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新型コロナウイルス感染症対策に関してのお願い
・新型コロナウイルス感染の疑いや濃厚接触者となってしまった場合、もしくは家族がＰＣＲ検査を受
け、結果待ちの場合には利用をお控えください。
・咳、鼻水などの症状のある方や、同居する家族に発熱のある方がいた場合は、一定期間の利用をお控
えください。

まんまるーむのご案内

要予約

対
象 茨城町に住民票のある保護者と未就学児
開放時間 午前及び午後の２部制
＊土曜日の開放は当面行いません。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

読み聞かせ （毎月第１、３水曜日）
日

時 11月17日
（水） 午前11時〜11時15分
子育てボランティアが絵本や紙芝居の読み聞か
せに来てくれます。
親子でゆったりとお話の世界を楽しみましょう。
※11月３日
（水）は祝日のためお休みです。

平日《午前》９時30分〜11時30分
《午後》１時30分〜 ３ 時30分（各10人）
予約受付 月曜日〜土曜日の午前９時〜午後４時
（当日予約も承ります）
ボランティアによるピアノ演奏
＊希望日の前週の月曜日より電話または
日 時 11月19日
（金） 午前11時〜11時15分
子育て支援センターの窓口で受け付け
毎月一回、子育て個人ボランティアのサニー
NAOKOさんによる演奏があります。
ます（定員になり次第締め切り）
。
お子さんと一緒に心地良い音色で癒やされましょう。
その他
・予約できる方は利用する保護者のみです。
まんまるたいむ
・予約は一家庭一回までとし、次の予約は利用後に
日 時 午前11時〜11時15分（土・日・祝を除く）
お受けします。
「からだであそぼう」「リズムであそぼう」「ふれ
・兄姉であっても小学生の利用はご遠慮ください。
あいあそび」
「わくわくおはなし」などを日替わり
・詳細は受付の際にお伝えします。
で行います。

町内在住者対象子育てセミナー

要予約

「集いの場。ＴＵ☆ＮＡ☆ＧＵ」
〜つながる・なかま・ぐちこぼし〜
子育て中の仲間とおしゃべりする場です。参加者や職員と気軽におしゃ
べりをしましょう。子育てに関するアイディアやあそび場の情報など、参
加者と共有しませんか。
対
象
日
時
場
所
予約受付

町内在住の３歳未満児とその保護者
11月24日(水) 午前10時〜11時
まんまるーむ（定員５組）
11月10日(水)〜
（前回の様子）
午前９時〜午後４時（土・日・祝を除く）
電話または子育て支援センター窓口で受け付けます(定員になり
次第締め切り)。

子育て相談
ご利用ください
対
象 未就学児をもつ保護者
場
所 子育て相談室（電話相談も可）
受付時間 月〜金 午前９時〜午後５時
土 午前９時〜午後４時30分
子育てに関する悩みや不安、誰かに話を聞い
てもらいたいことなど、様々な相談に保育士
が対応します。
相談の間、保育士にお子さんを預けること
ができます（月〜金のみ）
。
どうぞお気軽にお越しください。

計測コーナーをご利用ください

【問合せ先】一般社団法人 茨城県保険医協会
☎ ０２９−８２３−７９３０

【問合せ先】
【
問 せ先
問合
せ 】 こども課
こど
ども
☎０２９−２４０−７１４４
（直通）
☎
０
０２

11月14日（日）

募
お知らせ

くらしの困りごと相談会（水戸）
くら
）

関係機関が集まり、登記、年金、雇用、税金など行
政機関で行う手続きに関する質問や相談のほか、相続、
離婚、多重債務などの法律相談に応じます。
予約の上、お越しください。
▶日時

11月22日（月）

午後１時〜４時
▶場所 水戸地方合同庁舎 ２階大会議室
（水戸市北見町１−11）
▶参加予定機関 水戸地方法務局、茨城労働局、日本
年金機構水戸北年金事務所、茨城県弁護士会、関
東信越税理士会茨城県支部連合会、総務省行政相
談センターきくみみ茨城
▶定員 相談は各機関７人まで
▶予約先 総務省 行政相談センターきくみみ茨城
☎０５７０−０９０１１０ または
☎０２９−２５３−１１００
▶予約期間 11月８日
（月）
〜11月17日
（水）
午前８時30分〜午後５時
（土・日を除く）

【予約・問合せ先】こども課 子育て支援センター ☎０２９−２９１−０９８０（直通）
茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」内

【問合せ先】総務省 行政相談センターきくみみ茨城
☎ ０５７０−０９０１１０
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11月は児童虐待防止推進月間です
オレンジリボンキャンペーン

午後１時〜４時
▶受付電話番号 ☎ ０２９−８２３−７９３０
▶相談料 無料

▶日時
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お知らせ

オレンジリボンは虐待防止のシンボルです。虐待
をうけたと思われる子どもがいたり、出産や子育て
に悩んだりしたときには、ご連絡・ご相談ください。
▶受付電話番号（24時間対応）
児童相談所共通ダイヤル
☎ １８９
いばらき虐待ホットライン
☎ ０２９３−２２−０２９３
※匿名での連絡も可能です。
連絡者や内容に対する秘密は守られます。

11月８日の「いい歯デー」を記念して、歯のなんで
も電話相談を開催します。
入れ歯やインプラント、ブラッシングの仕方など、
歯に関する悩みや質問に、茨城県保険医協会の歯科医
師が電話で相談に応じます。お気軽にご相談ください。

※注意事項
・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、予
約の際に、お名前、電話番号及び住所などを伺い
ます。なお、感染拡大の状況により中止となった
場合は、予約された方へ事前に連絡します。
・会場にお越しの際は、マスク着用でお願いします。
・相談時間は、一人当たり20分です。

子育て支援センターの受付隣に、幼児用と乳児用の計測器を設置しています。自由に利用できますので、お気軽にどうぞ。
＊計測器は、定期的にアルコール消毒を実施しています。ご希望の方は利用前に消毒しますので、受付にお申し付けください。
＊測定方法がわからない方には、ご説明します。
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歯のな
歯のなんでも電話相談
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陸上自衛隊高等工科学校
生徒募集

陸上自衛隊高等工科学校では、令和４年４月着校
の生徒を募集します。本校では、技術を学びながら
高等学校卒業の資格取得ができます。
▶受付期間（締切日必着）
推薦 11月１日
（月）〜12月３日
（金）
一般 11月１日
（月）〜令和４年１月14日
（金）
▶応募資格 令和４年４月１日現在15歳以上17歳未
満（平成17年４月２日から平成19年４月１日まで
の間に生まれた方)の男子で中学校卒業または中等
教育学校の前期課程修了者（見込含）
▶試験
推薦 令和４年１月８日
（土）
〜11日
（火）
の指定する１日
一般 第１次 令和４年１月22日
（土）
第２次 令和４年２月３日
（木）
〜
２月６日
（日）
の指定する１日
▶合格発表
推薦 令和４年１月20日
（木）
一般 令和４年２月17日
（木）
▶着校時期 令和４年４月上旬
▶教育 普通科高校と同等の一般教育を受け、併せ
て自衛隊の各種技術の専門教育、防衛基礎学等を学
びます (３年間の教育修了時には、提携する通信制
高等学校の卒業資格を取得できます)。
▶手当 月額103,700円 期末手当年２回
（令和３年１月１日現在）
※法律の改正により改定される場合があります。
▶学校所在地 神奈川県横須賀市御幸浜２−１
【問合せ先】 自衛隊茨城地方協力本部 水戸募集案内所
☎０２９−２２６−９２９４
ＵＲＬ https://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/
メール hq1-ibaraki@pco.mod.go.jp

※自衛官候補生は年間を通じて募集しております。
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