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市民と自衛隊の集い
～陸上自衛隊施設学校音楽隊　第28回定期演奏会～

　県央地域高齢者はつらつ百人委員会では、高齢者の日
頃の生涯学習活動の成果を発表する場として、委員とそ
の仲間が集う作品展示と演芸発表会などを開催します。
▶日　時　平成30年2月3日（土）～2月4日（日）
　　　　　午前10時～午後５時
　　　　　※２月４日は午後３時30分終了
▶場　所　茨城県総合福祉会館　水戸市千波町1918　
▶参加費　無料
【問合せ先】県央地域高齢者はつらつ百人委員会
　　　　　 小松忠彦　☎０９０－１５０８－９６１０

県央地域高齢者は
の生涯学習活動の
仲間が集う作品展

第16回　はつらつ文化祭

障害者就職面接会

お知らせ

　厳寒期に入り、今後、雪等の自然災害による農作物及
び施設の被害が心配されますので、気象情報には十分注
意してください。特に園芸用施設（パイプハウス及び耐
用年数の過ぎた鉄骨ハウス等）については、被害軽減に
向けた対策を行ってください。
　事前準備から降雪時、降雪後の処置等の具体的な対策
方法が、茨城県農業総合センターホームページ「技術対
策」ページ内「降雪に対する技術対策について」に掲載
されておりますので参考にしてください。
　また、自然災害により広域的に甚大な被害が確認され
た場合には、国による支援等が行われる場合があります
ので、万が一被害にあわれた際には被害状況を写真等で
記録してください。
【問合せ先】農業政策課
　　　　　 ☎０２９－２４０－７１１８（直通）

厳寒期に入り、今
施設の被害が心配
してください。特

農家の皆さんへ
降雪・積雪による農作物及び
園芸用施設の被害対策について

お知らせ

　施設学校音楽隊定期演奏会を開催します。
▶日　時　平成30年2月3日（土）午後２時～４時
　　　　　※開場　午後１時
▶場　所　ひたちなか市文化会館　大ホール
▶ゲスト　常磐大学吹奏楽団
▶入場料　無料（ただし満員の場合には、入場をお断り
　　　　　することがあります。）
【問合せ先】陸上自衛隊勝田駐屯地広報班　
　　　　　 ☎０２９－２７４－３２１１（内線２９１）
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お知らせ

　ハローワークおよび厚生労働省茨城労働局並びに茨城
県では、平成29年度後期の障害者就職面接会を開催しま
す。参加を希望される求職者の方は、ハローワーク水戸
までお問い合わせください。
▶日　時　平成30年2月16日（金）
　　　　　受付  　午後12時30分～
　　　　　面接会  午後１時～３時30分
▶場　所　ホテルレイクビュー水戸（水戸市宮町１－６－１）
【問合せ先】ハローワーク水戸　
　　　　　 ☎０２９－２３１－６２２３
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那珂市
第10回那珂のひなまつり
 享保雛・古今雛などの雛人形が、市内４か所
で展示され、千を超える美しいつるし雛をお楽
しみいただけます。
▶開催期間　平成30年2月3日（土）～3月4日（日）
▶時　間　午前９時～午後４時30分
▶休館日　毎週月曜日（那珂市曲がり屋は無休）
▶料　金　無料
▶開催地
・那珂市曲がり屋（那珂市菅谷4520-1）
・那珂市歴史民俗資料館（那珂市戸崎428-2）
・那珂市中央公民館（那珂市福田1819）
・総合センターらぽーる（那珂市古徳371）

 
【問合せ先】
NPO法人ひろがる和那珂つるしびなの会
☎ ０２９－２９８－１２４８
那珂市歴史民俗資料館
☎０２９－２９７－００８０
那珂市観光協会（那珂市産業部商工観光内）
☎ ０２９－２９８－１１１１

水戸市
明治維新150年記念　第122回水戸の梅まつり
　日本三名園の偕楽園では約100種3,000本の
梅が、日本最大級の藩校である弘道館では約
60種800本の梅が咲き誇ります。期間中は、
みとちゃんお誕生会や全国梅酒まつり、夜・
梅・祭2018など、さまざまなイベントをお楽
しみいただけます。
▶開催日　平成30年2月17日（土）～3月31日（土）
▶場　所　偕楽園、弘道館
【問合せ先】　水戸観光コンベンション協会　
　　　　　　 ☎０２９－２２４－０４４１　
　　　　　　 水戸市観光課
　　　　　　 ☎０２９－２２４－１１１１

Neighboring town

※イベント「つるしびなまつり」
▶日　時　3月3日（土）小雨決行
　　　　　午前９時30分～午後８時
▶場　所　一の関ため池親水公園
　　　　 （那珂市菅谷4520-1）
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情報
１月の納税

○固定資産税　　　　　　４期
○町県民税　　　　　　　４期
○国民健康保険税　　　　９期
○後期高齢者医療保険料　７期
・固定資産税、町県民税の納付は今年度最後です。
　あわせて、今年度分の未納が無いかご確認ください。

納期限は１月31日（水）

お知らせ
心身に障がいをお持ちの方へ　
― 自動車税減免申請の
　　　　　　出張窓口開設 ―

　茨城県では、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手
帳、療育手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている方のた
めに使用する自動車で、障害等級が一定の要件を満た
し、障がい者の方ご本人もしくは障がい者の方と生計を
一にする方（同居家族等）が所有する自動車について、
申請により自動車税及び自動車取得税を減免する制度を
設けています。
　減免申請は、管轄の県税事務所において年間を通じて
受け付けしておりますが、次の日程で減免申請の出張窓
口を開設しますので、ご利用ください。
　必要な書類等、詳細については、水戸県税事務所まで
お問い合わせください。
（注意）新車・中古車新規登録に係る減免や自動車取得税

の減免については、登録日から30日以内に水戸県
税事務所自動車税分室で手続きをお願いします。

▶受付日時　平成30年２月13日（火）
　　　　　　午前10時～午後４時（正午～午後1時を除く）
▶受付場所　茨城町役場　１階ロビー
【問合せ先】水戸県税事務所　収税第一課
　　　　　 ☎０２９－２２１－６６０５
茨城県総務部税務課ホームページ
http://www.pref.ibaraki.jp/somu/zeimu/kikaku/zeimu.html

お知らせ 困ったら　一人で悩まず行政相談

　毎日の暮らしの中で、「手続きが分かりにくい」「どこ
の窓口に申請してよいか教えてほしい」「分かりづらい
道路案内標識を改善してほしい」など、困っているこ
と、望んでいることはありませんか。こんな時、行政相
談委員にご相談ください。
　町では、総務大臣から委嘱された２人の行政相談委員が
活動しており、今月は次のとおり、行政相談を行っています。
　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　１月15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
▶行政相談委員　石井　敏幸
　　　　　　　　☎０２９－２９２－０２６３（代）
　　　　　　　　海老澤　栄子
※行政書士無料相談会も同日開催します。
【問合せ先】町民協働課
　　　　　 ☎０２９－２９１－８８０２（直通）

　　　　　　　　海
※行政書士無料相談
【問合せ先】町民協働
　　　　　 ☎０２９

募　集

　茨城県母子寡婦福祉連合会では、ひとり親家庭（母子
家庭・父子家庭）のお子様に新入学祝品（学用品）を贈
呈する事業を行っています。
　該当するお子様の保護者の方で入学祝品を希望される
方は、こども課窓口で「お子様の氏名・性別・生年月
日・保護者名・住所・連絡先」を申請してください。な
お、電話での申し込みは受け付けていません。
▶申込期間　平成30年１月４日（木）～
　　　　    １月12日（金）（土・日、祝日を除く）
▶時　間　午前８時30分～午後５時15分
▶申込み先　茨城町こども課（１階２番窓口）
　　　　　　　　 　☎０２９－２４０－７１４４
【問合せ先】茨城県母子寡婦福祉連合会
　　　　　 　　　　☎０２９－２２１－７５０５

小学校新入学児童に対する
入学祝品の贈呈（ひとり親家庭対象）
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【問合せ先】茨城県母
　　　　　 　　　　

募　集

　茨城町政治倫理審査会委員は、政治倫理の確立のため
適切な処理を行う重要な役割を果たすものです。制度に
関心のある方の応募をお待ちしています。
▶職務　　町長、副町長、教育長及び議員が、政治倫理
基準・遵守事項に反する行為をした疑いに対して町民
から請求があった場合に、当該事実の調査や審査を行
います。任期は２年になります。
▶応募資格　　地方自治の本旨に理解があり、地方自治
法第18条に定める選挙権を有する町民。ただし、町
長、副町長、教育長及び議員の２親等以内の親族及び同
居の親族並びに町一般職員である者は応募できません。
▶募集人数　２人
▶応募方法　履歴書（市販のもの）を作成し、履歴書上
段の欄外に「政治倫理審査会委員応募」と記載の上、
郵送または持参してください。
▶応募締切　平成30年１月16日（火）必着
【問合せ・提出先】総務課　☎０２９－２４０－７１２５（直通）
〒311－3192　茨城町小堤1080　茨城町総務課行政グループ 宛

政治倫理審査会委員を
公募します

福祉ヤクルト　車いす２台を寄贈
　水戸ヤクルト販売（株）より、車いす２台が寄贈さ
れました。寄贈された車いすは、駒場庁舎で使用さ
れています。

【問合せ先】長寿福祉課
　　　　　 ☎０２９－２９１－８４０７（直通）
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