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茨城県陶芸美術館
企画展「愛のヴィクトリアン・ジュエリー」
英国王室にまつわる宝飾品や、著名なコレク
ションを中心に、ヴィクトリア女王が在位した
時代のジュエリーを展示します。
平成31年3月10日（日）まで

※休館日

月曜

（ただし、祝日の場合は開館し翌日休館）
▶場所

茨城県陶芸美術館（笠間市笠間2345）

▶開館時間
▶入館料
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まだ間に合う！就職相談会

平成31年３月に卒業する大学生等を対象に、就職相談
会を実施します。

笠間市

▶期間

お知らせ

午前９時30分〜午後５時

平成31年1月8日（火）〜1月9日（水）
午後１時〜３時
▶場所 茨城県立図書館 ３階 会議室
▶対象者 平成31年３月に大学院・大学・短大・専修学
校を卒業予定の方及び卒業後概ね３年以内の方
（保護者同伴や保護者のみの参加も可能）
▶参加費 無料
▶その他 入退場自由、服装自由
【問合せ先】水戸公共職業安定所
【
問合せ先】水戸公
☎０２９−２３１−６２４４
☎０２
▶日時

一般720円、満70歳以上360円、

高大生510円、小中生260円

※障害者手帳、

募 集

療育手帳をお持ちの方は無料。その他、団体料

茨城県立水戸南高等学校
通信制課程 生徒募集

お知らせ

医療費と介護サービス費の自己負担額（食費・居住費
などを除く）の合計額が年間の基準額を超えた場合、基
準額を超えた分の額が支給されます。
例年、国民健康保険及び後期高齢者医療保険に加入さ
れている方で支給対象となる方には、1 月中旬に案内の通
知を送付していますが、制度の改正により本年から 3 月中
旬に変更になります。通知が届きましたら、案内に従って
申請をお願いします
申請をお願いします。
【問合せ先】保険課 ☎０２９−２４０−７１１３（直通）

お知らせ

金等あり。詳細はお問い合わせください。
【問合せ先】茨城県陶芸美術館
☎０２９６−７０−００１１
那珂市

一般入学のほか、編入学生や転入学生を広く募集して
います。
▶願書書類の交付 平成31年１月８日〜
▶受付期間
一般入学（新入学）
：平成31年3月13日（水）〜3月26日（火）

那珂のひなまつり

編入学・転入学：平成31年3月 6日（水）〜3月11日（月）
※いずれも、土・日・祝日を除く
詳細は、ホームページをご覧ください。
【問合せ先】茨城県立水戸南高等学校（通信制）
☎０２９−２４７−４２８４

募 集

今年も子どもたちの幸せと健やかな成長を
願って「那珂のひなまつり」を開催します。
今回は、「日本の四季

夏」をテーマに、手

作りつるし雛が市内各施設で展示されます。
▶期間 平成31年2月2日（土）〜3月3日（日）
午前９時30分〜午後４時
（那珂市曲がり屋：最終日は午後3時まで）
▶休館日
▶料金

各施設の休館日による
無料

高齢者の皆様へ
元気シニアバンクに登録して
みませんか

茨城県では、豊富な知識、経験、技能などを持つ高齢
者が様々な地域活動で活躍できるよう、元気シニアバン
クを開設しています。
元気シニアバンクに登録された方は、「茨城シニアマ
スター」として、県内様々な団体などの依頼に応じて活
動していただきます。長年培ったものを地域のために活
かしませんか。
ご登録については、下記にお問い合わせください。
【問合せ先】社会福祉法人茨城県社会福祉協議会
茨城わくわくセンター ☎０２９−２４３−８９８９
い

▶場所 那珂市曲がり屋（那珂市菅谷4520-1）
那珂市歴史民俗資料館（那珂総合公園内）
（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）
那珂市商工会（那珂市菅谷4404-7）ほか
【問合せ先】那珂市歴史民俗資料館
☎０２９−２９７−００８０
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高額介護合算療養費の
申請手続について

農業者の皆様へ
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
て

厳寒期に向かい、今後、雪等の自然災害による農作物
物
及び施設の被害が心配されますので、気象情報に十分注
注
意してください。園芸用施設（特にパイプハウス及び耐
耐
用年数の過ぎた鉄骨ハウス等）については、被害軽減に
に
向け、施設及び施設内作物の保護と作業の安全確保を図
図
るなどの雪害対策を行ってください。
ー
具体的な方法については、茨城県農業総合センター
て、
ホームページ「技術対策」ページ内「雪害対策」において、
事前準備から降雪時、降雪後の処置等が掲載されており
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、国等による支援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、農業政策課までご
連絡いただくとともに、被害状況を写真等で記録するな
どの対応をしてください。
通）
【問合せ先】農業政策課 ☎０２９−２４０−７１１８（直通）

お知らせ

第17回 はつらつ文化祭

県央地区高齢者はつらつ百人委員会では、高齢者の日
日
そ
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 31年２月 23 日（土）〜２月 24 日（日）
日）
午前 10 時〜午後５時 ※24 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
三田寺富士男 ☎０２９−２２５−２０３０

募 集

まちを守る
消防団員募集

消防団員は地域に密着して活動
し、町民の安全と安心を守るとい
う役割をもっています。近年では
各地でさまざまな災害が発生して
おり、消防団の重要性はますます
高くなっています。
茨城町消防団員の募集対象は、
18歳以上で消防団車両の置いてある地区に関わらず、町
内に在住・在勤されている方です。
町の安全と安心を守るため、みなさんの力をお貸しく
ださい。
だ
ださ
い。
い。
▶申込方法
▶申込
申 方法
申込
方
下記までお問い合わせください。
下記ま
ま
【問合せ先】消防本部
☎０２９−２９２−１５１５（直通）
【
問合せ先
問合
せ先
先】消
】消防本
防本

お知らせ

テレホンサービス
（災害状況等自動案内装置）

茨城町では災害等の状況確認のためのテレホンサービ
スを行っています。
テレホンサービスは、町内で災害が発生した場合に、
録音された音声により状況をお知らせするものです。内
容は災害の種別（火災、救助、
その他）
、
時間、発生場所（大
字まで）となります。この情報は、いばらき消防指令セ
ンターホームページの災害情報で確認できます。
▶テレホンサービス ☎０２９−２９１−１１９０
▶いばらき消防指令センターホームページ
消防 令
http://www.ibaraki-sirei.jp/
h
tttp
p:://
//ww
w w.
ww
w.ib
ib
ba
【問合せ先】消防本部
【
問合
合せ先
先】消
消防本
防本 ☎０２９−２９２−１５１５（直通）

お知らせ

涸沼自然公園売店「いととんぼ」
営業日変更のお知らせ

涸沼自然公園売店「いととんぼ」の営業日が、１月か
ら３月まで下記のとおり変更になります。皆さまのご来
店をお待ちしています。
▶営業日 ４月〜 12 月（月曜定休）
１月〜 ３月（土・日曜日のみ営業）
▶営業時間 午前 10 時〜午後４時
【問合せ先】商工観光課（茨城町観光協会事務局）
☎０２９―２４０−７１２４（直通）

入居のご相談も随時対応しております。ショートステイもご利用できます。
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