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(株) 立花マテリアルでは、茨城製造事業所の操業に伴い
従業員を募集します。
▶勤務場所　(株) 立花マテリアル茨城製造事業所
　　　　　　（茨城中央工業団地６－15）
▶仕事内容　土木資材の製造
▶就業時間　午前８時30分～午後５時30分
▶要件等　　年齢不問　要普通自動車免許
▶募集人数　若干名
　詳細は㈱立花マテリアルまでお問い合わせください。
　【問合せ先】(株) 立花マテリアル　人事担当　一條
　　　　　　  ☎０４８－９４９－２１０１
　茨城町商工観光課　☎０２９－２４０－７１２４（直通）
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　「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」など暮らしの
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　2月19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

「「円満な相続がし
な許認可はなにか要な
かでお困りのこなか
丁寧に皆さまの切

お知らせ

小美玉市
第９回　小美玉発！スター☆なりきり歌謡ショー
　オーディションに合格した『普段はごくフツウの人た
ち』15組が、昭和・平成の流行歌をその歌手やグルー
プになりきって、プロのバンド演奏をバックに本気で歌
い踊ります。そのための歌唱指導、メイク、照明及び本
番の演出は、超一流のスタッフ。「大衆劇場」というア
ピオスの特徴を活かした、アピオスでしか観られないオ
リジナルのエンターテイメント企画です。
▶日　時　3月18日（日） 午後３時開演
▶場　所　小川文化センター（アピオス）
　　　　　大ホール
▶入場料　大人1,000円／高校生以下500円
　　　　 （2歳以下は入場不可）
▶チケット発売　1月28日（日）午前10時～
※アピオスでの発売初日は電話・インターネット受付の
みとなります。 

▶申込方法
　○電話 小川文化センターアピオス（0299-58-0921）
　○インターネット予約　おみたまオンラインチケット
　 （https://ticket.city.omitama.ibaraki.jp）
【問合せ先】小美玉市小川文化センター（アピオス）
　　　　　 ☎ ０２９９ー５８ー０９２１

笠間市
第14回茨城国際音楽アカデミーinかさま
 笠間市では、若手演奏家の育成と音楽文化の振興、地
域活性化を目的として「第14回茨城国際音楽アカデ
ミーinかさま」を開催します。
 アカデミーの期間中には、公開レッスンのほか世界最
高峰の講師陣、受講生、音楽愛好家によるさまざまなコ
ンサートも開催します。ぜひ、会場へ足を運んでいただ
き、素敵な音楽の時間をお楽しみください。詳細は、笠
間市ホームページをご覧ください。
公開レッスン
▶期　日　3月21日（水・祝）～3月28日（水）
▶場　所　茨城県教育研修センター（笠間市平町1410）
コンサート

【問合せ先】茨城国際音楽アカデミーinかさま実行委員会事務局
　　　　  （笠間市教育委員会生涯学習課内）
　　　　　 ☎ ０２９６ー７７ー１１０１（内線 381）
ホームページ：http://www.city.kasama.lg.jp/page/page008953.html

Neighboring town

一人で悩まず気軽に相談
行政書士無料相談会

　茨城空港は、札幌・神戸・福岡・沖縄（那覇）の４都
市と中国（上海）に就航しています。
　加えて３月上旬には、待望の台湾へのチャーター便が
催行されます。この時期の台湾は、幻想的で華やかなラ
ンタンフェスティバルが開催されています。皆さまのご
利用をお待ちしています。
【問合せ先】茨城空港利用促進等協議会
　　　　　 ☎０２９－３０１－２７６１
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お知らせ 茨城空港から
チャーター便（台湾）が運航

茨城県立水戸南高等学校
通信制課程生徒募集

　相続登記に関する相談を各司法書士事務所において無
料で実施しています。
▶期間　２月の１か月間　※土・日・祝日を除く
▶相談内容　相続登記に関する相談
▶受付及び実施場所　県内の各司法書士事務所
▶申込先　各司法書士事務所　※要予約
　【問合せ先】茨城司法書士会　☎０２９－２２５－０１１１

タンフェスティバンタンタ
用をお待ちしてい利用

【問合せ先】茨城空港問
　　　 ☎０２９　　

相続登記に関する相
で実施しています料で
▶期間　２月の１か期
▶相談内容 相続登相

お知らせ 相続登記はお済みですか月間

　本校通信制課程では、一般入学のほか、以前に在籍し
ていた高校で修得した単位を生かせる編入学生や転入学
生を広く募集し、願書書類を交付しています。
▶受付期間
一般入学（新入学）：3月13日（火）～3月26日（月）まで
編入学・転入学：3月7日（水）～3月12日（月）
※いずれも土・日・祝日を除く
【問合せ先】茨城県立水戸南高等学校（通信制）
　　　　　 ☎０２９－２４７－４２８４

茨城県
通信制

▶受付及び実施場所受
▶申込先　各司法書申
【【問合せ先】茨城司

本校通信制課程で本
いた高校で修得してい
を広く募集し、願生を
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茨城中央工業団地立地企業
「立花マテリアル」従業員募集
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場　所料　金内　容時　間期　日

笠間公民館
大ホール

一般1,500円
高校生以下1,000円

伊藤　恵
ピアノ・リサイタル14：00～3月21日（水・祝）

笠間日動美術館
パレット館１階

一般1,000円
高校生以下500円

笠間日動美術館
ミュージアム・コンサート18：30～3月23日（金）

茨城県立
県民文化センター
小ホール

1,500円ヴィヴァルディ「四季」＆
バッハ スペシャル・コンサート14：00～3月24日（土）

友部公民館
大ホール

無料
※事前申込制県内小中学生
（及びその引率者）限定

親子で楽しむ名曲コンサート11：00～3月25日（日）

茨城県
教育研修センター
大研修室

一般1,000円
高校生以下500円

川久保　賜紀
アフタヌーン・コンサート13：00～3月25日（日）

一般1,000円
高校生以下500円

ザハール・ブロン
アフタヌーン・コンサート15：00～3月25日（日）

500円ステューデント・コンサート13：15～3月28日（水）
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情報
２月の納税

○国民健康保険税　　　　10期
○介護保険料　　　　　　６期
○後期高齢者医療保険料　８期

・今年度、最後の納税です。納め忘れが無いようご確認を
　お願いします。
・来年度に向け、口座振替をおすすめします。

納期限は２月28日（水）

お知らせ

　県民交通災害は、加入者が交通事故に遭い病院等で治
療した場合、治療実日数に応じた見舞金を給付する相互
共済制度です。
　なお、平成29年度加入者の共済期間は平成30年3月
31日までです。継続加入のお手続きはお早めに！
▶申込期間　２月１日～
▶共済期間　４月１日～翌年３月31日
　（4月1日以降に加入した場合、加入した翌日から翌
年3月31日まで）
▶加入要件
　茨城町に住民登録がある方、または町内に住所があ
る団体
▶料　　金　大人900円、中学生以下（4月1日現在）　
　500円　9月30日受付からそれぞれ半額
▶申込方法　会費を添えて町民協働課（役場2階15番窓
口）までお申込ください。
　【問合せ先】町民協働課
　　　　　　 ☎０２９－２９１－８８０２（直通）

納期限

お知らせ

　前田・長岡地区地区計画変更に係る建築物などの用途
制限について、建築基準法等の一部改正に伴い、その整
合を図るため、地区計画の変更案を作成したことから、
都市計画法の規定に基づき縦覧を行います。なお、建築
物などの制限内容に変更はありません。
　案に対しご意見のある方は、縦覧期間中に意見書を提
出することができます。
▶案の内容　水戸・勝田都市計画地区計画の変更
　　　　　 （前田・長岡地区）
▶縦覧期間　２月６日（火）～２月20日（火）
　　　　　　 午前８時30分～午後５時15分
　　　　　　 ※閉庁日を除く
▶意見書の提出方法　縦覧場所に備えた意見書に必要事
項を記載し持参または郵送（２月20日（火）必着）で提
出してください。
▶提出先　〒311－3192　茨城町小堤１０８０番地
　茨城町 都市建設部 都市整備課　宛
　【縦覧場所及び問合せ先】
　都市整備課　☎０２９－２４０－７１１６（直通）

お知らせ 水道管の凍結にご注意ください

　寒い季節になると、水道管の凍結に注意が必要です。
凍結すると水が出なくなるだけではなく、水道管の破損
の原因にもなります。また、宅内の水道管の修理費は自
己負担となりますのでお気を付けください。
▶水道管が凍結しやすくなる条件
　①外気温がマイナス４℃以下のとき
　②長期間水道を使用しないとき
▶水道管が凍結しやすくなる状況
　①屋外などにむき出しになっているもの
　②風当たりの強い場所にあるもの
　③北向き、日陰にあるもの
▶水道管の凍結の防止方法
　①タオルや保温材などを巻いて保温する
　②凍結防止ヒーターを設置する
▶凍結時の対処方法
　凍結した場合は、凍結箇所にタオルなどを巻き付
け、ゆっくりとぬるま湯を掛けてください（熱湯を掛
けると破裂する恐れがあります）。

▶漏水してしまった場合の対処方法
①水を止めてください（水道メーターボックス内の補
助バルブを締めると水は止まります。補助バルブが
無いご家庭もありますので、予めご確認ください。
ご不明の際は、お問い合わせください）。
②茨城町指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してく
ださい（茨城町指定給水装置工事事業者は、町水道
課ホームページをご覧いただくか、お問い合わせく
ださい）。

　【問合せ先】水道課　☎０２９－２９２－０２３５（直通）

治
互

【問合せ先】水道課

お知らせ

　平成30年10月に総務省統計局が実施する「平成30年
住宅・土地統計調査」を円滑に行うための準備事務（単
位区設定）を実施します。
▶茨城県知事に任命された指導員が、１月中旬から２月初
旬にかけて対象の調査区内を巡回し、「住宅」と「住宅
以外で人が居住する建物」を把握し、地図を作成します。
▶今回の準備事務では、各戸への調査票の配布はありません。
▶外観から判断することが困難な場合などは、指導員が
聞き取りをすることがあります。
▶指導員証を携行している指導員から質問等があった際
には、ご協力をお願いします。
▶住宅・土地統計調査に関する詳しい情報や過去の調査
結果は、総務省統計局のホームページをご覧ください。

　http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/index.htm
　【問合せ先】企画政策課　☎０２９－２１５－８００３（直通）

前田・長岡地区地区計画変更に
係る案の縦覧を行います

継続加入のお手続きはお早めに
県民交通災害共済

平成30年住宅・土地統計調査
の準備事務を実施します

102018.２　広報　いばらき


