚）に講座
名・氏名（フリガナ）・年齢・性別・
郵便番号・住所・電話番号（携帯・
自宅）を記入して生涯学習課
（〒 312-0057 石川町
11-1）　問合せ　生涯
学習課☎ 272-6301

募 集保　　健
健康推進課

（ヘルス・ケア・センター）
☎ 276-5222

文化・教養

　市内の民間学童クラブでは、小学校および義務教育学校前期課程児童
を対象に、放課後等に家庭に代わる生活や遊びの場を提供しています。
入会方法や保育料、送迎の有無などは各クラブに問い合わせください。

出演日時　11 月５日㊏、６日㊐　午前 10 時 30 分～午後２時
� ※出演時間は 20 分程度 　　　　　

場　　所　市総合運動公園　陸上競技場特設ステージ
応募資格　出演者の中に市内居住・通勤・通学者が１人以上いること。

プロ・アマは問いませんが、動画等による事前審査があり
ます。詳しくは、市HPをご覧ください。

募 集 数　10 団体程度
申　　込　７月 29 日㊎までに、応募用紙を直接または郵送で商工振興

課☎ 1341、2（〒 312-8501 東石川 2-10-1）

民間学童クラブ名 所在地 連絡先 児童募集状況（６/10現在）

あずみの森学童クラブ 中根 3665-1 219-4150 募集終了
※来年度入会は募集中

あっぷるキッズクラブ 長砂 505-2 202-1273 募集中（若干名）
田彦 999-50 352-2511 募集中（若干名）

おーくす佐野学童クラブ 稲田 606-1 285-0133 募集終了
学童保育
エレメンタリークラブ

はしかべ 1-15-14
276-1209 募集中＊1

勝田泉町 7-7
きっずセンター
学童クラブ 馬渡 2849-7 274-2085 募集中＊1

なかや学童クラブ 佐和 608-1 285-4808 募集中
はなのわ学童クラブ 西光地 1-4-1 276-0070 募集中＊1

平磯学童クラブかもめ 平磯町 2984-1 262-3242 募集中
フレンドスクール 市毛 814-22 352-9017 募集中
めぐみクラブ 烏ヶ台 11837 262-5566 募集中（若干名）

夢ある学童 小砂町 1-3-6 212-5905 募集終了※来年度入会は募集中
学童保育ベルワンキッズ 東大島 1-3-3 271-3039 募集中（若干名）

民間学童クラブのご案内

＊1 夏休み期間のみは不可

申込はこちら▶

申込はこちら▶

産業交流フェア ステージ出演者募集
1010220ページ ID
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のページを探すことができます。

　市からのお知らせやイベント情報など、皆さん
の生活に「役立つ情報」をお届けします。

1000038ページ ID

▲友だち登録はこちら

ひたちなか市 LINE アカウント

新型コロナワクチンの４回目接種について
1009603ページ ID

■接種券送付予定
　60 歳以上の方に４回目接種券を発送します。発送からお手元に届くま
で、１週間程度かかる場合があります。

３回目接種完了時期 接種券発送日
２月７日～２月 13 日 ７月 13 日㊌　発送予定
２月 14 日～２月 20 日 ７月 20 日㊌　発送予定

※発送日時点で 60 歳に満たない方には、満 60 歳の誕生日を迎え、３回目接種完了
から５カ月以上経過した後に発送します。

60歳以上の方を対象に集団接種を実施します

勝田駅－ホテルクリスタルパレス間で
無料のシャトルバスを運行します

■４回目接種 集団接種実施スケジュール（７月 15 日㊎予約受付開始分）
接種日 接種受付時間 接種会場

７月 24 日㊐、８月３日㊌ 13：00 ～ 15：30 ホテルクリスタルパレス
※当初予定していた７月 28 日㊍は予約状況を鑑みた結果、実施を見合わせます。
※使用するワクチンは武田／モデルナ社製。
　18 歳以上 60 歳未満で基礎疾患のある方は、原則かかりつけの医療機関で予約をお
取りください。集団接種会場で疾患に関する相談はできません。

○コールセンター☎0120-950621
（平日のみ 午前９時 30分～午後５時）
※市役所、ヘルス・ケア・センターでは予約できません。

○インターネット予約（二次元コードより）
※医療機関での個別接種を希望する方は、接種券同封の一覧を確認し、各医療機関
に直接申し込みください。

1010109ページ ID

1008881ページ ID

　ホテルクリスタルパレスでの集団接種実施日に限り、接種会場と勝田
駅間を結ぶシャトルバスを運行します。集団接種で接種を受ける方で、
勝田駅からの交通手段がない方はご利用ください。
運行時間　午後０時 30 分～３時の間、毎時 00 分と 30 分

（集団接種実施日に限る）
乗車場所　勝田駅東口タクシー乗り場後方

※帰りの便はおおむね 30 分間隔で運行

【問合せ】健康推進課（ヘルス・ケア・センター）☎276-5222

平和について考えよう
ひたちなか市の戦災（勝田艦砲射撃）

平和パネル展 平和推進のための作文コンクールの募集

【問合せ】総務課☎内線1241、2

　77 年前の夏の夜、艦砲射撃によって、多くの市民が命を
落としたことをご存じですか？この艦砲射撃で 110 人あま
りの方が犠牲となりました。市内には犠牲となられた方々
の冥福を祈り作られた、平和祈念の塔（六ツ野公園内）や、
艦砲射撃の傷跡が残る石碑（東大島地内）等があります。

　勝田が艦砲射撃の戦災をうけたのは、太平洋戦争が終局を告げる直前の昭和
20 年７月 17 日から 18 日にかけての小雨降る真夜中であった。それはわずか 13
分間の凄惨 ( せいさん ) な生地獄であった。アメリカ艦隊は、７月 14 日に釜石
を廃墟と化せしめたあと、太平洋を南下して、海岸まで 2.5 キロの距離に接近し
て日立市を砲撃した直後、勝田の日立製作所水戸工場と日立兵器水戸工場をね
らって 40 センチ砲弾 368 発をうちこんだ。大半が目標をはずれて東石川大島、
石川、武田、勝倉、東石川・勝倉社宅などに落ちた。百雷の雷鳴の如き炸裂の轟
音と同時に家屋があと形もなく吹っとび、工場が破壊され、多くの死傷者がでた。

（勝田市史料Ⅵ　勝田艦砲射撃の記録「刊行にあたって」の一節より）
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大
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内
）

▲視聴はこちら

　ＮＨＫ公式HPの「戦争の証言アーカイブス［証言記録　市民た
ちの戦争］戦場になると噂された町　～茨城　勝田～」では、当時
戦災を直接体験された方々による証言の記録動画などを視聴するこ
とができます。

　市は、核兵器の廃絶と人類永遠の平和を願い、平成８年
４月に「核兵器廃絶平和都市」を宣言しました。
　広島、長崎の惨禍を繰り返さないよう核兵器廃絶を継続
して訴え、平和の尊さを考える機会として、核戦争の悲惨
さを伝える写真や、「勝田艦砲射撃」の被害状況・体験記
等の展示を行います。

期　　間 場　　所
7/28 ㊍まで 那珂湊支所１階展示室

7/30 ㊏～ 8/16 ㊋
※各図書館は、㊊を除く

○中央図書館１階ロビー
○那珂湊図書館１階ロビー
○佐野図書館１階ロビー

8/2 ㊋～ 16 ㊋
※ふぁみりこらぼは、8/15 ㊊
を除く
※市役所は、8/6 ㊏、11 ㊍、
13 ㊏を除く

○子育て支援・多世代交流施設
　ふぁみりこらぼ１階多目的スペース
○市役所本庁舎１階市民ホール

応募資格
小学生の部
市内の小学校または義務教育学校前期課程
の児童

中学生の部
市内の中学校、義務教育学校後期課程また
は中等教育学校前期課程の生徒

作文内容 平和の推進および次のいずれか（１つ以上）を呼び掛ける内容。題名は自由。
①平和な国づくり　②平和の維持　③核兵器の廃絶　④戦争の終結および抑止

枚数制限 400 字詰め原稿用紙２枚以内

応募上の
注意

〇応募作品には学校名、学年、氏名を必ず記入してください。
〇応募作品は返却しません。
〇入賞作品は、主催者において必要に応じ、平和推進事業に利用します。

応募方法
（応募先）

〇学校へ提出　※学校で取りまとめるか確認してください。
〇直接持参または郵送
　（〒 312-8501 東石川２丁目 10 番１号
　　市総務部総務課
　　「平和推進のための作文コンクールの応募」）

応募期限 ９月７日㊌必着
結果発表 年内に市報、市HPで発表　※応募者全員に参加賞あり。

　原爆死没者のめい福と世界恒久平和実現の
祈りを込めて、投下時刻に１分間の黙とうを
ささげましょう。

８月６日㊏
午前８時 15 分広島 ８月９日㊋

午前 11 時２分長崎平和祈念の黙とう

詳しくはこちら
（市HP）▶

予約方法
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