
2020.３　広報　いばらき

自衛官募集自衛官募　集

下記のとおり、募集します。

茨城町地域おこし協力隊
2019年度活動報告会・展示会
茨城町
2019お知らせ

　町で活動している地域おこし協力隊の3人が、2019年度
の活動報告及びこれまでの活動写真やパネルなどの展示を
行います。
▶日時　3月26日（木）
　　　　展示会：午後3時～5時
　　　　報告会：午後6時～8時（受付開始 午後5時）

※報告会のみ申込みが必要となります。
　展示会は申込不要でご覧いただけます。

▶場所　茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」
　　　　２階　視聴覚室
▶定員　70人 (先着順)
▶報告会申込方法　電話またはメールにて、お名前、
ご連絡先、参加人数をお知らせください。
▶申込期間　2月27日（木）から定員に達するまで
　【問合せ・申込先】町民協働課　地域おこし協力隊
　　　　　 　☎０２９－２９１－８８０２（直通）
　　　　　 　メール：chiikiokoshi@town.ibaraki.lg.jp

Neighboring town
東海村
　第29回「東海さくらまつり」
　期間中は、日没から午後９時までさくらのラ
イトアップが行われます。昼間とは一味違う幻
想的な夜桜をお楽しみください。
▶期間　3月28日（土）～4月12日（日）
ライトアップの時間：日没～午後９時
▶場所　阿漕ケ浦公園（東海村村松579）
　【問合せ先】東海村観光協会
　　　　　　 ☎０２９－２８７－０８５５
　ホームページ　http://tokai-kanko.com/

小美玉市
　小美玉さくらフェスティバル2020
　小美玉市四季文化館みの～れと小美玉市商工
会の力を結集した、みの～れを含む四季の里全
体を会場にした春の一大まつりです。
▶日時　4月11日（土）午前９時30分～午後３時
　※雨天時、一部プログラム変更あり
▶場所　四季の里芝生広場＆四季文化館みの～れ
　　　　（小美玉市部室1069）
　【問合せ先】小美玉市生活文化課(みの～れ)
　　　　　　 ☎０２９９－４８－４４６６

那珂市
　八重桜まつり
　「日本さくら名所100選」に選定された静峰
ふるさと公園で開催されます。
　2,000本の八重桜が盛大に咲き誇り、様々な
ステージイベントが行われ、夜はライトアップ
で幻想的な夜桜を楽しめます。
▶期間　4月16日（木）～29日（水）
　　　　イベント日：期間中の土日
▶場所　静峰ふるさと公園
　　　　（那珂市静1720－１）
　【問合せ先】那珂市商工観光課
　　　　　　☎０２９－２９８－１１１１（内線２４３）
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2020.３　広報　いばらき

　３月１日から７日までの７日
間、全国一斉に春の火災予防
運動が実施されます。防火の対
策は、家族全員の協力や地域
住民の連携があってこそです。
　普段から火の用心に心がけ、
火災を出さないように注意し
ましょう。

情報
３月の納税

○国民健康保険税　　　　９期
・下記納期限までに銀行、コンビニまたは役場窓
口で納付しましょう。
・今年度最後の納税となりますので、納め忘れが
ないようにしましょう。

納期限は３月31日（火）
春の全国
火災予防運動

３月１日から７日
間、全国一斉に春の
運動が実施されます

納期限

春の全
火災予お知らせ

住宅防火　いのちを守る７つのポイント
▶３つの習慣
・寝たばこはやめる。
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使
用する。
・ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
▶４つの対策
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
・寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐため
に、防炎品を使用する。
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等
を設置する。
・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近
所の協力体制をつくる。

町の防災行政無線が聞き取れなかった場合
防災行政無線テレフォンサービス
☎０８００－８００－８８４８（通話料無料）

いばらき身障者等用
駐車場利用証制度を
ご存じですか

ス
料）

いいいいいいいばばばばばばばば
駐駐駐駐駐駐駐駐駐車車車車車車車車車場場場場場場場場
ごごごごごごごご存存存存存存存存

お知らせ

　障がいのある方、妊産婦の方など、移
動に配慮が必要な方（下記に該当する方）
が、ショッピングセンターや公共施設な
どにある身障者等用駐車場（車いすマー
クの駐車場）を利用しやすくするための
利用証を発行しています。利用証が必要
な方は、窓口にて申請してください。

▶利用証の交付対象となる方

　歩行困難かつ次のいずれかの基準に該当される方

くらしのガイドブックを
作成します

所の協力体制を

くら
作成お知らせ

　町では、町民の皆さんの暮らしに役立つ情報などを掲
載した冊子「茨城町 くらしのガイドブック」を、株式会
社サイネックスとの官民協働事業により作成し、７月頃
に同社が町内の世帯にポスティング配布する（郵便受け
に入れる）予定です。
　株式会社サイネックスの担当者が、広告募集のため町
内の事業者や店舗を訪問します。広告の掲載を希望する
場合は、株式会社サイネックスにお問い合わせください
（広告の掲載にあたっては事前審査があります）。
【問合せ先】
広告に関する問合せ
株式会社サイネックス水戸支店　☎０２９－２２４－３０７０
くらしのガイドブックに関する問合せ
茨城町秘書広聴課　☎０２９－２４０－７１２６（直通）

▶申請方法
　交付対象者であることを確認できるもの（障害者手帳、
受給者証等）を持参の上、申請してください。
※代理人の方が申請される場合は、代理人の方の身分証
明書（免許証、保険証等）もお持ちください。

【申請・問合せ先】社会福祉課（１階３番窓口）
　　　　　　　　 ☎０２９－２４０－７１１２（直通）

【問合せ先】消防本部　☎０２９－２９２－１５１５
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