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COUPLING
P ARTY

新年明けましておめでとうございます。
らに、民間学校法人により公共施設（東保健センター）を活用したゴ

連携して筑波大学によるライスミルク開発事業が進められます。さ
ルフ部を中心とした通信制スポーツ学校も稼働予定であります。
新年はこれらの流れを止めず、さらに前進して加速させる年にし
てまいります。
特に、人口減少問題は、稲敷市に限らず全国的な問題となってお
ります。稲敷市のこれまでの取り組みや地域の特性を生かし、人口
減少問題に取り組むための計画をまとめたものが「いなしきに住み
たくなっちゃう♥プラン」であります。

公民館、健康増進機能、子育て支援機能などを持つ複合施設として

と稲敷で、それぞれのよき人生が送れるようこの人口問題という大

っても市民一人一人の心豊かな生活が保たれ、愛すべき我がふるさ

であり、人口減少は避けがたい問題であります。そのような中にあ

日本全体に迫る少子高齢化の大きな波はいかんともしがたいもの

リニューアル予定であります。小学校の再編整備につきしては、保
きな課題に取り組んでいく所存でございます。
り申し上げ、新年のごあいさつといたします。

田口久克

淳：職場の先輩に誘われて、参

稲敷市長

は、好評の「ＩＮＡＳＨＩＫＩ

加しました。

INTERVIEW

カップリングパーティー」を左

歳くらいまで

は、これまで

回開催しており、
組の方がこのパーティーを
きっかけに結婚していま す。今

参加してみてどうでした？
淳 ： 緊 張 し ま し た。今 思 え ば、
楽しかったです。
さ：楽しかったです。
お互いの第一印象は？
淳：かわいい人だなぁと思いま
した。
さ：出会った時に、漠然とこの
人と一緒になるかもと思いまし
た。
初めてのデートはいつ頃・ど
週間後ぐ

こへでかけましたか？
淳：パーティーから

らいに食事に行き、その時に告
白しました。
プロポーズはいつごろ？

名）

回は、第８回カップリングパー

誘って参加しました。

さ ： 広 報 紙 を 見 て、 友 だ ち を

このイベントは、毎回、定員
を超える申込がある人気企画で
す。
日時
２月７日（日）午後３時〜
場所

歳〜

ラフェリーチェ（つくば市）
参加資格
男性＝

歳以上の独身の方

の独身の方

募集人数
男女各
参加料

年開催）で出会
い結婚した、大久保夫妻（大久

淳：付き合って２年目のクリス

ティー（平成

保 淳 さん・さゆりさん）にイン

あつし

【申込方法】

マスにプロポーズしました。
ティーに参加される方へ一言

これからカップリングパー

タビューさせていただきまし
日に潮来市で
行われた嫁入り舟の様子。稲敷

淳：しっかりと自分をアピール

月

市商工会と潮来市商工会のコラ

して、カップルになってほしい

た。写真は

ボにより、この日特別運航され

けは？

でほしいと思います。

ど、勇気を出して、真剣に臨ん

さ：同じ表現になってしまうけ

と思います。

②青年部ＨＰの申込フォーム

稲敷市商工会青年部（宮本）

♥ 問合せ・申込先

26

☎０９０︲８８１８︲２６０３

応募しようと思ったきっか

ました。

22
http://www.e-seinenbu.com
▽締切：１月 日（火）

11

①ＱＲコードの申込フォーム

女性１０００円

男性５０００円

名（計

（応募多数の場合抽選）

女性＝

40

48

13

24

1

15

20

20

24

稲敷カップリングパーティー

記の日程で開催します。

稲敷市と稲敷市商工会青年部で

皆さまにとりまして本年も良い一年になりますことを心からお祈

護者や地域の方々の意見を伺いながら、慎重に進めてまいりました。

に統合となります。また、民間事業者により廃校（旧新東小学校）と

鳩崎小学校が本年３月をもって閉校となり、４月から江戸崎小学校

その結果、江戸崎地区につきましては、歴史と伝統ある君賀小学校、

行い、桜川地区、新利根地区は地区センターとして、諸証明の交付や、

の供用に伴い、東庁舎は支所として、これまでと同様に窓口業務を

これまで４つの庁舎に総合窓口を配置しておりましたが、新庁舎

いるところであります。

ンウィークの引っ越し作業、５月６日開庁を目指して作業を進めて

ましては、工事も順調に進められており、本年３月の竣工、ゴールデ

町村合併以来最大の懸案となっておりました新庁舎の建設につき

お慶び申し上げます。

市民の皆さまにおかれましては、輝かしい新春をお迎えのことと

稲敷市長・田口久克
なった学校跡地を活用した野菜食物工場が稼働予定であり、これと

2/7（sun）15:00 〜

写真提供：鴻野伸夫氏（堀之内）
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男女共同

女

男の料理教室 〜かんたん男のクッキング〜
ひと
ひと
か ぜ
女と男いなしき蒼風の会
問

稲敷市市民協働課（桜川庁舎） ☎ 029-892-2000（内線 4103）

と男いなしき蒼風の会では、
「男の料理教室」を

▽定員		

20 名（先着順）

開催します。家族や自分のために、料理初心者

▽材料費

500 円

の方もこの機会に料理をしてみませんか？

▽準備するもの

エプロン・三角巾（バンダナ）

▽日時		

2 月 7 日（日）

▽申込方法

1 月 20 日（水）までに電話でお申し

		

午前 9 時 30 分〜午後 1 時 30 分

▽場所		

ふれあいセンター

04
募集

市

込みください。

栄養指導室

稲敷市社会福祉協議会
職員募集
問

稲敷市社会福祉協議会

Topics
市政情報

01
保険

国

ジェネリック医薬品差額通知書を送付します
自己負担額の軽減を
問

稲敷市保険年金課（桜川庁舎） ☎ 029-892-2000（内線 4605）

民健康保険に加入の 40 歳以上の方に、
「後発医
薬品（ジェネリック医薬品）に関するお知らせ」

【通知の見方】
平成○○年○月に支払われた下記薬剤の自己負担相当

を送付します。この通知書は、特定の医薬品をジェネ

額に対し、同一成分のジェネリック医薬品に切り替え

リック医薬品に切り替えた場合に自己負担額がどれく

られた場合、600 円程度下がる可能性があります。

らい軽減できるのか、その一例をお知らせするもので
す。
医師や薬剤師と相談し、本人が納得されたうえでジ

☎ 029-892-5711

ェネリック医薬品のご利用をお願いします。

社会福祉協議会では下記内容で職員を募集しま

①申込期間

1 月 11 日（月）〜 1 月 22 日（金）

す。詳細は市社会福祉協議会ホームページをご

②提出書類

職員採用試験申込書

覧ください。

自動車免許証（写）
・看護師資格証（写）

発送は 1 月中旬から下旬の予定です。
●ジェネリック医薬品とは……

③ジェネリック医
薬品に切り替えた
場合に削減できる
②自己負担相当額 自己負担額

処方実績
①医薬品名
□□□錠 10 ｍｇ

1,000

400 〜

△△△錠 1 ｍｇ

500

200 〜

合計

1,500

600 〜

①表示されている医薬品は、対象疾病などで抽出を行

■試験の日時・場所・内容

新薬（先発医薬品）の特許が切れた後に、新薬と有効成

なっておりますので、服用中の全医薬品が表示され

①日時

1 月 31 日（日）午前 9 時〜

分や用法・効能などが同一であると申請され、厚生労

てはおりません。

※ 昭和 46 年 4 月 2 日以降に生まれた方

②場所

江戸崎福祉センター

働省の認可のもとで製造・販売された、新薬より安価

■申込手続

③内容

小論文・適性検査・面接試験

な薬です。

■募集職種
看護師

１名

②お薬にかかった金額のみ表示しています。実際の窓
口支払金額には、技術料・管理料などの別費用が含
まれます。

05
児童

茨

問

• 国民健康保険に加入している 40 歳以上の方

稲敷市子ども家庭課（新利根庁舎） ☎ 029-892-2000（内線 3402）

子家庭、父子家庭）のお子さんに入学祝品を差

１月 29 日（金）までに子ども家庭課へお申し込みくだ

し上げます。該当児童のいるひとり親家庭で祝品を希

さい。その際、氏名、性別、生年月日、保護者名、住所、

望される保護者の方は、ぜひお申し込みください。

連絡先をお聞きします。

人

ひと

ひと

いなしき女と男のハーモニーフォーラムを開催
男女共同参画
問

稲敷市市民協働課

☎ 029-892-2000（内線 4103）

02
消費

20

問

稲敷市消費生活センター（東庁舎） ☎ 0299-78-3115

歳になると、今までとは大きく違ってくること

です。契約を守らない場合、相手から違約金を請求さ

があります。それは、契約したことについての

れることや、訴えられる可能性もある事を自覚し、責

責任です。そもそも契約は自由に行われるものですが、

任を持って契約しましょう。契約内容や勧誘方法によ

契約すると自己都合で無かったことには出来ません。

っては解約、取り消しが出来ることもあります。お早

マルチ商法、アポイントメント商法、無料体験など

めに消費生活センターにご相談ください。

で、巧妙に若者を狙った悪質な勧誘が目立ちます。内

■相談先
• 稲敷市消費生活センター

▽日時

1 月 24 日（日）

容を良く理解しないまま契約し、トラブルになるケー

のハーモニーフォーラムを開催します。

▽講師

杉尾秀哉氏（TBS 解説者）

スが多いです。勧誘されてもすぐに契約せず、相手が

▽会場

あずま生涯学習センター

友人でも必要がない場合は、はっきり断ることが大切

広報稲敷 平成28年 1月号

にも幅があります。

成人された方へ「契約と責任」
消費生活センター

権講演会との共同開催により、いなしき女と男

詳細は、今月号の折り込みチラシをご確認ください。

合の自己負担軽減額を表示しています。ただし、ジ
ェネリック医薬品は複数存在していますので、金額

300 円を超える方

●申込方法

男女共同

5

• 特定の医薬品とジェネリック医薬品の差額が月額

入学祝品の贈呈
一人親家庭の小学校入学児童へ

城県母子寡婦福祉連合会からひとり親家庭（母

06

③同一成分のジェネリック医薬品に切り替えられた場

【通知対象者】

☎ 0299-78-3115

相談日：月・水・木・金曜日（祝日を除く）
• 消費者ホットライン

☎ 188

広報稲敷 平成28 年 1月号
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Information - くらしと情報 -

Topics - 市政情報 -

Information

07
決算

くらしと情報

「プラスワン休暇」
3 日以上の連続休暇を

て主催する勉強会です。専門看護
師からお手入れの方法、装具会社

ワーク・ライフ・バランスのため

から装具の展示と説明を行います。

に、2 日以上の休日に年次有給休

▽日時：2 月 28 日（日）午前 10 時

稲広市町村圏事務組合
競争入札参加資格追加申請

問

稲敷地方広域市町村圏事務組合事務局管理課

【一般会計】

（単位：千円、％）

歳入		
収入済額

歳出		

稲敷地方広域市町村圏事務組合で

項目

構成比

項目

は、平成 28 年 5 月 1 日から平成

分賦金及び負担金

3,181,611

79.3

議会費

1,944

0.1

7,903

0.2

総務費

83,252

2.4

33,366

0.8

消防費

3,330,185

99

0.0

公債費

125,302
0

暇を組み合わせて、3 日以上の連

〜午後 2 時 30 分

▽場所：つく

29 年 4 月 30 日までに発注する建

続休暇を取得してみてはどうで

ばサイエンス・インフォメーショ

設工事、測量・建設コンサルタン

国庫支出金

しょうか。各企業の皆さん、年末

ンセンター

ト等業務、物品購入及び役務提供

財産収入

年始の休暇等事業ごとに決まって

▽申込：2 月 22 日（月）までに電

などの競争入札参加資格審査申請

寄附金

100

0.0

予備費

いる連続休暇に年次有給休暇を組

話で申し込む

の受け付けを行います。入札参加

繰入金

67,000

1.7

歳出合計

希望者は、資格審査を受けてくだ

繰越金

51,087

1.3

城県支部（山之内）☎ 0297-62-

さい。

諸収入

66,012

1.6

7463

◇受付期間：2 月 1 日（月）〜 3 月

組合債

605,000

15.1

31 日（木）

歳入合計

4,012,179

100.0

しやすい職場の環境を整えること
を実施してみましょう。
●茨城労働局☎ 029-224-6214

家族を支える会を開催
ピア・かたつむり

▽会費：1,000 円

●（公社）日本オストミー協会茨

龍ケ崎地方衛生組合
競争入札参加資格追加申請

平成 28 年 5 月 1 日から平成 29 年

事務局管理課☎ 0297-64-3741

いばらきマリッジサポーター
若者たちの出会いパーティー

08

つ父母や兄弟が集まって、毎月 1

組合が発注する建設工事、測量・

回「家族を支える会」を開催して

建設コンサルタント等業務、物品

▽日時：2 月 7 日（日）午後 1 時 30

います。事前申し込みは不要です。

購入及び役務提供その他に係る競

分〜（受付開始：午後 1 時〜） ▽

▽対象地区：稲敷市、龍ヶ崎市、河

争入札参加資格審査追加申請の受

会場：ウェディングアルシェ（龍

内町、利根町、つくば市、その他

付が始まります。この審査を経て

ケ崎市松ヶ丘 4-3-4） ▽参加資

▽日時：2 月 6 日（土）・3 月 5 日

有資格者と決定された方以外は、

格：男性 =30 〜 42 歳で独身の方。

歳入		

（土）午後 1 時 30 分〜 3 時 30 分

龍ケ崎地方衛生組合の入札や見積

女性 =45 歳以下で独身の方。

項目

▽場所：龍ヶ崎市民活動センター

には参加できません。希望者は資

▽受付期間：1 月 10 日（日）〜 31

分担金及び負担金

●龍ケ崎地方家族会（ピアかたつ

格申請を受けてください。

日（日） ▽会費：男性 =5,000 円、

むり）☎ 029-5425-2236（長瀬）

▽受付期間：2 月 1 日（月）〜 29

女性 =2,500 円

日（月） ▽受付場所：龍ケ崎地方

も先着各 20 名

衛生組合

話にて申し込み。

●龍ケ崎地方衛生組合総務課☎

●稲敷地区マリッジサポーター

0297-64-1144

決算

94.0
3.5
-

3,540,684

100.0

【特別会計】

（単位：千円）

会計名

歳入

老人ホーム特別会計

歳出

110,671

108,184

9,756

9,153

水防事業特別会計

問

龍ケ崎地方衛生組合総務課

☎ 0297-64-1144

平成 26 年度の決算状況をお知らせします。詳細は、お問い合わせください。
【一般会計】

（単位：千円、％）
項目

523,835

70.9

議会費

2,684

0.4

使用料及び手数料

25,221

3.4

総務費

190,140

26.3

▽定員：男女と

国庫支出金

79,314

10.7

衛生費

409,803

56.8

▽申込方法：電

財産収入

501

0.1

公債費

118,902

16.5

繰入金

74,306

10.1

予備費

0

0.0

繰越金

20,135

2.7

諸収入

15,260

2.1

738,572

100.0

（糸賀清）☎ 090-1658-5093

金額

歳出		
割合

合計

広報稲敷 平成28年 1月号

構成比

龍ケ崎地方衛生組合の財政状況について
平成26年度決算状況

4 月 30 日までに、龍ケ崎地方衛生

患者の団体、茨城県の委託を受け

支出済額

●稲敷地方広域市町村圏事務組合

家族の中に精神障害の当事者を持

人工肛門・人工ぼうこう
勉強会

☎ 0297-64-3741

平成 26 年度の決算状況をお知らせします。詳細は、お問い合わせください。

使用料及び手数料

み合わせて少し長めの休暇を取得

7

稲敷地方広域市町村圏事務組合の財政状況について
平成26年度決算状況

合計

金額

721,529

割合

100

広報稲敷 平成28 年 1月号
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1

2

3

4

5

で き ご と

入れ大会のほか、往年のビートルやワ

2 笑遊まつり

市文化祭が 10 月 31 日〜 11 日３日の

11 月 15 日、４年ぶりに江戸崎商店街

VW's Meet」も開催され、約 50 台の

11 月 21 日に市健康まつりが開催され

４日間、市内各会場で開催されました。

歩行者天国会場が復活し、第 27 回江

ワーゲンが大集合。商店街は賑わいを

ました。秋晴れのもとふれあいセンタ

今年は合併 10 周年を記念して JA 稲

戸崎綱引き大会が開催されました。綱

みせました。

ーから稲敷直売所までの 4 ㎞を生活習

11 月 22 日、みのり幼稚園と市営住宅

ポーツ大会つなひきの部が開催されま

敷ふれあい感謝祭と合同開催。会場と

引き大会には 36 チームが参加。大人

江戸崎綱引き大会結果

▽男子＝優

慣病についてのクイズに答えながらウ

を会場に市防災訓練が開催されまし

した。市内の小学校１〜３年生約 360

なった新利根総合運動公園では、餅ま

も子どもも力強い試合が展開されまし

勝：荒野

第３位：南

ォーキング。ゴールした後には食生活

た。県南で震度６強の地震が発生した

名（25 チーム）が参加し、優勝を目指

き大会、お米の品種当て大会など様々

た。試合前には吹奏楽部や保育園児の

ケ丘、商工会青年部

▽女子＝優勝：

改善推進員さん手づくりのまぜご飯の

という想定のもと、一般の方や消防団

して熱戦が繰り広げられました。

なイベントが行われました。また新利

演奏、ダンス演技で会場を盛り上げま

ミックスジュース

準優勝：荒野

おにぎりとさつま汁を試食しました。

員約 350 名の方が参加し、高層階での

▽優勝：沼里地区チーム、準優勝：江

根体育館では、園児の発表や文化団体

した。

３位：ASK 、新宿

▽少年＝優勝：犬

ふれあいセンター内では稲敷地域医療

救出訓練などが行われました。初期消

戸崎地区Ｂチーム、第３位：あずま西

連絡協議会による血管年齢測定や、握

火訓練や煙体験などをも行われ、災害

地区Ａチーム、第４位：あずま北地区

力やロコモ度チェック、敏捷性チェッ

時の対処方法などを学びました。

C チーム

催され多いに盛り上がりました。

広報稲敷 平成28年 1月号

また、10 年ぶりに同時開催された
「笑遊まつり」では、恒例のスポーツ玉

ーゲンバスが大集合する「Show Your

塚子供会

準優勝：桑山

準優勝：新山

田台子供会Ａ、モンキー

第

第３位：沼

3 健康まつり

クなどの体力測定を行い健康意識を高

1 文化祭盛大に開催

の芸能発表、芸能人コンサートなどが

9

いなしきの今を見てみよう。

める機会となりました。

4 市防災訓練

5 子ども会つなひき
11 月 28 日、江戸崎総合運動公園体育
館において第 11 回稲敷市子ども会ス

広報稲敷 平成28 年 1月号

8

らないほど老朽化が進んでいました。

り、やさしく声をかけることの大切さ

市長先進地行政視察

そこで、バスを待つ利用者の方に少

などを学びました。また、警察署や郵

トラーズ稲敷の日

しでも快適に過ごしてもらうことがで

便局など事業所向けに行われた講座で

方衛生土木組合管理者会議

12 日：

きるように、本年度、駅改修プロジェ

は、認知症の方への窓口対応の仕方な

商工会チャリティゴルフ大会

14 日：

クトを進めています。

どを学びました。

高齢者運動会、江戸崎綱引き大会

商店街の方や地元の高校生、市と官

行政情報
Government
Information

に、「どのようにすれば利用者にとっ

抱負を語ってくれました。

て心地よく過ごせるか？」「市の良い

●稲敷市地域おこし協力隊（人口減少

宣伝になるには？」について話し合い
を重ねました。その結果、看板には四

素吸入器、人工呼吸器など救命のため

協議会

対策室内）tel.029-892-2000（内線

車のうち 1 台が、10 月 1 日に最新鋭

のものが数多くあります。

会、稲敷市青少年の主張大会

2956）

の高規格救急車に更新され運用を開始

●稲敷広域消防本部いなほ消防署（救

市防災訓練

しました。

急係）tel.029-892-0119

いじめをなくそう人権教室

病者さんへの圧迫感も少なくなり、救
急隊員の活動スペースも、より確保で

完了予定です。リニューアルする江戸

10 月 30 日に新利根幼稚園、
（４・５歳

きています。装備された救急資器材は、

崎駅をお楽しみに！

児）と 11 月２日に鳩崎小学校（５年

市の公共交通の要であるバスターミナ

● 稲 敷 市 政 策 企 画 課 tel.029-892-

生）を対象に、人権擁護委員による人

ル「江戸崎駅」。市では、公共交通を市

2000（内線 2605）

権教室が行われました。

よ う 平 成 27 年 3 月 に 江 戸 崎 駅 を JR
バス関東より購入しました。

ゆるキャラ GP 結果発表

江戸崎駅は、駅舎が建築されてから

ご当地キャラクター日本一を決める

40 年以上が経過し、駅舎の向かい側

「ゆるキャラグランプリ 2015」の決選

にある看板も何が描かれていたか分か

投票イベントが 11 月 23 日、静岡県浜

22 日：

24 日：議会運営委員会
28 日：子ど

部、市ＰＴＡ連絡協議会主催教育講演

市長動静 11 月
１日：文化祭

４日：庁議

会
５- ６日：

30 日：農業農村整備事業関係予

算概算要求に関する意見交換会

回地域安全茨城県民大
会が開催され、市防犯

アニメを使い、いじめなどについてみ

税の表彰

連絡員協議会の坂本徳

んなで話し合いをしました。

竜ケ崎税務署、竜ケ崎税務行政協力会、

治さん（須賀津）が防

竜ケ崎税務署管内納税貯蓄組合連合会

犯功労者として表彰を受けました。こ

主催の平成 27 年度

れは、坂本さんが長年にわたり、協議

納税表彰式にお

いて、稲敷市の方々が表彰されました。

会の運営や地域の防犯活動に取り組ん

松市で開催され、浜松市

▽青色申告会の功績＝髙須耕一さん

れ、長年にわたり県老人クラブ活動の

でいることが認められたものです。

のゆるキャラ「出世大名

（浮島） ▽租税教育の推進＝君賀小学

発展に功績のあった個人や団体表彰が

ハーモニー功労賞表彰

されました。

11 月６日茨城県ハーモニートップセ

家康くん」が優勝。２位

校

は愛媛県の「みきゃん」、

＝茨城県知事賞：小林いちごさん（霞

▽単位老人クラブの役員功労賞：結佐

ミナーが開催され、茨城ゴールデンゴ

３位は埼玉県深谷市の

南至健中学校 3 年）、県土浦県税事務所

いきいきクラブ会長・村田美代子さん、

ールズ監督の片岡安祐美さんが表彰さ

長賞：酒井菜奈美さん（新利根中学校

馬渡平成会会計・坂本三枝さん

▽県

れました。今回の受賞は男女共同参画

１年） ▽「税に関する高校生の作文」

知事表彰：岡遊亀クラブ会長・森山實

の推進に功績のあった個人、団体、事
業所に対する表彰です。片岡監督は、

「ふっかちゃん」となり
ました。

広報稲敷 平成28年 1月号

21 日：江戸崎一羽会剣道大

も会育成会スポーツ大会つなひきの

各種表彰

幼稚園では紙芝居、小学校では啓発

17 日：

20 日：議会全員

26 日：定例記者発表

旧型のものに比べて室内も広く、傷

16

19 日：市グラウン

いなほ消防署に 2 台配備してある救急

12 月４日から始まる人権週間を前に、

民の方々により便利に使ってもらえる

稲広議会定例会

ドゴルフ交流大会

ました。改修作業は平成 28 年３月に

江戸崎駅巨大アート出現！

11

いなほ署高規格救急車

心電図モニターや除細動器（AED）、酸

季折々の特産物やイベントを漫画風に
うな待合所として改装することとなり

11 日：江戸崎地

日：衛生土木議会全員協議会

学連携している筑波大学の学生を中心

表現し、駅舎は楽しくバスを待てるよ

７日：鹿島アン

認知症サポーター教室

▽中学生の「税についての作文」

稲敷市を代表して出場

認知症を正しく理解し、認知症の人や

＝竜ケ崎税務署長賞：坂本紫穂さん（江

男さん

▽ 100 万人会員増強運動に

した「稲敷いなのすけ」

その家族を支援するボランティア「認

戸崎総合高等学校１年）、県知事賞：福

尽力：稲敷市老人クラブ連合会、小野

社会人初の女性監督であり、昨年全日

は総合 375 位ながら、県

知症サポーター」。市では、そのサポー

田由奈さん（江戸川学園取手高等学校

寺内遊喜クラブ

本クラブ野球選手権において大会史上

内 7 位（32 位中）で、県

ター養成講座を学校や事業所向けに開

１年）

全国老人クラブ大会

初の女性監督となりました。また稲敷

南地区ではなんと１位

催しています。市内の小学校で開催し

静岡県コンベンション

市のふるさと大使として稲敷市にも貢

（6 位中）となりました。

た講座では、影絵や紙芝居などで、認

ツアーセンターで 10

献されています。

地域おこし協力隊の尾

知症の方の不安な気持ちを感じとった

月 29 日、全国老人ク

花孝治さんと岸本航さん

ラブ大会が開催されま

は、「多くの皆さまにご

した。稲敷市老人クラブ連合会の前会

協力をいただき、初出場

長の坂本忠雄さんが、長年にわたる老

にもかかわらず好成績を

人クラブ活動が認められて、表彰を受

おさめました。来年度に

県老人クラブ大会表彰

けました。

はさらなる上位を目指し

県立県民文化センターで９月 17 日、

防犯協会表彰

ます。」と来年に向けた

第 54 回 県 老 人 ク ラ ブ 大 会 が 開 催 さ

10 月８日、県民文化センターで第 37
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す。健康な方は軽症で回復しますが、
子どもやお年寄りなどでは重症化する

おばあちゃんとママ

場合もあります。ノロウイルスについ

市では、あみ小林クリニックの小林和

とお子さんの参加で

てはワクチンがなく、治療は輸液など

裕院長を講師にお招きして「生活習慣

も OK です。

の対症療法に限られます。

病予防教室」を開催します。

感染を防ぐには

完成したフォトフ

・食事や調理の前、トイレの後には、

は、食事、スト

いただけます。

とにかく石けんで手をよく洗いましょ

レス、喫煙など

う。

の生活習慣が関

・下痢やおう吐などの症状がある方は

与する病気の総

食品を直接取扱う作業をしないように

称 で、 糖 尿 病、

しましょう。

高血圧症などがあり、放置しておくと、

おじいちゃんおばあちゃんとパパマ 込み。予約制。三世代 10 組。１月 13

・感染した方の便やおう吐物には直接

重症の合併症に進展するおそれがあり

マ、お子さんの三世代で素敵なフォト

日（水）～受付開始。

触れないようにしましょう。

ます。

フレームを作りましょう。

当日は三世代の写真を持参くださ

▽日時：２月 25 日
（木）午前 10 時～

募集！三世代アルバム作り

市では、市内 4 か所に「子育て支援セ
ンター」を設け、未就園児の子育てを

▽場所：支援センタ
ーあいアイ

Health

▽申込：あいアイへ申
▽持ち物：

三世代で参加していただきますの い。枚数や大きさは自由。
（フレーム
で、パパママのご両親みんなで参加も

保健

は B4 サイズ）

ノロウイルスに注意！

・加熱が必要な食品は中心部までしっ

教室では病気にならないための健康

かり加熱して食べましょう。調理器具

管理や生活習慣病予防のアドバイスを

などは使用後に洗浄、殺菌しましょう。

します。ぜひご参加ください。

応援しています。支援センターは、子

特に冬期に流行

詳しくは厚生労

▽日時：２月３日（水）午後２時～３時

どもが保護者と安心して遊べる場所で

ノロウイルスによる感染性胃腸炎や食

働 省 HP「 ノ ロ

▽会場：ふれあいセンター

中毒は１年を通して発生しています

ウイルスに関す

１月 22 日（金）まで

が、特に冬期に流行します。ノロウイ

る Q&A」 を ご

ルスは手指や食品を介して経口で感染

覧ください。

す。リズム運動、絵本の読み聞かせな
どのあそびの広場や子育て相談も行な

あいアイ桜川

▽日時：１月８日

（金）、15 日（金）、20 日（水）、25

っています。ぜひご利用ください。

日（月）

支援センター利用日時：平日、午前９

あいアイ東

時〜午後４時

13 日（水）、22 日（金）、27 日（水）

▽日時：１月６日（水）、

稲敷市子育て支援センター

子育てカレンダー 1 月
各支援センターで行うイベントを抜粋

し、おう吐、下痢、腹痛などを起こしま

▽申込：

●稲敷市健康増進課（ふれあいセンタ
ー内）tel.0297-87-6111

して掲載しています。詳細は HP やセ
ンターのたよりをご覧ください。

● あ い ア イ（ ふ れ あ い セ ン タ ー 内 ）

つばさ・ひまわり

tel.0297-87-7070

あ＝あいアイ、つ＝つばさ、ひ＝ひま

り、砂糖、みりんを加え

作り方

わり、こ＝こうだ

混ぜ、卵をとき少しずつ

①さつま芋は厚めに皮をむき、1cm

要予約。あいアイ

●つばさ（私立新利根つばさ保育園内）

ママカフェ OPEN

は不要

加えのばしていく。

ほどの厚さに切り、水にさらしてから

tel.090-2210-7355

お待たせしました！大好評のママカ

あ５日（火） よちよちルーム

②卵焼き器を熱して、よ

水気をきる。

● ひ ま わ り（ 私 立 江 戸 崎 保 育 園 内 ）

フェ☆が OPEN します。

あ７日（木） 産後骨盤調整ヨガ

く油をなじませ、①を流

②鍋に芋、みょうばん、水を入れ茹で、

tel.090-3232-2680

▽日時：つばさ＝１月 27 日（水）、

つ８日（金） お正月あそび

し入れ、蓋をして、ごく

アクや黒ずんだ部分を除き水洗いする

● こ う だ（ 私 立 幸 田 保 育 園 内 ）

28 日（木） ひまわり＝１月 29 日

ひ８日（金） お誕生会＆スクラップ

弱火で茶色く色づき、表

あ 12 日（火）休館日

面が半乾きになるまで８

③鍋にさつま芋、二つ割にしたくちな

あ 14 日（木）ベビーマッサージ

分ほど焼き、裏返してか

しの実、かぶる位の水を入れ、竹串が

らさらに２～３分焼く。

通るまで煮る。

tel.0299-79-2296

（金） 午前 10 時 30 分～正午

▽

申込：予約制。各日 15 組

つ 14 日（木）お豆入れ作り

あいアイ

こうだ

親子クッキング

ひ 14 日（木）お豆入れ作り

③巻きすに取り出し、熱いうちに巻き、

④芋が柔らくなったら、熱いうちに裏

こ 14 日（木）手作りおもちゃ

今回はお正月のおせち料理にはかかせ

輪ゴムなどで止め、冷めるまで置いて

ごしする。

から切る。

⑤鍋に戻して、砂糖と甘露煮のみつを

抹茶を楽しみましょう

あ 19 日（火）ぴょんぴょんルーム

ない伊達巻きと栗きんとんです。ぜひ

んだ恵方巻きを作りましょう。卵を使

気軽にお茶体験してみませんか。お

ひ 20 日（水）エコカイロ作り

手作りしてみませんか？

うので、アレルギーのある方は十分考

いしいお茶とお菓子で気分もリラッ

あ 21 日（木）ベビーマッサージ

慮のうえお申し込みください。

クス。皆さまのご参加、お待ちして

つ 25 日（月）お誕生会＆名前タグ作り

▽日時：２月３日（水）午前 10 時～

ます！

あ 26 日（火）身体測定

▽会場：支援センターあいアイ

▽日時：１月 21 日（木）午前 10 時

こ 26 日（火）節分グッズ作り

込：あいアイへ申込み。予約制。受付１

15 分～

月 13 日（水）～

うだ
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▽申

▽定員：２歳以上の

▽場所：支援センターこ

▽申込：予約制。１月 18 日

（月）まで

（アクが出るくらいの茹で時間）

食改おすすめレシピ

親子で楽しくクッキング。節分にちな

親子 15 組
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生活習慣病と

レームはお持ち帰り

子育て

Child rearing

生活習慣病予防教室

大歓迎！もちろん、

伊達巻き

栗きんとん

加え、全体に混ぜながら中火で焦がさ
ないように練る。

材料（作りやすい分量）

⑥鍋底に木べらの筋が残るようになっ

材料（４人分）

さつま芋：500g 、焼きみょうばん：小

たところで、みりんと栗を加えて栗が

卵：４個、はんぺん：100g 、砂糖：大

さじ２、水：４カップ、くちなしの実：

温まるくらいの火を通す。つやが出る。

あ 27 日（水）サークル立上げ (789 月生）

さじ３、みりん：大さじ１、油：適量

２～４個、砂糖：200 ～ 230g 、栗の

⑦バットなどに広げ冷ます。

あ 28 日（木）ベビーマッサージ

作り方

甘露煮：12 個、甘露煮みつ：大さじ２

ポイント

①はんぺんは裏ごししてすり鉢です

～、みりん：大さじ２

らずに。つやがなくなります。

火から下ろしたら決して練

広報稲敷 平成28 年 1月号
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るた」が完成しました。

今月の展示
「新年からスタート！」

図書

ら、稲敷の歴史に触れて、学んで、親し

おはなしの木

んで、稲敷を誇りにしてほしいという

去年やり残したこと、やりきれなかっ

大型絵本と紙芝居「じゃんけんぽん」

思いで、今回の企画展を開催します。

たこと、新たに始めようとして中々手

「ゆうたはともだち」
「したきりすずめ」

が出せなかったこと……。新年を迎え、

ほか

心新たにスタートしてみませんか？

▽日時：１月 16 日（土）午後１時〜

読んでいるうちに何か始めたくなる

Library

子供から大人まで気軽に楽しみなが

おはなし会

図書館おはなし会

本を集めてみました。

大型絵本「おこる」絵本「せつぶん」ほ

どうぞご利用ください。

か
▽日時：１月 31 日（日）午前 10 時 30

「稲敷の宝」として選ばれた 44 の読

歴史民俗資料館
History and Folk
Customs Museum

分〜

新着 DVD

市立図書館

X-MEN 〜ファースト・ジェネレーシ

読み聞かせ講座開催

映画会

参加型の講座により、家庭内での親子

を展示します。また、今回素晴らしい

織機は戦後ぐらいまでは、市内でも家

読み札にもかかわらず、テーマ重複な

庭で使われていました。自分の手で機

どの理由で選ばれなかった作品につい

織り機を動かし、トントン裂き織り体

てもすべて紹介します。

験してみませんか。綿切りと糸つむぎ

この企画展が、
「宝」いっぱいの稲敷
をもっと知って、もっと好きになって

▽日時：１月 17 日（日）午前 10 時〜

いただく機会になれば幸いです。

午後４時

▽会場：歴史民俗資料館２階

ビー

示室、二階ギャラリー

企画展

▽会期：１月

▽対象：小学校３年生以上の市

内在住または在勤の方（小学生は保護
者同伴） ▽参加費：無料
話または来館にて申し込む

歴史民俗資料館では、平成 27 年度企

月曜日、１月 12 日、１月 29 日、２月

ト、ホビット〜竜に奪われた王国、ホ

画展「歴史かるたで巡る稲敷」を開催

11 日）

ビット〜決戦のゆくえ、42 〜世界を

します。
昨年度「稲敷の宝」をテーマにした

▽会場：歴史民俗資料館ロ

５日（火）〜２月 14 日（日）
（休館日：

ョン、X-MEN 〜フューチャー＆パス

変えた男、オール・ユー・ニード・イズ・

体験もできます。

▽申込：電

● 稲 敷 市 歴 史 民 俗 資 料 館 tel.0299-

裂き織り体験１月 17 日

79-3211

読み聞かせの大切さを中心に学びま

毎週、土日は、図書館視聴覚室で映画

キル、ジャージー・ボーイズ、人生の特

読み札を一般募集し、応募総数 912 句

す。初心者向けの講座内容で、無料で

鑑賞ができます。

等席、華麗なるギャツビー、アルゴ、猿

の中から 44 句が選ばれ、
「稲敷歴史か

受講できます。子育て中のお父さんお

▽上映：午後２時〜

母さん、おじいさんおばあさん、読み

ウンターで

聞かせを始めてみたい方、多くのみな

ムーミンパペット・アニメーション

さんの参加をお待ちしています。

冬の巻

▽講師：澤則子氏（フリーアナウンサ

分）

ー元青森放送アナウンサー） ▽日時：

▽日時：1 月９日（土）10 日（日）16

稲敷市四箇出身の画家で、昭和 55 年

（1802-1877）の錦絵をモチーフにし

１月 31 日（日）午前 10 時〜正午

日（土）17 日（日）

２月に 57 歳で他界した故根本正氏の

たオリジナルフレーム切手が発売され

絵画作品の寄贈と保管用ラックなどの

ました。

場所：図書館２階会議室

▽

▽申込：１

▽申込：当日カ

定員各 70 名

ムーミン谷の冬（アニメ 110

47RONIN（洋画 127 分）

月 24 日（日）までに電話またはカウン

▽日時：１月 23 日（土）24 日（日）

ターまで。先着 30 名

30 日（土）31 日（日）

図書館新着図書

ジ・マッチほか
●稲敷市立図書館 tel.0299-79-3111

図書カレンダー 1 月

戸時代後期に角界で活躍した阿波崎出

絵画の寄贈

身 力 士、 第 ７ 代 横 綱・ 稲 妻 雷 五 郎

発売を記念して歴史民俗資料館で贈

市立図書館休館日：■
金

土

93cm）、渓流（123cm×178cm 、写

あずま伊崎郵便局長から、田口市長、

						 1

2

真 ）、 冥（121cm×91cm）、 風 影

坂本教育長に台紙付きフレーム切手が

3

月
4

火
5

水
6

木

呈式が行われ、日本郵政（株）黒田剛史

7

8

9

（121cm×91cm）など計 155 点。

「透き通った風が

10 11 12 13 14 15 16

贈呈式で田口市長は「稲敷市に素晴

吹いて」あさのあ

17 18 19 20 21 22 23

らしい画家がいたことを後世に伝えて

つこ（文藝春秋）、

24 25 26 27 28 29 30

いきたい」とお礼の言葉を述べました。

「未成年」イアン

広報稲敷 平成28年 1月号

機織り機に触れたことがありますか？

の惑星〜新世紀（ライジング）、リベン

日

15

かるた企画展１月５日〜

み札と絵札、その解説と関連した品々

31

贈られました。資料館で同切手を販売
しています。

寄贈絵画は歴史民俗資料館で保管さ

マキューアン（新

公民館図書室休室

潮社）、「ユートピ

毎週月曜日、１日（金）〜４日（月）

購入費用として 1000 万円の寄付が、

ア」湊かなえ（集

江戸崎図書室のみ 26 日（火）

正氏の妻、根本まつゑさん（取手市在

英社）、「天平の女

利用時間：午前 9 時〜午後５時、

住）からありました。その贈呈式が市

帝孝謙称徳」玉岡

※ 図書館は水曜日のみ午前 11 時

長室で 11 月 20 日に行われました。

かおる（新潮社）

〜午後 7 時

れ、今後、企画展などで市民の皆さん

寄贈された作品は、晩秋（90cm×

に公開していく予定です。

切手の贈呈式
市制施行・合併 10 周年を記念して、江

広報稲敷 平成28 年 1月号
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ど自分の意見を堂々と発表。どの発表

会場に詰め掛けた観客からは、素直

な堂々とした主張に大きな拍手が送ら

の促進と相談員の資質向上を図るため

い

ざ よい

みずうみの十六夜子らと見てをりぬ
履き慣れし靴に綻び冬に入る
仏性の厚い人逝く小春空
真ん前に大きな虹が文化の日
財布ごと枡に入れたり恵比寿講
烏瓜倒木の枝に灯をともし
柿熟れて終日鳥の騒がしき
この里は茸自慢や峠茶屋
ひつじ

穭田の広さに勝る今日の空
落葉掃く音にはじまるひと日かな
思い出をたどりつ歩き栗拾ひ
豪快に柚子枝ごとを置いて行く
山茶花のきっちり苅らる垣根かな
毛糸編む指に絡まる温みかな
枇杷の花無骨な父を思いをり
すさ

冷まじや廃炉にかかる四十年
風の道落ち葉も渡る交差点
覗き見る千輪咲きの菊の株
土と鍬愛して九寿冬温し
われ も こう

吾亦紅茶席の雅び深めをり
幼ならが声かけ通る松手入れ

稲敷文芸

11 月 21 日、江戸崎公民館において第

大会で、知事ほう賞永年活動者として

11 月 12 日愛媛県松山市において開催
10 回稲敷市青少年の主張大会が開催

表彰されました。

された「第 56 回全国スポーツ推進委

根本ナカ（神宮寺）

坂本きよ子（下馬渡）

山崎幸子（浮島）

富元禮子（古渡）

小貫和子（浮島）

根本邦子（押砂）

細川悦子（荒宿）

根本京子（高田）

石井忠（橋向）

福本きみえ（新山）

岡村敏子（新山）

宮本芳子（切通）

幸田不死男（荒宿）

山口須美子（上君山）

代 静（犬塚）

酒井涼花（小羽賀）

矢口由里子（西町）

増田みきお（羽賀）

篠田邑草（新山）

小林寿恵王（田宿）

市青少年相談員として 20 年間活動を
大久保晴代（古渡）

の長年にわたる地域スポーツ振興への

貢献に対して功績が認められたもので
す。

熱した試合が繰り広げられました。
球場で開催されました。参加６チーム

▽優勝：Rivale
市民軟式野球大会

による熱戦の結果、エンゼルウィング

ひばり、けやき
第 21 回稲敷市民軟式野球大会が 10

スが４季連続の優勝を果たしました。

準優勝：桜川

も

は

つま

此処は詩の宝庫と歌友が言い呉れし裏の沼辺で尾花が招く

と

縺れつつ飛ぶ白蝶に今は亡き友と過ごせし遠き日を恋う

夕茜に浅黄重ねて空高くうす紅に染む十三夜の月

嫁ぎたる孫より届きし渋皮煮ひとり食みつつ幼き日憶う

くれないのドレスを纏う羊雲姿変えつつ夕空に遊ぶ

戦争をせぬ国日本この誇り忘るべからず百年先も

指差して父が教えし北極星見えずなりたり森ふくらみて

真っ白な山茶花ひと枝玄関に活けたる朝の心満ちたり

平穏に過ぎゆく日日の幸せを今日も信じて菊を活けをり

明日も又いい日とならん夕空に映ゆる遠富士見つつ圃場を歩む

脳トレの広告を手にして思う近頃の我もの忘れ多し

走りゆく空の彼方にくっきりと白き衣の富士は美し

下総の山並み今日は冬晴れし間遠くなりし祖の郷思う

人生の並木路をば歩みきて感慨深し我が七十余年

艶やかに咲きたる菊のかおり立ち夕日浴びつつ秋遠ざかりゆく

ぬかるみをならして一時間遅れ君小最後の運動会始まる

あたふたと準備に追われ短歌会秀歌集めてわが歌詠めず

足病みて亡き師の事を思い出す広き干拓歩みしと言う

母親のひざに抱かれて吾の目と会いてはかくるる幼のえくぼ

たわわにと実れる柿に鳥が食む捥ぐ人もなく飽食の今

も

朝摘みのブルーベリーはふつふつと香り放ちてジャム煮詰まりぬ

および記念品が贈呈されました。３名
大根は甘酢に漬けて旬を食む夫音立てて朝餉のはずむ

敢闘賞：永長浩明
勝利監督賞：宮崎勝矢
市長杯ママバレー

10 月 25 日、江戸崎体育館で市長杯マ

マさんバレーボール大会が開催されま
した。日頃の練習成果を発揮され、白

吉田多嘉子（伊佐部）

矢崎健一（古渡）

根本冨貴子（田宿）

柴崎文子（町田）

諸岡静江（伊佐部）

諸岡ふじ枝（結佐）

小泉實（福田）

坂本弥太郎（幸田）

根本邦子（押砂）

板橋道子（福田）

川村とみ（堀川）

吉田テル（伊佐津）

岡野千恵子（伊佐津）

宮渕敏江（下太田）

椎木道代（柴崎）

篠田すい（下太田）

山口須美子（上君山）

山本彰治（高田）

松本静子（西町）

坂本緑（鳩崎）

財部睦美（光葉）

雨宮美世志（高田）

賞：宇津木裕也

MVP
▽優勝：エンゼルウィングス

開催されました。
矢崎健一（古渡）

氏、大徳健二氏に 30 年勤続の感謝状

短歌

３位：

月４日と 18 日の２日間、新利根、桜川

大会結果

茨城県青少年相談員研修大会及び記念

員研究協議会」において、全国スポー
青少年相談員とは、青少年を取り巻
されました。

県内各地区の活動事例発表や講演会が

青少年相談員表彰

スポーツ推進委員表彰
されてきた根本勝子さんが、第 45 回

青少年の主張大会

この他、研修大会では、更なる活動
げました。

Life education

育成のために活動しています。
による演奏も披露され、会場を盛り上

く様々な環境のなか、非行防止と健全
また、今年は江戸崎中学校吹奏楽部

生涯学習

れていました。

やまびこもまた楽しかり紅葉山

も素晴らしいものとなりました。

arts and literature

標や、日常生活のなかで感じたことな

俳句

16
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小中高校生 14 名が自分の将来の目

ツ推進委員連合から、市スポーツ推進

委員の富澤富生氏に功労者、椎木利夫

クラカレ

JANUARY
S

M

1月
F

S

						 1

2

3

4

T W
5

6

T
7

8

各種相談

9

法律相談

教育相談

17 18 19 20 21 22 23

法律に関わる相談に弁護士がお答えします。予約制。

いじめ、不登校、友人関係など児童生徒に関する教育問題

24 25 26 27 28 29 30

▽日時：江戸崎庁舎＝１月 19 日（火）／新利根庁舎＝ 20

全般に、市教育相談員が面接や電話でお答えします。

31

日（水） ▽予約受付＝１月 12 日（火）定員各６名

▽日時：月〜金曜（祝日を除く）午前９時〜午後５時

日曜開庁（午前のみ）
：■

●稲敷市総務課（江戸崎庁舎）tel.029-892-2000（内線

●稲敷市教育相談室（新利根庁舎）tel.0297-87-0121

閉庁日：赤字

2209）

10 11 12 13 14 15 16

暮らしのカレンダー

教育相談

家庭教育相談

心配ごと・行政・人権相談

健康医療
休日診療当番医
休日に医療機関がお休みでお困りの方、急病になられた方
はご利用ください。変更になる場合があります。診療前に
ご確認ください。

茨城県救急医療情報システム

①心配ごと、②行政、③人権の合同相談会です。

相談を面接でお受けします。予約制。

▽日時：桜川分庁舎＝１月７日（木）／江戸崎公民館＝１

▽日時：２月 12 日（金）、23 日（火）午前10時〜午後４時

月21日（木）／東分庁舎＝２月４日（木）／ふれあいセン

▽場所：公民館、生涯学習センターなど

ター＝ 2 月 18 日（木）▽時間：午後1時30分〜4 時

●稲敷市生涯学習課（新利根庁舎）tel.0297-87-3439

医療機関の検索、休日診療当番医、小児輪番など情報が検

①心配ごと相談＝日常生活の諸問題について弁護士が相談

索できます。毎日 24 時間対応

に応じます。予約制。▽申込：稲敷市社会福祉協議会tel.029-

※ 稲敷地域小児救急輪番医も確認できます。

892-5711

県救急医療情報コントロールセンター tel.029-241-4199

す。▽問合せ：稲敷市総務課（江戸崎庁舎）tel.029-892-

に関する相談に、家庭相談員が面接や電話でお答えします。

●県救急医療情報システムhttp://www.qq.pref.ibaraki.jp/

2000（内線 2209） ③人権相談＝人権に関する相談に人

▽日時：月〜金曜（祝日を除く）／午前 9 時〜午後 4 時

権擁護委員などがお答えします。▽問合せ：稲敷市人権推

●稲敷市家庭児童相談室（新利根庁舎）tel.0297-87-3247

進室（新利根庁舎）tel.029-892-2000（内線 3300）

児童相談所「189 番」
（いちはやく）

精神保健相談

▽時間：午前９時〜午後４時

こころの相談

12 月

こころの健康、悩み、病気についての相談を精神保健福祉

江戸崎眼科（佐倉）tel.029-892-0262

臨床心理士の先生が、子育てに関する悩みや発達障がいの

②行政相談＝行政に関する相談を受け付けま

24 時間体制で児童虐待や子育ての相談を受け付けていま

労務関係無料相談会

●稲敷市社会福祉課（新利根庁舎）tel.029-892-2000（内

市内の企業や従業員の方を対象に、労使関係トラブルに関

線 3200）

する無料相談行います。社会保険労務士がお受けします。

竜ケ崎保健所精神クリニック

▽日時：1 月 26 日（火）、２月 23 日（火） ▽場所：江戸崎

31 日（木）かたやま耳鼻咽喉科
（阿見町）tel.029-887-3349

家に閉じこもっている、眠れないなど困ったことはありま

公民館

１月

せんか？専門医や保健師が相談に応じます。予約制。

●稲敷市商工観光課（東庁舎）tel.029-892-2000（内線

▽日時：１月６日（水）午後 3 時〜／ 19 日（火）午後 2 時〜

5604）

／２月３日（水）午後 3 時〜／ 16 日（火）午後 2 時〜

いばらき就職支援センター出張相談

角崎クリニック（中山）tel.0297-87-6030
30 日（水）はたかわ医院（美浦村）tel.029-885-2358
ゆはらクリニック（古渡）tel.029-894-2002
宮本病院（幸田）tel.0299-79-2114

１日（金） 美浦中央病院（美浦村）tel.029-885-3551
いわき内科クリニック
（西町）tel.029-875-5100
２日（土） しんクリニック（阿見町）tel.029-875-5686
江戸崎眼科（佐倉）tel.029-892-0262
３日（日） 市川ファミリークリニック
（阿見町）tel.029-843-3301
宮本病院（幸田）tel.0299-79-2114
10 日（日）森脇整形外科（阿見町）tel.029-843-7888
いなしきクリニック
（蒲ケ山）tel.029-892-3372
11 日（月）あみ小林クリニック
（阿見町）tel.029-888-2200
鈴木クリニック（沼田）tel.029-892-3640
17 日（日）阿見第一クリニック
（阿見町）tel.029-887-3511
古橋医院（西代）tel.0299-78-3770
24 日（日）おおさわ眼科（阿見町）tel.029-843-7272
佐倉クリニック
（門前第 2）tel.029-892-7011

▽場

養護、虐待、非行、育成、心身障がいなど、乳幼児から児童

児童相談所の全国共通ダイヤル。
「189 番」
（いちはやく）

就職労務相談

士がお受けします。予約制。

27 日（日）さかえ医院（阿見町）tel.029-888-2662

家庭児童相談

す。少しでも
「虐待かも」
と思ったら、
迷わずご相談ください。

▽時間：午前 9 時 30 分〜正午

▽申込：予約制

その他
生活相談

所：竜ケ崎保健所

県では、いばらき就職支援センター出張相談を行います。

●竜ケ崎保健所保健指導課 tel.0297-62-2367

就職相談、内職相談、適正診断など、就職全般に関する相談。

隣保館の設置されていない地域の生活や人権などの問題に

▽日時：１月 20 日（水）、２月 17 日（水）午前 10 時〜午後

ついて、専門の相談員が応じます。

３時

▽日時：毎週水曜日（祝日を除く）午前９時〜 11 時 30 分

献血

▽場所：稲敷合同庁舎

血液が不足しております。献血にご協力をお願いします。

●県南地区就職支援センター tel.029-825-3410

▽場所：新利根庁舎、小角地区公園管理棟

１月 16 日（土）▽時間：①午前 10 時〜正午

若者就労相談

●稲敷市人権推進室（新利根庁舎）tel.029-892-2000（内

いばらき県南若者サポートステーションでは、15 歳〜 39

線 3300）

30 分〜４時

②午後１時

▽場所：江戸崎ショッピングセンターパン

プ

歳までの若者を対象とした就労支援相談を行っています。

１月 20 日（水）▽時間：①午前 10 時 15 分～ 11 時半
場所：桜川保健センター
時

▽場所：江戸崎庁舎

▽

▽時間：②午後１時 30 分～４

▽日時：１月 14 日（木）、２月 12 日（金）午後１時〜４時
▽場所：江戸崎公民館

▽申込：実施日の３日前まで

納税カレンダー
1月

●いばらき県南若者サポートステーション tel.029-893-

市県民税：4 期

3380

▽納期限：2 月 1 日（月）

後期高齢者医療保険料：7 期

31 日（日）なるしま内科医院
（阿見町）tel.029-869-4820
19
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広報稲敷１月号
広報稲敷 12 月号

平成 28 年 1 月 10 日から
日曜開庁始めます

No.130
No.130

300-0595
3277 3277
300-0595
平成 27 年 12 月 25 日発行
︵
︶ fax.029-892-0906
（2400
） fax.029-892-0906
平成 27 年 12 月 25 日発行 tel.029-892-2000
tel.029-892-2000
2400

開 庁

open agency time

時 間

稲敷市役所江戸崎庁舎
午前８時 30 分から正午まで
☎ 029-892-2000

１月
の開庁

住民票などの証明書発行を中心に実施します。取扱う業務が
限られていますので、事前に担当課へお問い合わせください。
※日曜開庁に伴い、木曜日の延長業務は終了します

①証明書などの発行業務

17 日
24 日
31 日

②税金などの収納業務

市民課

・出生・死亡・婚姻・離婚・転籍などの届書の受領、埋火葬
許可証の交付など
・戸籍・除籍全部（個人）事項証明書、改製原戸籍謄（抄）本、
戸籍の附票・身分証明書の交付など
・住民票の写し、軽自動車税用住所証明書、住民票記載事項
証明書、印鑑登録・印鑑登録証明書の交付など＊１
・パスポートの交付＊２

税務課、納税課
・市県民税、固定資産税、軽自動車税
保険年金課
・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料
高齢福祉課
・介護保険料
危機管理課
・県民交通災害共済掛金

税務課

・課税（所得）証明書の交付、非課税証明書、納税証明書の交
付など

子ども家庭課
・保育料＊３
水道課、下水道課

政策企画課

・水道料金、下水道料金、下水道負担金（分担金）＊３

・タクシー利用券の交付（本人のみ）

都市計画課

危機管理課

・公営住宅使用料＊３

・県民交通災害共済加入受付
＊ 1 広域交付住民票の交付、電子証明書の申請、個人番号
カードの交付は取り扱いできません。
＊ 2 パスポートの申請はできません。

人口のうごき
人口のうごき
12月月11日現在
日現在
12

●人口
●人口

10 日

43,030人人(-16)
(-16)
43,030

男性21,330
21,330人人
（-14）
男性
（-14）
女性21,700
21,700人人
（-2）
女性
（-2）

●世帯数 14,878
14,878世帯
世帯(5)
(5)
●世帯数
※※かっこ内は前月比
かっこ内は前月比

建設課
・公共物使用料、市道占有料＊３
＊３納付書持参の場合のみ。

編集後記
編集後記
▽広報稲敷が、県広報コンクールの広報紙の部にノミネートされました。
▽
イェ〜イ！県 HP 上に投票ページがあります。抽選で奥久慈ベークドチー
ズケーキが当たりますので、皆さまの清き一票をお願いします。
（G4 出）
▽ウマイモンアンケート結果速報です。今回は圧倒的に「焼きそばに紅シ
ョウガは必要」という結果が出ました。私個人としては紅ショウガはお口
直しにちょうどいいと思っています。
（ウマイモンの応募ハガキを毎回楽
しみにしている H 人）
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