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家屋を新築・増築・取壊をした方はご連絡を！
◆連絡・問合せ先

税務課

固定資産税係

9 月１日より

TEL８４−６９７１

《固定資産税について》
固定資産税は、毎年１月１日現在で固定資産を所有している方に対して課税されるものです。
税務課では現地調査を随時実施し、新築・増築家屋や取壊し家屋の把握に努めています。適切な課税を行う
ため、家屋を新築・増築・取壊をしたときはご連絡をお願いします。

この事業は、商品券の活用により消費者サー

ビスの向上と購買力の地域外流出の防止を図り、地域商工業の活性化と振興を図る

〜課税対象となる家屋とは〜

ことを目的に行われます。

【家屋とは】
固定資産の課税対象となる家屋とは「住家、店舗、工場、倉庫その他の建物であり、不動産登記法に登記さ
れるべき建物」です。登記されるべき建物とは、一般的には、
「土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこ
れに類するものを有し、独立して雨風をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有し、その目的とする居
住、作業、貯蔵等の用に供し得る状態にあるもの」とされており、このような要件を満たすものが、課税対象
の家屋となります。

●課税対象となる例

販売方法は、より多くの方に公平に商品券をご購入いただくため、事前に購入引
換券（ハガキ）をすべての世帯へ配布し、
先着による引き換え購入期間を設けました。
また、購入できる商品券は１人２セットまでの上限があります。

販売価格

販売数量

販売期間

（例１）車の出入り口には壁がないが、コンクリー
トブロックで基礎が造られ、屋根及び周壁（三方
向）を有しているため課税対象となる。

プレミアム率１
０％

（例２）コンクリートブロックで基礎が造られ、そ
の上にプレハブの物置が設置されている。土地への
定着性が認められ、屋根及び周壁（全方向）を有し
ているため課税対象となる。

１セット10,000円
（1,000円券×10枚、500円券×2枚

合計11,000円分）

2,800セット 売り切れ次第終了
平成２９年９月１日 〜 ９月２９日
平日のみ

※購入引換券が必要です。

午前９時 〜 午後５時

購入限度

１人：２セットまで 例）５人世帯の場合10セット購入可能

販売場所

河内町役場 経済課、河内町商工会、つつみ会館

利用期間

平成２９年９月１日 〜 平成３０年２月２８日

※休 日 販 売：９月３日（日）
、９月１０日（日） 午前９時〜午後４時

●課税対象とならない例

休日販売場所：河内町商工会

「購入引換券」による引換販売

商品券を使用できる町内加盟店については、別途８月に各戸配布するチラシでご確認く
ださい。なお、町のホームページからも確認できます。
＜売れ残りがある場合＞
平成２９年１０月 2 日（月）以降は、一般販売（購入
引換券不要）として１人：２セットを河内町商工会にて

28日

年2月

販売いたします。
（例１）支柱はコンクリートに埋め込んで固着され
ていて屋根を有しているが、周壁がないため課税対
象とならない。

３
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（例２）地面に置かれたコンクリートブロックの上
に物置が設置されている。この状態では土地への定
着性が認められないため課税対象とならない。

◆問合せ先◆

１日

年９月

平成29

成30
〜平

かわちプレミアム商品券発行委員会（河内町商工会内） TEL８４−２１３６
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河内ＳＳＳ 成田大会準優勝！
！
７月２日（日）、成田市中台運動公園で、平成29年
度成田空港周辺地域スポーツ大会（小学生サッカー
の部）が開催されました。
大会には24チームが参加し、熱戦が繰り広げら
れ、河内サッカースポーツ少年団が見事準優勝を飾
りました。
河内SSSは、予選リーグ２試合を完封勝利。決勝
トーナメントは劇的なゴールで１回戦を勝利、続く
２回戦はＰＫ戦を制し決勝へ進出。決勝は惜しくも
敗れはしましたが、本大会の決勝トーナメントに駒
を進めたのはチーム創設以来初めての快挙であり、
23年目という歴史のある本大会に名前を刻むことが
できました。

全日本中学校陸上競技選手権大会に
出場 〜菅谷有未さん〜

〜日々・いのち美しく〜

８月19日（土）から22日（火）にかけて熊本県で開催
される第44回全日本中学校陸上競技選手権大会（女
子100ｍ）に出場する菅谷有未さん（３年・長竿）が、
７月12日（水）雜賀町長を表敬訪問しました。
菅谷さんは、６月に開催された第63回全日本中学
校通信陸上競技茨城大会において12秒45の記録で、
全国標準記録を突破したため、全国大会に出場する
ことになったものです。
また、その後行われた茨城県民総合体育大会でも
見事優勝し、関東中学校陸上競技大会への出場も決
まっています。

７月６日（木）、高齢者講演会が農村環境改善セン
ターで行われ、約300人の参加者で大盛況となりました。
今回の講演は、かわち学園の昇降口に飾られてい
る日本画「鳳雛世界の空へ」の作者である日本画家の
藤島博文先生が「日々・いのち美しく」をテーマに、
美を感じながら毎日を楽しく暮らしていくことや、
河内町の希望あるまちづくりについて話をしていた
だきました。
参加したみなさんは、先生の芸術的な観点からの
話に興味深く聞き入っていました。

高齢者講演会開催

受章おめでとうございます

旭日単光章
この叙勲は地方自治の発展のため功績のあ
る人で満88歳を迎えられた方に贈られるもの
です。

岡野四郎

さん (88歳)

元茨城県稲敷郡河内村議会議員
茨城県民総合体育大会 優勝（写真左から２人目）

河内町消防団幹部視察研修
６月17日（土）〜18日（日）の２日間、河内町消防団
の幹部による視察研修が行われました。
この研修は、町消防団本部役員と町内各地域の小
隊長・副小隊長を対象に毎年行われているもので、
今年は東日本大震災で被害の大きかった福島県での
研修となりました。
研修では、原発事故に伴う帰還困難区域である大
熊町や双葉町を車窓から視察した後、震災の犠牲者
を追悼するために建設された相馬市伝承鎮魂祈念館
を訪れました。
祈念館で震災の映像記録などを見た消防団幹部の
みなさんは、今後の消防・防災活動について、なお
一層気を引き締めている様子でした。
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河内町消防団による
普通救命講習会開催
７月９日（日）、中央公民館大会議室で、町消防団
の団員を対象に普通救命講習会が開催されました。
この講習会は毎年行われているもので、今年は32
人が参加して心肺蘇生法やＡＥＤ（自動体外式除細
動器）の操作方法などについて学びました。
参加した団員のみなさんは、実際の現場を想定
し、大きな声で助けを呼んだり、人工呼吸を行うな
ど、真剣に取り組んでいました。

シニアクラブ県外研修会
６月29日（木）〜30日（金）の２日間、シニアクラブ
連合会による県外研修会が山梨県方面で行われまし
た。
１日目は、富士河口湖町の八木崎公園でのラベン
ダー鑑賞やマンズワインでのワイナリー見学などを
した後、目的地の石和温泉（ホテルふじ）に向かいま
した。夕食では、その土地ならではの新鮮な食材を
使った料理を堪能し、参加者は、自慢の歌や踊りな
どを披露していました。
２日目は、武田神社の参拝や一宮桃源郷で、もも
狩りなどをし、楽しい２日間を過ごしました。

就任のごあいさつ
副町長

藤井 俊一

納涼の候、皆様にお
かれましては益々ご健
勝のこととお喜び申し
上げます。
このたび、６月定例
町議会におきまして副
町長に選任されました。
私は、もとより微力
であり、その器でない
ことは重々承知しておりまして、職責の重さを
痛感しているところでございます。
この責をお受けした以上は、雜賀町長のご指
導をいただきながら、与えられた職務を職員と
共に誠心誠意努力してまいりたいと思います。
今後、至らない点もあろうかと思いますが、
「だれもが夢と希望の持てる河内町」実現のた
め、町政に取り組んでまいりますので、町民の
皆様方の温かいご指導、ご協力をお願い申し上
げます。
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Ｈ29. vol.１２３
◆問合せ先◆

教育委員会事務局生涯学習Ｇ（中央公民館内）TEL８４−２８４３

平成29年６月17日（土）
河内町中央公民館（大会議室）

町内の児童を対象にした木工教室を開催し、親子で力を合
わせて机、いす、本棚を完成させました。

図書室新着本のご案内
タ

イ

ト

ル

どんどこももんちゃん
おふろでちゃぷちゃぷ
おふろにいれて
ノラネコぐんだん あいうえお
まるまるまるのほん
おでんしゃ
かめまんねん
はなちゃんのみそ汁
２さいの絵本
ピノキオ
みにくいあひるのこ
三びきのこぶた
うらしまたろう
１２支のはなし
赤ちゃんと幼児のごはん
ちょっと具合のわるいときの子どものごはん
認知症はもうこわくない
コレステロールを下げる食べもの
栄養の基本がわかる図解事典
旬の野菜の栄養事典
劇場
キッチン栄養学

〜反射材着用推進リーダー委嘱式〜
７月12日（水）、役場大会議室で「反射材着用推進リー
ダー」の委嘱式が行われ、シニアクラブ役員25人が雜賀
町長と神賀竜ケ崎警察署長の連名で委嘱されました。
反射材着用推進リーダーの役割は、日常生活の中で、
自分自身がお手本となって反射材を身に着けることで、
シニアクラブの会員の方や身近なお年寄り等に反射材
の着用を促すことです。

親子木工教室を開催しました
◆日時
◆場所

高齢者の交通事故防止に

中央公民館図書室に新しく仲間入りした
図書のご紹介です。ぜひ、ご利用ください。
著

者

等

とよたかずひこ
松谷みよ子
せなけいこ
江藤のりこ
エルヴェ・テュレ
塚本やすし
ほんまわか
魚戸おさむ
鈴木みゆき（監修）
コッローディ
アンデルセン
ジェイコブズ
柿沼美浩
照沼まりえ
外木徳子
若江恵利子
西崎知之
早川和志
中村丁次
吉田企世子
又吉直樹
宗像伸子（監修）

出

版

社

童心社
童心社
ポプラ社
白泉社
ポプラ社
集英社
文研出版
講談社
ポプラ社
永岡書店
永岡書店
永岡書店
永岡書店
永岡書店
婦人之友社
婦人之友社
三五館
つちや書店
成美堂出版
（株）エクスナレッジ
新潮社
高橋書店

夏の交通事故防止県民運動
〜わすれない ルールとライトと 思いやり〜
７月20日（木）から21日（金）の２日間、町内２か所（河
内町役場前、国道408号長竿東交差点）
で街頭キャンペーンが実施されました。
当日は、竜ケ崎警察署をはじめ、関
係団体の協力により、通勤途中のドラ
イバーに、キャンペーングッズ等を手
渡し、運動の周知と安全運動の啓発を
行いました。

今年度２回目の道路里親による
除草作業を実施
７月９日（日）、県道取手東線の長竿バイパスにおい
て、今年度２回目の道路里親による除草作業が行われ
ました。
当日は、気温30度を超える真夏日となりましたが、
たくさんの里親が参加し、歩道の除草やあじさいの剪
定などを行い、あっという間に道路をきれいにしてし
まいました。ご協力いただきました皆様ありがとうご
ざいました。

あなた一人で悩んでいませんか
オリンピックフラッグ・パラリンピック
フラッグを展示します。
東京2020オリンピック・パラリンピック
を身近に体感できるまたとない機会です。
この機会に皆様ぜひお越しください。

法務省と全国人権擁護委員連合会は、暴行・虐待など高齢者や障害者をめぐる様々な人権問題の解決を
図るための人権相談活動を強化することを目的として、全国一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強
化週間を実施し、悩みを持った方からの相談に応じます。秘密は守られますので、安心してご相談ください。

全国一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間
Photo by Tokyo2020/Shugo TAKEMI

◆期日：８月２３日（水） ◆時間：午前８時３０分〜午後５時 ◆場所：農村環境改善センター・ロビー
◆内容：オリンピックフラッグ・パラリンピックフラッグ展示、大会関連パネル他

９
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◆期
間
◆時
間
◆電話番号
◆相 談 員

平成２９年９月４日(月)〜10日(日)までの７日間
午前８時30分〜午後７時 ただし、土・日曜日は午前10時から午後５時まで
０５７０−００３−１１０（全国共通人権相談ダイヤル）
人権擁護委員・法務局職員

広報かわち
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☆平成 年度
金婚式のお知らせ
年度の金婚式該当者
年１月１日〜昭和
日までにご結婚さ

めに学校保健安全法によって

学校生活を送っていただくた

これは︑心身ともに健康な

ご参加ください︒

ている時は子育て学習講座に

お子様がその他の検査を受け

方に付き添っていただきます︒

河内町社会福祉協議会︵福祉

◆問合せ先

協議会へご連絡ください︒

日︵木︶までに河内町社会福祉

該当するご夫婦は︑８月

ないようにお越しください︒
︵健康診断の時間は３時間程
度です︒︶
※対象のお子さまの保護者の
方には︑９月中旬に﹃就学時
健康診断通知書﹄を郵送致し
ます︒
※当日受診できない方は︑日

晴

れ

０．０８２
みずほ小学校

校

庭

９ : 45

晴

れ

０．１０２
金江津小学校

校

庭

11 : 00

晴

れ

０．０７３
かわち学園中学校

校

庭

15 : 00

くもり
かわち認定こども園

園

庭

11 : 45

晴

れ

０．０８４

０．０７８
かなえつ認定こども園

園

庭

９ : 45

晴

れ

０．０６３

０．０５８

くらしの情報
年

☆就学時健康診断のお知らせ
教育委員会では︑平成
平成
年

は︑昭和

月から義務教育学校前期課
程︵小学校︶に就学予定のお
れたご夫婦︵戸籍上に記載さ

月

子さまを対象に︑就学時健康

定められています︒保護者ま
◆持参するもの
センター内︶

診断を実施します︒

たは代理の方が付き添ってお
・健康診断通知書・入学に必
事務局

れている婚姻日︶です︒

越しの上︑必ず受診させてく
要 な 健 康 調 査 書︵ 記 入 し て お

なお︑当日やむを得ない理
２８３０

大竹・萩原

持ちください︒︶
℡

ださい︒
・上履き︵子供用︑保護者用︶

由で受診できない方や転居予
※金婚式の挙行は

日

・母子手帳
︵水︶を予定しております︒

月

定の方は︑事前に教育委員会
※健診開始時間は︑午後１時
分からとなりますので遅れ

事務局学校教育グループまで
ご連絡ください︒
年４月２日から

◆該当者
平成

日︵月︶

平成 年４月１日に生まれた方

月

かわち学園中学校

年

◆実施日
平成
◆会場
◆受付時間
分
程調整のうえご連絡いたしま

分〜１時

◆検診内容
す︒

午後０時
・内科検診・歯科検診・知的
◆連絡・問合せ先
教育委員会事務局学校教育グ

発達スクリーニング検査・視
３３２２

力検査・聴力検査
℡

ループ

７．水道料
８．下水道料

10 : 00

５３．９

☆広報紙に掲載された
写真をお分けします
（データで）
◆申込方法
１．電子メールで︑ hisho@town.

庭

東共同利用施設（つつみ会館）

９．下水道受益者分担金
上下水道課

２３６１

上水道係・下水道係

◎問合せ先
℡

★広報紙に関するご意見︑ご

りください︒
◆問合せ先

E-mail hisho@town.ibarakikawachi. lg. jp

校

金江津局（ 県 ）

※内科・歯科検診は保護者の

☆安心！簡単！便利！
町税等納付には便利
な口座振替をご利用
ください
口座振替を利用すると︑納付

．保育料

宛に ︑
ibaraki-kawachi.lg.jp
件名を﹁写真希望﹂とし︑本

◎問合せ先

番 号︑④掲 載 月 ︑⑤ 掲載ペー

子育て支援課

ンスストアに出向く必要がなく︑

保育所係 ℡

ジ︑⑥
﹁○○○﹂が写っている

文 に ① 氏 名 ︑② 住 所 ︑③ 電 話

納め忘れも防止できますので︑

※納期の過ぎた町税等は取り

写真︑と明記してメールして

のたびに金融機関やコンビニエ

31

６９８２

時間のない人には大変便利で

扱いできません︒

ください︒

す︒是非ご利用ください︒

※町営住宅使用料は常陽銀行

※画像サイズは約１ＭＢから

各支店のみ振替可能です︒

年 税 額 を 一 括︵ 固 定 資 産

◆口座振替とは？
◆申込方法
預貯金通帳・通帳届出印を

２．
電子媒体を秘書広聴課ま

税・町県民税︶または︑
納期ご
とに︑ご指定の預貯金口座か
お持ちになり︑各金融機関等

で持参してください︒
Ｒ︑ＭＯなど︶

３ＭＢ程度です︒

ら自動的に振替納付できる制

窓口で申請をしてください︒

度です︒

︵ＣＤ

要望︑ご提案などがありまし
竜崎支店

たら郵便またはメールでお送

い︒

・常陽銀行

龍ヶ崎支店︑
新利根支店

・筑波銀行

金融機関

◆口座振替申し込みができる

育て支援課に申請してくださ

※ただし保育料については子

◆口座振替できる税目等
１．町県民税︵普通徴収︶

収納係

︵土地・家屋・償却資産︶

２．固定資産税
３．軽自動車税
税務課

６９７２

◎問合せ先
℡
４．国民健康保険税

河内町役場

秘書広聴課

１３９２

〒３００

龍ケ崎支店

・水戸信用金庫

５．後期高齢者医療保険料

河内町源清田１１８３

国民健

・ 稲敷農業協同組合 西部支店

町民課

◎問合せ先

６９８３

す︒

各支店の口座より振替可能で

※振替する口座は︑各銀行の

・町内の郵便局

℡

康保険係・後期高齢者医療保
険係

介護保
６９８１

福祉課

６．介護保険料
℡

◎問合せ先
険係

生板小学校

定
測

くらしの情報

10
広報かわち
広報かわち

れ

５５．５

◆問合せ先 総務課 TEL８４−２１１１ ／ 教育委員会事務局 TEL８４−３３２２

Web：http://airport-community.naa.jp/

０．０８６

晴

※L den とは、時間帯補正等価騒音レベルのことで、航空機騒音の評価指標として用いられているものです。
昼間よりも「うるさい」と感じられる夕方（19:00〜22:00）と夜間（0:00〜7:00と22:00〜24:00）の騒音にそ
れぞれ＋５dB、＋10dBの重み付けして、１日の騒音の総量を表した値です。この数値は速報の値で、今後
変更になる場合があります。

13 : 30

５６．６

駐車場

中央公民館

※放射線量率測定の結果は、１日のうち屋外に８時間、屋内に１６時間滞在するという生活パターンを仮定
（注）して、年間の被ばく線量が１ミリシーベルトより低い値です。
（注）年間の被ばく線量が１ミリシーベルトとなる放射線量率は０．２３マイクロシーベルト／時間です。

成田国際空港株式会社（NAA）が開設している環境情報公開Webサイト「成田空港環境こみゅにてぃ」で
は、NAAが設置している測定局の現在の騒音レベルや過去の測定結果等が確認できます。

０．０４９
河内町役場

地上０．５ｍ

河 内 局（NAA）

22

地上１ｍ

候

５５．０

11

値
天
名
設

愛宕神社

10

平成 29 年８ 月(№581)
平成 29 年８ 月(№581)

11

−

測定時刻

田川共同利用施設

−

施

下加納局（NAA）

84
−
84

L den（dB）
所
場

30

29

−

６
９
８
０

置

30

20

84
10

測定場所

田 川 局（ 県 ）

−
−

設

12

−

84
℡
84

局

10

50

84

−

84

−

定
測

24 23

29

−

河内町内小・中学校等の放射線量率測定結果（平成29年７月12日測定）
（単位マイクロシーベルト／時）
平成29年４月分

航 空 機 騒 音 測 定 結 果 （速報）

43

29

31 43

４

84
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◆問合せ先

広報かわち
平成 29 年８ 月(№581)

農業委員会事務局

TEL８４−６９７６

９月１日は「霞ヶ浦の日」です

農地は耕作をしないで、適正な管理を怠ってしまうと、雑草の繁茂や害虫等の温床になったり、粗大ゴミ
や産業廃棄物等の不法投棄場所になり、悪臭や、汚水の発生源となります。また、火災発生の原因となり、
近隣農業者や周辺住民に大きな迷惑となる可能性があります。
このようなことにならないためにも、農地の所有者の方々だけではなく、各関係機関・団体と連携し、地
域全体でこの問題に取り組まなければなりません。
そこで農業委員会では、各地区担当の農業委員および農地利用最適化推進委員が農地の所有者の方々を戸
別に訪問し、農地をどのように利用していくか、意向を調査し、農地の明るい未来に向けた取り組みを行っ
ていきます。
農地の適正な管理および農地利用の最適化に向けた取り組みにご理解とご協力をお願いいたします。

～ 私たちのかけがえのない財産、
霞ヶ浦について考えてみませんか！ ～

〜農地の未来へ〜

霞ヶ浦の汚れの原因のひと

くらしの情報

農地利用意向調査のお願い

日︵月︶〜９月１日

TEL８４−６９７５

︵ 金 ︶︶の メ イ ン イ ベ ン ト と し

経済課

ざいます︒入場料⁝無料

◆問合せ先

官

て ︑﹁ 夏 ま つ り ２ ０ １ ７ ﹂を 開

※人・農地プランに掲載、かつ１ha以上のまとまりを有する申請地は助成単価が１～２割程度加算されます。

場の場所については︑センタ

受験種目 自衛官候補生（男女）

ーホームページをご覧くださ

55,000円以内／10a 〜 115,000円以内／10a

い︒公共交通機関でお越しの

吸水管の間隔が10m以
下の暗渠排水の新設

衛

お車でお越しの方

方は︑土浦駅東口から運行す

分

自

つは︑炊事︑洗濯︑入浴など

◆その他

◆会場

る無料送迎バスをご利用くだ

40,000円以内／10a 〜 105,000円以内／10a

17

「霞ケ浦環境科学
センター夏まつり
２０１７」開催

は︑センター駐車場は大変混

茨城県霞ケ浦環境科学センター

さい︒

30

霞ヶ浦

土浦市沖宿町１８５３番地

10 26

畦畔除去、均平作業等
田の区画拡大
（水路の変更を伴わないもの） による区画拡大

暗渠排水

13

◆問合せ先

※現場の条件、工法等により単価が変わります。

◆内容

定 額 助 成 単 価

容

茨城県霞ケ浦環境科学センター

内

・センター研究紹介・体験学

業

環境活動推進課

事

習︵ お も し ろ 科 学 実 験 教 室 な

業

−

０９６１

事

−

８２８

【代表的な事業の主な内容】

HP

http://www.pref.ibaraki.jp/

※今年度から事業要綱改正により業者等へ委託施工ができなくなり、農業者が自力で施工することになります。
※交付金額は国の予算配分により減額となる場合があります。

soshiki/seikatsukankyo/

・提出期限：９月２９日（金）

kasumigauraesc/index.htm

農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化を支援するとともに、農地の区画拡大および暗渠
排水設置などの簡易な二次的整備を行う農業者に対して、交付金を交付する事業を行う予定です。
平成30年度に事業実施を希望される方を把握するため、要望量調査を行いますので、希望される方は経
済課まで要望量調査書（経済課窓口にあります）を提出してください。

℡０２９

【農地耕作条件改善事業】

ど︶
・環境保全団体等による

農地の区画拡大・暗渠排水設置など

展示・飲食コーナー︑物産品

◆問合せ先 都市整備課 TEL８４−６９５７ 経済課 TEL８４−６９７５

の販売など

※舗装面の崩壊等の原因が明らかに耕作者にある場合は、費用負担を求める場合もあります。

※内容が変更になる場合がご

・のり尻を削って耕作しないでください。（のり面の角度が急になり崩れやすくなります）
・のり面の除草は、機械除草を行い、除草剤を使用する場合は地上部だけを枯らす除草剤を使用してください。

家庭からの生活排水です︒公

催します︒﹁人と自然

路肩やのり面保護の具体例

共下水道への接続や高度処理

を 知 り つ く そ う ！ ﹂を テ ー マ

霞ケ浦環境科学センターで

ま洗わずに︑一度︑紙などで

雑しますので︑臨時駐車場を

型浄化槽の設置のほか各家庭

拭いてから洗う︑アクリルタ

に︑霞ヶ浦や環境問題につい

ご利用ください︒臨時駐車場

は︑霞ヶ浦水質浄化強調月

ワシを使用して洗剤の使用量

て楽しく学べる様々な催しを

からセンターまでは無料送迎

でできるちょっとした工夫が

をできるだけ減らす︑お風呂

用意して皆様をお待ちしてお

バスを運行します︒臨時駐車

間︵ ７ 月

の残り湯は洗濯などに有効に

ります︒ぜひご来場ください︒

霞ヶ浦の水の汚れを軽減する

使うなど︑日々の生活排水対

◆日時

日︵土︶

こともできます︒

策に取り組んでいただけるよ

８月

時〜午後３時

農地等に接している道路の路肩やのり面の除草については、耕作者が草刈を行っている状況ですが、近
年、除草剤の散布が原因と思われる路肩部分の崩れやのり面が痩せてしまった箇所が多数見受けられるよ
うになりました。そのような状態になると舗装面は崩れてしまい、場合によっては事故につながる可能性
もあります。
農産物のより安全・安心な生産活動や環境保全の面からも化学合成農薬（除草剤）の使用の低減に努め
て、環境にやさしい農業に取り組みましょう。

汚れのひどい食器はそのま

うお願いいたします︒
午前

農地等に接している道路の路肩・のり面の保護のお願い

くらしの情報

Information on a Kawachi Life

募

集

一 般 曹 候 補 生

航 空 学 生
【空】 平成30年４月１日現在、18歳以上21
歳未満の者（高卒者見込み含む）また
採用予定月の１日現
平成30年４月１日現在、
は高専３年次修了者（見込み含む）
受験資格 在、18歳以上27歳未
18歳以上27歳未満の者
【海】 平成30年４月１日現在、18歳以上23
満の者
歳未満の者（高卒者見込み含む）また
は高専３年次修了者（見込み含む）
年間を通じて
７月１日（土）から ９月８日 ７月１日（土）から ９月８日（金）まで
受付期間
行っております。
（金）まで（締切日必着）
（締切日必着）
１次：９月18日
（月）
１次：９月16日（土）〜18日
２次：10月17日
（火）〜10月22日（日）までの
（月）のうち指定する
うち指定する１日
受付時お知らせ
１日
試験期日
３次：【海】 11月16日（木）〜12月13日（水）
します。
２次：10月５日（木）〜10月11
指定する１日
日（水）までのうち指
【空】 11月18日
（土）〜12月21日（木）
定する１日
までのうち指定
場
所
別途各人に通知します。
◆問合せ先 自衛隊茨城地方協力本部 龍ヶ崎地域事務所
龍ケ崎市寺後3629 5 TEL６４−３３５１ HP http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/ Ｅ−mail hq1-ibaraki@pco.mod.go.jp

広報かわち
平成 29 年８ 月(№581)
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問合せ先

河内町

子育
子
育て

センター
ー

おひさまからの

おしらせ

河内町役場
子育て支援課
TEL８４−６９８２
担当：塚本、羽根田

「お友達が近くにいないの！」「ママ友がほしい！」「遊ぶ所がない！」と悩んでいる方、
是非遊びに来てください！みんなで子育ての輪を広げましょう〜。
第１水曜日

利用時間・持ち物

ぽよ〜ん！
ぽよ
ん！【親子でふれあい遊び】

・月、水、金曜日 (予約不要)
みを除く）
（祝日・お盆休み・年末年始の休みを除く）

親子で一緒にお歌のリズムに合わせてふれあい
遊びを楽しみましょう！お家でも遊んでね！
◆時間 午前10時30分〜11時

・午前１０時〜午後２時
・対象：０歳〜就学前のお友達とお家の方
達とお家の方
・着替え・水筒などの用意をお願いします。
お願いします。
・ごみ・オムツは持ち帰りでお願いします。
りでお願
願いします。

第２水曜日

9月 の 予 定
イベント・スケジュール
ケジュー
ール

日

曜日

１
４
６
８
11

金

自由遊び

月

自由遊び

水 ぽよ〜ん！【親子でふれあい遊び】
親子でふれあい遊び】
金

自由遊び

月

自由遊び

【産後ヨガ教室】

心も体もリフ
心も体もリフレッシュ！産前よりきれいになっちゃ
心も体もリフレッシュ！産前よりきれいになっち
いましょう！お子さんは職員がお預かりしま〜す。
いましょう！お子さんは職員がお預かりしま〜す
安心して楽しんでくださいね。
◆時
間 午前10時〜11時30分
◆対
象 産後１年くらいのママ
◆持 ち 物 汗ふきタオル、飲み物
◆参 加 費 無料
◆定員 10人
事前に予約をお願いします。
（予約受付は、予約したい月の月初め〜教室２日前まで！）
◆申 込 先 保健センター TEL84‑4486
◆受付日時 土日祝日を除く午前９時〜午後５時

第３水曜日

20 水 お話でんでん【読み聞かせ】
かせ】
22 金 自由遊び
25 月 自由遊び
27 水 あかちゃんひろば
29 金 自由遊び
◆場

【読み聞かせ】

お話でんでん をお迎えして絵本や紙芝居など楽し
いお話をしてくれます！普段とは違う話が楽しめる
と思います。どんなお話かな？お楽しみに〜！
◆時 間 午前10時30分〜11時
第４水曜日

【あかちゃんひろば】
【あかち
ん

所
新利根川
根川

河内町役場
場

●
旧JA

至稲敷

至龍ケ崎

子育て支援センター
（西共同利用施設）

すくすく成長してるかな？保健師
さんに身長、体重を測ってもらい
ましょう〜！育児相談もできますよ。
◆時 間 午前10時〜11時30分
◆対 象 生後４か月〜１歳
くらいのあかちゃん
とご家族
◆参加費 無料 予約不要

かわち認定こども園

TEL 84-2657 ／ かなえつ認定こども園 TEL 86-2616

◎手当を受ける資格
児童扶養手当を受けることのできる方は、次の条件の児童（18歳に達する日以降の最初の３月31日までの間
にある児童、身体または精神に障害のある場合は20歳未満の児童）を監護している母親か父親、またはこれら
の児童を養育している方です。
■父母が離婚した児童
■父または母が政令で定める障害のある児童
■父または母が１年以上遺棄している児童
■母が婚姻によらないで生まれた児童
■父または母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた児童

■父または母が死亡した児童
■父または母が生死不明な児童
■父または母が１年以上拘禁されている児童
■母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

◎支給を受けるための手続き
◎児童扶養手当の額
平成29年度 児童扶養手当額（月額）・支給対象児童が１人 全部支給 ４２，２９０円
一部支給 ４２，２８０円 〜 ９，９８０円
・第２子加算額
全部支給
９，９９０円
一部支給
９，９８０円 〜 ５，０００円
・第３子以降加算額
全部支給
５，９９０円
一部支給
５，９８０円 〜 ３，０００円
■父または母および同居している方の所得により手当の一部または全部の支給が停止されることがあります。
■受給期間が５年を経過する等の要件に該当する方は、適用除外事由（就業あるいは求職活動などを行っ
ている場合や、求職活動ができない事情などがある場合）に該当する方を除いて、手当額の２分の１が
支給停止になる可能性があります。役場福祉課から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が
送付されますので、就労をしている等の届出の手続きをすることにより、５年等経過後も、経過前の月
と同額の手当を受給することが可能です。

認 定 を受けている方へ

提出を忘れずに ! !

児童扶養手当を受けている方は、現況届を８月31日までに福祉課へ提出してください。（支給停止の方も含み
ます。）８月以降の手当を引き続き受給できるかどうか確認するもので、提出がない、あるいは不備の場合は、
８月以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。また、２年間この届けを出さないと資格を失います。
）
現況届用紙は７月下旬に送付されます。（平成29年７月以降に申請された方は、届出の必要はありません。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届出をし
ないまま手当を受けた場合、その期間の手当を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。

あかちゃん
ひろばの様子
大きく
なったね！

かわち認定こども園「かんがるーむ」とかなえつ認定こども園「ふれあいらんど」は園庭開
放のみ行っています。ご利用の際は防犯上の理由により電話連絡後の利用となっています。

児童扶養手当は、ひとり親家庭等に対して支給されるもので、お子さんが健やかに成長するために役立てて
もらおうというものです。

手当を受けたいときは、役場福祉課窓口に申請してください。認定請求の申請により、県知事の認定を受け
ることで手当が支給されます。

13 水 産後ヨガ教室
15 金 自由遊び

児 童 扶 養 手 当

◆問合せ先◆
福祉課 社会福祉係
TEL８４−６９８１

お友達と
一緒に遊ぶと
楽しいね！

■婚姻の届出をしたとき
■婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係（生計を同じくする異性と同居または、同居がなくて
もひんぱんな訪問があり、かつ生活費の援助がある場合）になったとき
■あなたや児童が、年金(国民年金、厚生年金など）を受けることができるようになったとき
■児童が死亡したとき（受給者本人が死亡したとき）
■児童が、児童福祉施設に入所したり、転出などにより、あなたが監護または養育しなくなったとき
■遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父または母が帰宅したとき
（遺棄のときは安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含む）
■その他支給要件に該当しなくなったとき

◆子育て相談について：子育ての不安や心配事などありましたらお気軽に声をかけてください。
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Shouhi Seikatsu Soudanin Tsushin

Vol.75
Vol.69

VOL.79
〜こころとからだを育む食育〜
河内町食生活改善推進員協議会公開講座

「災害食講演会のお知らせ
せ」
◆問合せ先

震災に備えて備蓄品を用意しておく必要性に
ついては、どなたもご承知のことと思います。
しかし、実行するとなると 「備蓄をするのが面
倒」「備蓄するスペースがない」 と言った意見
をよく聞きます。そんな負担に思えていた備蓄
に対するイメージを払拭するような『災害食講
演会』を河内町食生活改善推進員協議会が企画
しました。どうぞ、ご参加ください！！

保健センター TEL８４−４４８６

参加費

アダルトサイトにアクセスしたら、
カメラのシャッター音が！
アダルトサイトに関する相談が後を絶ちません。中には、サイトにアクセスすると同時に「カメラ
のシャッター音」が鳴り、消費者の不安をあおり、登録料などを請求するケースが報告されています。

事例 １
スマートフォンでいろいろなサイトをみていたらアダルトサイトにつながり、
シャッター音がして請求画面が表示され、高額な金額を請求された。
ネットで調べたところ、
「シャッター音が鳴ったら、カメラで撮影されるだけでなく、

食生活改善推進員協議会公開講座
※河内町ＰＴＡ連絡協議会指導者研修会も兼ねています

家族を守る！災害食

無料

先着 00名様
先着200名様

事前申込制

〜災害時でもいつもの食事を〜
自然災害は、いつ、どこで起きるかわかりません。
〝いざ〟という時に自分や家族が戸惑わないために
災害食（非常食）について考えてみませんか？
【講師】

いろいろな情報が流出してしまう」と書かれていたので不安になった。

今泉 マユ子

事例 2

氏

オフィスＲＭ 代表取締役
管理栄養士／日本災害食学会災害食専門員

スマートフォンで、アダルトサイトの広告をタップしたら、
シャッター音がして突然登録された。

ＮＨＫ
あさイチ
日本テレビ
ヒルナンデス！
ＴＢＳ
マツコの知らない世界
テレビ・ラジオ等出演多数

電話をしたが、コンビニで支払うように指示され支払った。

アドバイス
◆シャッター音がしても、スマートフォンのカメラ機能が使われたり、撮影した写真が業者に送信されたり

など

することはありません。
◆様々な手口で消費者を不安にさせ、
「退会・解約はこちら」、
「誤作動の方はこちら」 などと表示して、業者

◆日

時

午後１時３０分〜４時（受付：午後１時〜）

へ連絡させようとしていますが、決して連絡しないようにしましょう。
◆アダルトサイトには不用意にアクセスしないことが第一です。サイト内のボタンもむやみにクリックや
タップをしないようにしましょう。

心配なときは、連絡をしたりお金を支払ったりする前に、消費生活相談窓口にご相談ください！

消費者問題のご相談はお気軽に相談窓口へ！
◆問合せ先 経済課 消費生活相談係 TEL８４−６９７５
◆相 談 日 毎週火曜日
◆相談時間 午前９時３０分 〜 午後４時３０分
◆消費者ホットライン「１８８」
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◆場

所

◆主
催
◆共
催
◆募
集
◆申込方法
◆受付期間

消費者庁イラスト集より

平成２９年１０月２９日
河内町農村環境改善センター

多目的ホール

河内町食生活改善推進員協議会
河内町ＰＴＡ連絡協議会 河内町保健センター
２００名 (定員となり次第、受付を締切らせていただきます)
河内町保健センターへお電話か保健センター窓口までお申込みください
TEL８４−４４８６ または ８４−３６８２（土日・祝日を除く）
平成２９年１０月１３日（金）まで

河内町食生活改善推進員は 私たちの健康は私たちの手で を合言葉に、食を通して健康づくりの案内
役としてボランティア活動をしています。講演会では、河内町食生活改善推進員の普及啓発活動内容の紹介や
災害食の試食を提供いたします。※試食には数に限りがあります。
広報かわち
平成 29 年８ 月(№581)
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けん こう
＜応募資格＞
河内町にお住いのおおむね60歳以上
の方で、初めてマージャンをなさる方

健康づくり ＆ 仲間づくり

健康マージャンで
コミュニケーション！

（経験者はご遠慮ください）

＜初級教室参加者募集＞
健康マージャンは、楽しみながら『脳』を活性化するゲーム
です。また、４人の共同作業で行いますので、仲間づくりやコ
ミュニケーションを図るうえでも効果的です。
健康マージャンは難しそうと思っていらっしゃるかもしれま
せんが、なんと！始めたその日からできちゃいます。どうぞ、
ご参加ください。

歯やお口の健康は、むし歯予防はもちろんのこと、歯周病予防も非常に大切です。歯周病は、サイレント・
ディジーズ（静かな病気）と呼ばれ、知らず知らずの間に症状が進行してしまうことが多い病気です。歯周病
の初期には痛みがなく、歯磨きの時に歯ブラシに少量の血が付くことで気付く人が多いようです。この出血も
毎日のこととなると慣れてしまい、歯科医院を受診するときには、歯ぐきが痛み、歯がグラグラ揺れるほどの
重症になっていることも多くあります。
歯周病は成人の多くがかかっており、55歳以上の方の約半数は歯周病だと言われています。
また、あまり知られてはいませんが、歯周病は、糖尿病の合併症の一つでもあります。

糖尿病があると
歯周病
なりやす 、重症化しやす
歯周病になりやすく、重症化しやすい
⇒糖尿病があると、免疫機能の低下や血流の悪
糖尿病があ と 免疫機能 低 や血流 悪
化、唾液の減少などのため、歯周組織の障害が
生じて歯周病になりやすく、また、重症化しや
すいことが分かっています。

＜開催日時･回数＞ 毎月第２・第４土曜日／午前９時３０分 〜 正午／全１４回（９月〜３月）
＜参 加 費 用＞ テキスト代（１，０００円）
＜会

目指せ！健口生活

場＞ 河内町中央公民館

＜募 集 人 員＞ ２０人（応募者多数のときは主催者の抽選により決定とさせていただきます）

おしゃべりを楽しみませんか？

活
習

℡６０−４０７１

慣

地域包括支援センター

お口の様子から

俳 句
かわち俳句会

風鈴の心地よき音に木の葉揺れ
大野志げ子

汗しだる新米ママの家事育児
神崎かずお

軒風鈴時には変わる風の道
田沼 和子

お隣りもそのお隣りも凌霄花
川口 ふく

節子

風鈴を風ごと買ってしまいけり
寺田 節子

石毛

夢見る間無くて閉じゆく月下美人

風鈴と拓郎のうた聞く夕べ
宮澤由紀江

富子

青鷺は稲田の舞台よく似合う
野田美智子

篠原

まどろみのなか風鈴の音遠のきし

初訪問階段数えて初夏の街
遠藤 正雄

母の齢超えて母恋う夕端居
田中 康夫

□１
□２
□３
□４
□５
□６

間食をあまりしない
ストレスをうまく解消している
たばこを吸わない
深酒をしていない
１日１回は時間をかけて歯磨きをしている
フッ素入りの歯磨き剤を使っている

★５個以上に○がついた人…
これからも良い生活習慣で過ごしましょう。
★３〜４個に○がついた人…
１つでも○を増やしましょう。
★０〜２個に○がついた人…
すぐに生活習慣を見直しましょう。

□１
□２
□３
□４
□５

いつも口の中がさわやかだと思う
歯肉の色がピンク色で引き締まっている
る
歯のぐらつきがなく、しっかりかめる
歯と歯の間に物が挟まらない
歯がしみたり、痛まない

全ての項目に○がつかないときは、
お口の中に問題がありそうです。
歯医者さんで診てもらいましょう。

１週間に１回はお口の健康状態を自分で観察し、
定期的に歯医者さんを受診しましょう！
参考文献：日本糖尿病協会編集・発行「さかえ」2017．7月号

◆申込・問合せ先◆

広報かわち
平成 29 年８ 月(№581)

⇒歯周病はイ
⇒歯周病はインスリン作用を阻害し、血糖コン
リ 作用を阻害し 血糖
トロールを悪化させます。歯周病を治療すると
糖尿病の値であるHbA1c（ヘモグロビンエー
ワンシー）が改善するという報告もあります。

お口の健康セルフチェックシート
生

一人暮らしの方や、ご家族がいても仕事のため、日中一人で過ごされている高齢者を対象に傾聴ボラン
ティアによる訪問活動を行っています。ボランティアと一緒に、昔ばなしに花を咲かせてみませんか？思
い出話をしてたくさん笑うことは、認知症予防にも効果があると言われています。ご希望の方、または興
味のある方は、地域包括支援センターまでお問合せください。
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一方で…

歯周病や虫歯は、糖尿病以外にも肥満、肺炎、睡眠時無呼吸症候群、心内膜炎、腎炎、菌血症、敗血
症、胃腸障害、栄養障害などさまざまな疾患の原因になるといわれています。
お口を健康な状態に保つことは、全身の健康に関わる大切なことなのです。
下記のセルフチェックシートをやってみて、ご自身のお口の健康度をチェックしてみましょう。

傾聴ボランティアと

◆申込・問合せ先◆

歯周病は、糖尿病に悪影響を及ぼす

保健センター

☎８４−４４８６

または

８４−３６８２
広報かわち
平成 29 年８ 月(№581)
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8月 August
厚生労働省茨城労働局委託事業
～小売スタッフ講習～
◆日
時
平成29年10月26日（木）から平成29年11月14日（木）
（土日除く10日間）
◆会
場 龍ケ崎市農業公園豊作村
◆対 象 者
茨城県内在住で下記の①・②を満たす方
①ハローワークに求職登録している55歳以上の方
②全日程の受講、合同説明会に出席できる方
◆講習内容
商品販売の補助員としての基礎的な知識、技術を
習得し接客マナーを身につけることで売り場担当
者としての業務を行えることを目標とします。
◆受 講 料 無料（交通費、昼食代は自己負担）
◆申込締切 10月13日（金）
◆問合せ先
株式会社建築資料研究社 水戸支店 日建学院 水戸校
水戸市笠原町978‑27 IPICビル3F TEL029‑305‑5433

「行政書士無料相談会」開催のお知らせ
◆日
時 ８月12日（土）午後１時〜４時
◆場
所 稲敷市江戸崎公民館（パンプ隣）
◆内
容
相続や遺言等に関すること／法人設立や営業許可
等に関すること／農地法の許可に関すること／
国、公有地の払下げ等に関すること／国籍や帰
化、永住（就労）ビザ等に関すること ※事前予約
は不要です。
◆問合せ先 茨城県行政書士会県南支部 TEL64‑1850

「親子すこやか宿泊研修事業」参加者募集！

◆内容
お子様向けのゴム動力飛行機を作って飛ばす教室を
開催いたします。よく飛ぶコツなどもご説明いたし
ます。当日開館より１階受付にて参加申込受付。

～夏休みＡＭラジオ制作教室～
◆日時 平成29年８月26日(土) 午後１時〜３時
◆場所 航空科学博物館１階 多目的ホール
◆対象 小学校４年生〜中学校３年生
◆内容
航空の世界では、さまざまな無線が使われていま
す。はんだ付けをしたりエナメル線を巻いたり、
簡単なＡＭラジオの組み立てをとおし、航空無
線、通信のしくみについて理解を深めます。電子
工作が初めてでも参加可能で、完成品はプレゼン
トされます。※費用 無料
◆問合せ先
航空科学博物館 TEL0479‑78‑0557
〒289‑1608 千葉県山武郡芝山町岩山111‑3

忘れていませんか？電池交換
防災行政無線は、災
害時における町からの
唯一のお知らせ手段で
す。停電の場合でも乾
電池が作動して放送を
受信することができま
す。有効に活用できる
ように２年に１回定期
的に交換（単２電池４
本）してください。

町
県
民
税（２期）
国 民 健 康 保 険 税（２期） 納 付 期 限 は
介 護 保 険 料（３期） ８月31日です。
後期高齢者医療保険料（２期）
ーお知らせー
納税等は、
便利な口座振替をご利用ください。
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総務課交通防災係 TEL84‑6979
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町長の動静

25

◆問合せ先

月の主な行事～

耳の聞こえない人や聞こえにくい人が使うコミュ
ニケーション方法の１つが読話です。相手の口の動
きを見て話しの内容を理解します。
◆日時 平成29年８月26日（土）午前10時〜正午

◆場所
◆費用

8 月 の 納 税 等

31 29 28

平成29年８月13日(日)、
14日(月)、15日(火)
午後１時〜２時30分
航空科学博物館１階 多目的ホール
材料費300円
先着40名様（原則小学生以上）まで

～

平成29年度 中途失聴･難聴者のための
読話講習会

◆日時

３日 副町長選任辞令交付式
庁議
視察 利(根町・板橋区︶
５日 小中学校再利活用審議委員会
元東海村長お別れの会
６日 高齢者講演会
牛久沼周辺首長会議
７日 ミネルバ
日 反射材着用推進リーダー委嘱式
かわち学園中学校菅谷さん表敬訪問
日 国民健康保険団体連合会通常総会
日 叙勲伝達
農コンツアー打合せ会議
日 旧金江津中学校の利活用に関する住
民説明会
日 牛久沼運営協議会
県南町村会総会
日 街頭キャンペーン︵役場前︶
文化協会総会
小中学校再利活用審議委員会
稲敷地方広域市町村圏事務組合管理
者等会議
日 街頭キャンペーン︵長竿東交差点︶
日 旧河内中学校の利活用に関する住民
説明会
日 総合教育会議
議員全員協議会

広報かわち
平成 29 年８ 月(№581)

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９月１日から12月
31日（歯科医療機関の休診日を除く）に実施します。
◆対象者
後期高齢者医療被保険者で、前年度で満75歳・満
80歳・満85歳の方
①昭和16年４月１日〜昭和17年３月31日生まれの方
②昭和11年４月１日〜昭和12年３月31日生まれの方
③昭和６年４月１日〜昭和７年３月31日生まれの方
※８月に、対象となる方に歯科健康診査のご案内
を送付いたします。
◆受診場所
茨城県歯科医師会所属で、本事業を実施する歯科
医療機関。実施歯科医療機関については、茨城県
後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。
◆実施方法
ご案内が届きましたら、同封してある、実施歯科
医療機関一覧表の中からご希望の歯科医院に予
約し、
「被保険証証」
「受診券」
「受診票」
「健康手帳」
「歯ブラシ」を持って受診してください。
※「受診票」の「問診項目」は事前にご記入ください。
◆健診内容
問診、口腔内の状態の検査や、口腔機能の評価など
※受診料は無料ですが、歯科健診に引き続き治療
を行う場合には別途料金がかかります。
◆問合せ先
茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課
TEL029‑309‑1212

～飛行機工作教室～

◆受験資格・採用予定人数
◎男性警察官Ａ（16人程度）
・女性警察官Ａ（４人程度）
昭和59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
しくは平成30年３月31日までに卒業見込みの人ま
たは人事委員会がこれと同等と認める人。
◎男性警察官Ｂ（50人程度）
・女性警察官Ｂ（13人程度）
昭和59年４月２日から平成12年４月１日までに生
まれた人で、警察官Ａの受験資格に該当しない人。
◆申込受付期限
・郵送・持参 ８月29日（火）消印有効
・インターネット ８月28日（月）午後５時まで
◆第１次試験日 ９月17日（日）
◆採用試験説明会
完全予約制です。開催日程については、竜ケ崎警
察署のホームページをご覧になるか、竜ケ崎警察
署へお問い合わせください。開催場所は竜ケ崎警
察署となります。
◆問合せ先
〒310‑8550 水戸市笠原町978番６
茨城県警察本部警務課 TEL0120‑314‑058
または 龍ケ崎市2505番地2 竜ケ崎警察署警務係
TEL62‑0110
HP http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/saiyo/
ibarakipc̲site/index.html

稲敷地方広域市町村圏事務組合・龍ケ崎
地方衛生組合合同視察研修︵ 日まで︶
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高齢者を対象とした無料の
歯科検診を実施します！

☆航空科学博物館イベント情報

☆平成29年度茨城県警察官採用試験
（第２回）

日

一般社団法人茨城県身体障害者福祉協議会では、
茨城県からの委託・補助を受け身体に障害のある

障害者就職面接会（県南会場）を開始します。
◆日時 ９月20日（水）午後１時〜３時30分
◆場所 ホテルグランド東雲 つくば市小野崎488‑1
◆主催
茨城労働局
ハローワーク土浦・常総・石岡・龍ケ崎 茨城県
※参加を希望する障害者の方は、ハローワーク龍
ケ崎までご連絡ください。
◆問合せ先 ハローワーク龍ケ崎 TEL60‑2727

土浦市総合福祉会館 ウララ２ビル４階
講義講習室１・２ ※会費：無料
◆申込・問合せ先
茨城県立聴覚障害者福祉センター やすらぎ
水戸市住吉町349 1
TEL029‑248‑0029 FAX029‑247‑1369

稲敷地方航空騒音公害対策協議会
レインボーシャワーラン
農業再生協議会
竜ヶ崎土木協会総会

身体障害者のための
結婚相談･各種相談（無料）

障害者就職面接会の開催について

◆会場

日
日
日

県内の母子家庭のお母さんとお子さんが広く地域
を超えて、交流と楽しい体験が出来る「宿泊研修事
業」の参加者を募集しています。
◆日
時 ９月16日（土）午後２時〜
９月17日（日）午後１時まで
◆場
所 「茨城県立児童センター こどもの城」
大洗町磯浜町8249‑4 TEL029‑266‑3044
◆子の年齢 年長児から中学２年生まで
◆参 加 費 １世帯500円（現地集合現地解散）
◆定
員 80名 ※申込み期限 ８月18日（金）まで
※詳細につきましては、参加者決定後各自にご連
絡いたします。
◆申込・問合せ先
社会福祉法人 茨城県母子寡婦福祉連合会
TEL029‑221‑8497

方々がよき配偶者に恵まれ幸せな結婚ができるよう
に、「結婚相談」 を行っています。「結婚相談」は、
結婚を希望する身体障害者の方に、面談の上会員登
録をしていただきます。会員登録者には交流会（集
いの場）の開催をご案内します。「各種相談」は、身
体障害者の就労を始め生活全般に係る相談につい
て、各種支援制度や機関をご案内しています。
◆相談日
月曜日から金曜日（祝祭日、年末年始は除く）
午前10時〜午後３時まで ※結婚相談は要予約
◆問合せ先
（一社）茨城県身体障害者福祉協議会
水戸市千波町1918 茨城県総合福祉会館２階
TEL029‑243‑7010

広報かわち
平成 29 年８ 月(№581)
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