せい みや なお ぶみ

お知らせ

清
清宮質文は木版画家として知られ、その作品のたたえ
宮質
宮質文は
質文は
文は木版
木版
木
版画
る静
静 かな
か 詩情
情 は、
は 今
る静かな詩情は、今なお多くの人を魅了し続けていま
す
清宮
清宮の生
宮の生
の生誕1
誕 00
誕1
0
す。清宮の生誕100年を記念し、木版を中心に水彩画、
ガラス絵など191点を展示します。
▶期間 開催中〜４月８日（日）
※休館日４月２日（月）
▶開館時間
午前９時30分〜午後５時（入場は午後４時30分まで）
▶入館料 一般980円、高大生720円、小中生360円
【問合せ先】茨城県近代美術館
☎０２９−２４３−５１１１

お知らせ

スポーツ吹矢郡司倶楽部
会員募集

吹
吹矢とは筒の中に入れた矢を吹いて的に当てる競技で
矢とは筒
矢と
は筒
は
筒の中
の中に
に
で
す
す。
中心に当
中心
心に当
に たっ
たった
った
体
す。中心に当たった時の爽快感は何とも言えません。体
力
力も
要ら
らず老
ず老若男
若男女
若男
女
知
力も要らず老若男女が無心になり腹式呼吸を行うので知
ず知 ず うち
らず知らずのうちに健康増進になります。
を
また、倶楽部内に限らず全国に仲間がいるので目標を
、
持って練習も出来ます。明るく楽しい倶楽部ですので、
興味のある方はお問い合わせください。
▶日時 火曜日
午後１時30分〜午後３時30分（予定）
▶場所 茨城町駒場庁舎２階
▶会費 月額1,000円
【問合せ先】浅野 馨 ☎０９０−９０１７−４３４７

Neighboring
那珂市

͈͂̈́ͤ
town ̻̥ͣ͘

八重桜まつり
静峰ふるさと公園は「日本さくら名所100選」に選ば
れた八重桜の名所です。12haの園内に、約2,000本の
八重桜が満開となる光景はまさに壮観で、春のひと時を
桜とともに満喫しようと、家族連れや観光客で賑わいま
す。また、夜桜期間中には幻想的な世界を見ることがで
きます。

▶期間

４ 17

５ ２

月
日（火）〜
月
日（水）
※イベント 4月21日（土）〜22日（日）
※夜桜
4月21日（土）〜29日（日）
▶時間 午前９時〜午後６時（予定）
※夜桜午後６時〜９時
▶場所 静峰ふるさと公園（那珂市静1720番地1）
▶料金 ・入園料金 無料
・駐車料金 普通車500円、中型車1,000円、
大型車2,000円
▶交通アクセス 自動車：常磐高速道路那珂IC下車、
国道118号・県道61号経由約20分
【問合せ先】八重桜まつり実行委員会（那珂市商工会）
☎029ー298ー0234
那珂市観光協会（那珂市商工観光課）
☎029−298ー1111（内線243）
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Ｊリーグでは東日本大震災復興支援活動を継続的に
Ｊリーグでは東
行っています。その一環として、水戸ホーリーホックで
行っています
その
は、「街に誇りと感動を！サッカーで深まる地域の絆」
を目的に、茨城町をはじめとする地域の皆さまをホーム
ゲームに無料で招待しています。
▶日時
▶場所

３月25日（日）午後２時

キックオフ
ケーズデンキスタジアム水戸
（水戸市小吹町２０５８−１）
▶試合内容 第６節 水戸ホーリーホック vs 横浜ＦＣ
▶その他 町に在住・在学していることを証明できるも
の（免許証・学生証など）を持参してください。無料
チケットは午前11時より配布します。
チケットは午前
【問合せ先】生涯学習課
【問合せ先】生涯学
☎０２９−２４０−７１２２（直通）
☎０２

お知らせ

人工内耳講演会
聞こえを失って諦めているあなたへ

聴力を失った方や
聴力を失った方や低下した方を対象に、人工内耳講演
会を開催します。新しい聞こえの方法を考えてみません
会を開催します。新
か。ご家族の方や関心のある方もご参加ください。
か
ご家族の方や関
▶日時 ３月17日（土）午後１時〜３時30分
▶場所 ミオス 大研修室（JR赤塚駅前）
▶内容 人工内耳によるリハビリについて
講師：松島敏一（東医科大学病院 聴覚人工内耳セン
ター アドバイザー）
▶参加費 無料
【申込・問合せ先】
（一社）人工内耳友の会ACITA茨城支部事務局
（一社）人工内耳友
FAX：０２９−３５７−７９４４
F
FAX：０２９−３

お知らせ

いばらき企業説明会2018

茨
茨城労働局と茨城
茨城労働局と茨城県は、平成31年３月大学等の卒業予
定者及び３年以内の既卒者を対象に企業説明会を開催し
定者
者及び３年以内の
ます
す
ます。
▶日時
▶場所

㻵㻌㻌㼚㼒㼛㼞㼙㼍㼠㼕㼛㼚 情報

３月26日（月）午後１時〜３時30分

ホテルレイクビュー水戸
（水戸市宮町１−６−１）
▶対象 平成31年３月大学院、大学、短大、高専、専門
学校卒業予定者及び３年以内の既卒者（平成30年３月
既卒者を含む）
▶その他 参加事業所63社（茨城県内に所在するもしく
は就業場所のある事業所）
▶申込 事前申込は不要、当日会場にて受け付けます。
※茨城労働局ホームページから「いばらき企業説明会
2018」参加申込書をダウンロード、必要事項を記載
して会場にお越しいただくと便利です。
【問合せ先】茨城労働局職業安定課
☎０２９−２２４−６２１８

４月からは口座振替で！

募 集

○町税の納付は口座振替をおすすめします。
○お申込みは、茨城町指定の金融機関窓口にて
受け付けしています。各種納税
通知書、通帳、金融機関届出印
をご持参ください。
をご持参くだ
○詳細は町ホームページまで
○詳細は

お知らせ

申告相談はお早めに！

町県民税・所得税の申告受付は、３月15日（木）まで
です。終了間際は大変混み合いますので、お早めにお願
いします。
平成29年中に収入のなかった方や非課税所得（遺族年
金、障害年金、失業保険等）の方も、国民健康保険税の
算定、児童扶養手当などの受給資格審査の基礎資料とな
りますので、申告してください。詳しくは広報いばらき
１月１日号「町県民税申告について」、町ホームページ
をご確認ください。
【問合せ先】税務課 ☎０２９−２４０―７１１４（直通）
お知らせ

一人で悩まず気軽に相談
行政書士無料相談会

必
「円満な相続がしたい」「会社を立ち上げたい」「必
の
要な許認可はなにか」「農地転用したい」など暮らしの
親
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。
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 ３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

広報いばらき
茨城県広報コンクールで準特選
平成29年度茨城県広報コンクールで、広報いばら
き８月１日号が広報紙部門で準特選を受賞しまし
た。全国広報コンクール（日本広報協会主催）に、茨
城県代表として推薦されます。
町民の皆さんの活躍とご協力が今回の結果につながり
ました。これからも皆さんに親しまれる広報を目指して
努力していきますので、ご支援をよろしくお願いします。
準特選を受賞した
平成 年８月１日号
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お知らせ

水戸ホーリーホックホームゲーム
「東日本大震災復興支援招待デー」
茨城町に在住・在学の方を
メインサイド席に無料招待！

▶

茨城県近代美術館 企画展
「生誕100年 清宮質文
あの夕日の彼方へ」

集落支援員を募集します！

町では、区長等と連携を図りながら、各区の維持及び
活性化を図るため、集落支援員を募集します。
▶募集人数 若干名
▶対象 茨城町に住民票がある方
年齢・性別は問いません。
▶身分 町の嘱託職員
▶任期 １年ごとに更新し、最長５年間
▶勤務 週４日、午前８時30分〜午後５時15分
▶報酬等 月給制、通勤手当等あり
※詳細については、お問い合わせください。
▶資格等 普通自動車運転免許を持っていること。
パソコンの簡単な操作ができること（ワー
ド、エクセル、メール等）。
▶活動内容 各区の問題解決のための施策の提言及び助
言、区長等との連携及び協力、地域おこし協力隊との
連携及び協力など
▶応募方法 履歴書を３月22日
（木）
までに、町民協働課
まで郵送（当日消印有効）または持参してください。
▶選考方法 第１次審査として書類審査を行い、第２次
審査として面接審査（第１次審査合格者のみ連絡しま
す）を行います。
【問合せ先】町民協働課
☎０２９−２９１−８８０２（直通）
【問合せ先】町民協

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

地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、情報伝達
訓練を行います。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、訓練放送が流れます。
▶訓練実施日時 ３月14日（水）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。
【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

29

（※）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）
2018.
３ 広報

い ばらき
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