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　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、情報伝達訓
練（試験放送）を行います。この訓練は、全国瞬時警報システ
ム（Jアラート）（※）を用いた訓練で、町内の防災行政無線
屋外スピーカー及び防災ラジオから、試験放送が流れます。
▶訓練実施日時　11月14日（火）午前11時頃
▶訓練で行う試験放送の内容
　町内の防災行政無線から、一斉に次のように放送され
ます。

（※）Jアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急
情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝えする
システムです。
【問合せ先】総務課　☎０２９ー２４０ー７１２５（直通）

報を、国から人工
ステムです。
問合せ先】総務課

お知らせ 源泉徴収義務者に対する
年末調整説明会

　平成29年分年末調整説明会を下記のとおり開催します。
▶開催日時と対象地域

※茨城町の事業所は11月14日午後が指定となります。都
合により指定された日時に出席できない場合は、他の日
時に出席できます。

※11月15日及び16日の午後は、年末調整関係の説明終了
後、改正消費税に関する説明会を予定しています。

▶場　所　茨城県総合福祉会館
　　　　　コミュニティホール（水戸市千波町１９１８）
【問合せ先】水戸税務署 法人課税第２部門
　　　　　 ☎０２９-２３１-４２９３（直通）

　　　コミュニ
合せ先】水戸税務
　　　 ☎０２９

お知らせ
平成29・30年度
入札参加資格追加受付

 平成29・30年度茨城町物品調達等入札参加資格の追加
受付については、次のとおり実施し、平成30年４月１日
から適用します。詳しくは、町ホームページをご覧いただ
くか、財政課へお問い合わせください。
▶申請区分　物品役務のみ　　
※建設工事、建設コンサルタントについては茨城県共同
受付センターで追加受付を行います。

▶受付期間　平成30年1月4日（木）～1月11日（木）
　　　　　　※土・日、祝日を除く
【問合せ先】財政課　契約財産管理グループ
　　　　　 ☎０２９－２４０－７１２３（直通）

町内の小・中学校に図書を寄贈
　茨城県動物愛護推進員で、町内在住の
篠原かおりさんと栗原久枝さんから、町
内の小・中学校に、図書「警察犬になっ
たアンズ　命を救われたトイプードルの
物語」が計６冊寄贈されました。
　同書は、殺処分寸前だったトイプードルのアンズ
が、県内初の小型警察犬になるまでの物語。
　この寄贈には、命を大切にすること、何事も頑張
ればできるということなどを児童生徒が考えるきっ
かけになればという思いが込められています。
【問合せ先】学校教育課
　　　　　 ☎０２９ー２４０ー７１２１（直通）

【放送内容】
●上りチャイム音
●「これは、Jアラートのテストです。」×3回
●「こちらは、ぼうさいいばらきです。」
●下りチャイム音

　地震・津波や武力
練（試験放送）を行い
ム（Jアラ ト）（※）

お知らせ
防災行政無線などを用いた
情報伝達訓練（試験放送）を
実施します

ます
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情報情報
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【問合せ先】学校教育課
　　　　 ☎０２９ー２４０ー７１２１（直通）
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大洗町
大洗あんこう祭
　あんこうの吊るし切り、あんこう汁の販売
（収益の一部はチャリティとなります）、本格
あんこう鍋販売（数量限定）など冬の味覚「あ
んこう」を存分に堪能できるイベントです。

▶日　時　11月19日（日）
　　　　　※雨天決行、荒天中止
　　　　　午前９時～午後３時
▶場　所　大洗マリンタワー前芝生広場
　　　　 （大洗町港中央10）、
　　　　　商店街歩行者天国エリア
【問合せ先】大洗町商工観光課
　　　　　　☎０２９ー２６７ー５１１１

笠間市
第110回笠間の菊まつり
 笠間稲荷神社をメイン会場に、艶やかな菊の
花、約1万鉢が境内をはじめ、市内各所に咲き
誇る日本最古の菊まつりです。

▶期　日　10月21日（土）～11月26日（日）
▶場　所　笠間稲荷神社周辺（笠間市笠間１番地）
【問合せ先】笠間の菊まつり連絡協議会
　　　　  （笠間市商工観光課内）
　　　　　 ☎０２９６ー７７ー１１０１

Neighboring town

（イ）

（ロ）

（ハ）

（ニ）

水戸市のうち(イ)～(ニ）以外の郵便番号の地域

笠間市、大洗町、城里町
対象地域

11月15日（水）

小美玉市、茨城町及び水戸市のうち
郵便番号が「310-0000～0019」の地域

水戸市のうち郵便番号が
「310-0852」～「310-0914」の地域

水戸市のうち郵便番号が
「310-0816」～「310-0851」の地域

水戸市のうち郵便番号が
「310-0020」～「310-0815」の地域

11月16日（木）
10:00～12:00

13:30～15:30 　

11月14日（火）
10:00～12:00

10:00～12:00

13:30～15:30

14:00～16:00

開催日 開催時間
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情報
11月の納税

○固定資産税　　　　　　３期
○国民健康保険税　　　　７期
○後期高齢者医療保険料　５期

・納期限までに銀行、コンビニ又は役場窓口で納税しま
　しょう。

納期限は11月30日（木）
しょう。

納期限は

募　集 毎日コツコツ！
骨粗しょう症予防教室

あなた一人で悩んでいませんか

　ご自身の健康状態を考えたとき、“骨”の状態まで考え
たことはありますか？『骨粗しょう症』とは骨の量が減
り、スカスカになる状態のことを指し、圧倒的に女性に多
くみられる病気です。日頃からの食生活や運動に気を配
ることによって、骨の減るスピードを遅らせることができ
ます。これからも健康で美しくあるために、骨粗しょう症
予防のための食事と運動を体験してみませんか。
▶日　時　12月14日（木）
　　　　　午前９時30分～正午終了予定
　　　　　（受付：９時15分～）
▶場　所　茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」内
　　　　　保健センター２階　栄養指導室
▶対　象　町内在住の女性
▶定　員　20人
　　　　　※定員になり次第、締め切らせていただきます。
▶参加費　無料
▶持参品　エプロン、三角巾、米１合、手拭き用のタオル
▶申込方法　11月30日（木）までに、電話や窓口にて、 
　　　　　　健康増進課までお申込みください。
▶申込期間　11月６日（月）～11月30日（木）
【問合せ先】　健康増進課
　　　　　　 ☎０２９ー２４０ー７１３４（直通）

▶申込期間　11月６
【問合せ先】　健康増
　　　　　　 ☎０２

募　集 ひとり親家庭応援
「パソコンパワーポイント講習会」

　資料の作成やプレゼンに欠かせないパワーポイント。
実際にプレゼンシートを作成しながら学んでいきます。
▶日　時　12月２日（土）、９日（土）の全２日間　　
　　　　　午前９時30分～午後４時30分
▶場　所　クリエートＰＣ教室
　　　　 （水戸市北見町８－１２）※無料駐車場有り
▶対　象　ひとり親家庭の父母及び寡婦で、２日間
　　　　　必ず出席できるパソコン初級以上の方
▶定　員　15人程度　※定員になり次第、締め切らせて
　　　　　いただきます。
　　　　　※託児付き　要予約、２歳以上
▶自己負担額　1,000円（テキスト代等）
▶募集期間　11月24日（金）まで
【申込み・問合せ先】
茨城県母子家庭等就業・自立支援センター
☎０２９－２３３－２３５５　
E-mail shienboshi@ibaboren.or.jp

お知らせ 平成29年度
多重債務者のための無料法律相談会

　借金の返済でお困りの方を対象に無料法律相談会を開
催します。弁護士、司法書士、消費生活相談員が相談に
応じます。（秘密厳守）
▶日　時　11月11日（土）、12日（日）
　　　　　午後１時～４時３０分
▶会　場　茨城県水戸合同庁舎（水戸市柵町１－３－１）
▶料　金　無料
▶申込方法　事前に県生活文化課（問合せ先）へ電話に
　てお申込ください。※申込受付は、10月30日（月） 
　から開始します。※開催日前日まで受け付け、定員に
　なり次第締め切ります。
【問合せ先】茨城県生活文化課
　　　　　 ☎０２９－３０１－２８２９
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【【【【【【【問合問合問合問合問合問合問 せ先せ先せ先せ先せ先せ先せせ 】茨】茨】茨】茨】茨】茨城県城県城県城県城県城県城県生生生生生生生生
　　 　　 　　　 ☎０☎０☎０☎０☎０☎０☎ ２９２９２９２９２９２９２

お知らせ

　人には皆人権があります。それぞれが個人として人権
が尊重されなければなりません。しかし、残念ながら女
性に対する人権侵害が依然として発生しており、大きな
社会問題となっています。水戸地方法務局及び茨城県人
権擁護委員連合会は、従来から様々な活動を通じて女性
の人権問題に取り組んできました。
　女性に対するセクハラ、夫・パートナーからの暴力や
ストーカーなどの人権侵害について、電話で相談を受け
付けています。秘密は厳守します。
◆全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
▶期　間　11月13日（月）～19日（日）
▶時　間　午前８時30分～午後７時
　　　　　※土・日は午前10時から午後５時まで
▶電話番号　☎０５７０－０７０－８１０
　　　　　 （全国共通ナビダイヤル）
▶相談員　人権擁護委員・法務局職員
【問合せ先】水戸地方法務局人権擁護課
　　　　　 ☎０２９－２２７－９９１９

一人で悩まず気軽に相談
行政書士無料相談会

会」 【【【【【【【問合問合問合問合問合問合せ先せ先せ先せ先せ先せ先せ先】水】水】水】水】水】水】 戸地戸地戸地戸地戸地戸地戸地方方方方方方
　 　 　 ☎０☎０☎０☎０☎０☎０☎☎ ２９２９２９２９２９２９

一一一一一一人人人人人人人でででででで
行行行行行行行行政政政政政政政書書書書書書お知らせ

　「円満な相続がしたい」「会社を立ち上げたい」「必
要な許認可はなにか」「農地転用したい」暮らしのなか
でお困りのことはありませんか。行政書士が、親切・丁
寧に皆さまのお悩みをお聞きします。
　相談は無料・秘密厳守です。事前申し込みは不要です
ので、お気軽にご利用ください。
▶日　時　11月20日（月）　午後１時～４時
▶場　所　茨城町総合福祉センター
　　　　 「ゆうゆう館」２階　会議室３
▶相談員　茨城県行政書士会　水戸支部会員
【問合せ先】水戸支部事務局　木村
　　　　　 ☎０２９－２５１－３１０１
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