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　マイナンバーカードを申請したいと思っていても、顔写真を用意するのが面倒だったり、そもそも申請が
よくわからないという方のために、住民課では専用のタブレットを用いた申請補助サービスを行っています。
　顔写真の撮影とカードの申請を職員がお手伝いしますので、簡単にマイナンバーカードの申請ができます。
手数料は初回無料です。
　身分証明書として使用するほか、住民票や印鑑登録証明書をコンビニエンスストアで取得できたり、健康
保険証として使うこともできるマイナンバーカードを作ってみませんか。
◆受付場所　住民課（役場１階）
◆受付日時　
＊平日　9：00 ～ 16：30
＊臨時開庁日　8：30 ～ 11：45

　　　　　　
　※臨時開庁日については事前予約制になります。
◆持ち物
＊マイナンバーカード交付申請書兼電子証明書申請書
　（お持ちでない方は再発行します）
＊本人確認書類　（運転免許証、パスポート、健康保険証、在留カード等）

◎受け取りについて
申請してからマイナンバーカードが出来上がるまでに 1 カ月程度かかります。
マイナンバーカードができた旨の通知が届いたら、申請者ご本人が受け取りに
お越しください。
【申請補助に関すること】　住民課　電話 81-1303

　【マイナポイントに関すること】　情報システム室　電話 81-1300

マイナンバーカードの申請をお手伝いします

最大 20,000 円分のマイナ
ポイントがもらえます！！
※マイナポイントを受け取
るには、マイナンバーカー
ドを使って、マイナポイン
トの申込みを行う必要があ
ります。

　令和 4 年
8 月14 日（日） ９月11日（日） 10 月９日（日）

11 月 13 日（日） 12 月 11 日（日）
　令和５年

１月８日（日） ２月12 日（日） 3 月12 日（日）

◆深夜外出の制限
青少年は午後 11 時から翌日午前４時までの間、外出が制限されています。
保護者の方も深夜外出させないように努めましょう。
◆ SNS の適切な利用
SNS で知り合った人と会ったり、自画撮り画像や個人情報を送らないようにしましょう。
保護者の皆さんはフィルタリング設定をご利用ください。
◆薬物乱用防止
大麻、覚醒剤等は依存性が高く、違法有害です。
誘われても断る、逃げる、使用しないなど勇気をもって行動することが大切です。

境警察署生活安全課　電話 86-0110

青少年の夏休みにおける犯罪被害防止

犯罪被害防止に
努めましょう
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　新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、保険税（料）が減免となります。
申請にあたっては、減免申請書や収入等申告書等の提出が必要となります。
　申請期限は、令和 5年 3月 31日（金）です。
◆減免対象者

※�主たる生計維持者とは、国民健康保険税の場合は原則として世帯主、後期高齢者医療保険料・介護保険料
の場合は同世帯の生計を主として維持する方となります。
◆��保険税（料）の減免額
　減免対象保険税（料）額（A× B／ C）に減免割合（D）をかけた金額です。
※�主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合（D）
は 10分の 10となります。
※減免対象となる保険税（料）は、納期限が令和 4年 4月１日から令和 5年３月 31日までの分です。
◎国保税・後期保険料の計算方法
Ａ�世帯の被保険者全員について算定した保険税（料）額
Ｂ�主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる
　�前年の所得額
Ｃ�主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の
　�合計所得金額
Ｄ�合計所得金額に応じた減免割合

◆申請書等はホームページに掲載しています。郵送もしますので、下記までご連絡ください。
�【国民健康保険税について】税務課　電話 81-1302　
　　【後期高齢者保険料について】保険年金課　電話 81-1306　
　　【介護保険料について】介護福祉課　電話 81-1323

◎介護保険料の計算方法
Ａ�第一号被保険者の保険料額
Ｂ�主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に
　�かかる前年の所得額
Ｃ�主たる生計維持者の前年の合計所得金額
Ｄ�合計所得金額に応じた減免割合

210万円以下 全部 (10 分の 10)

210 万円超 10分の 8

国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の被保険者の皆さんへ

減免割合 判　定　基　準

全額免除 主たる生計維持者※が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方

一部免除

主たる生計維持者※の収入減少が見込まれ、次の①～③を満たす世帯の方
①�事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入の収入種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に
比べて 10分の 3以上減少する見込みであること
②前年の所得の合計額が 1,000 万円以下であること（国保・後期のみ）
③収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が 400万円以下であること

300万円以下 全部 (10 分の 10)

400 万円以下 10分の 8

550万円以下 10分の 6

750万円以下 10分の 4

1,000 万円以下 10分の 2
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児童扶養手当と特別児童扶養手当のご案内

令和 4年 4月～

本体額
全部支給 43,070 円
一部支給 10,160 円�～�43,060 円

第 2子加算額
全部支給 10,170 円
一部支給 5,090 円�～�10,160 円

第 3子加算額
全部支給 6,100 円
一部支給 3,050 円�～�6,090 円

◎児童扶養手当
　母子及び父子家庭（ひとり親家庭）の生活安定と、
児童の健やかな成長のために支給される手当です。
◆対象児童　次のいずれかに当てはまる 18 歳に
達する日以後、最初の 3 月 31 日までにある児童
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡もしくは生死が不明な児童
・父または母が政令で定める障がいのある児童
・父または母が 1 年以上遺棄している児童
・ 父または母が裁判所からＤＶ保護命令を受けた

児童
・父または母が 1 年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで生まれた児童
・母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
※ 父母または養育者が、公的年金を受けている場

合でも、年金額が児童扶養手当より低い方は、
差額分を支給されることがあります。詳しくは、
問合せください。

◆手当額（月額）

級 金　額
1  52,400 円      　     　
2  34,900 円

＜手続きをお忘れなく＞
　児童扶養手当及び特別児童扶養手当は、支給要件に
あてはまる場合でも請求をしないと受給できません。
※所得による制限があります。また、すでにこれら手
当を受給されている方は、個別に案内を送付しますの
で、8月末日までに現況届を必ず提出してください。
現況届を提出しないと、8月分以降の手当が受けられ
なくなりますので注意してください。

◎特別児童扶養手当
　心身に障がいのある児童を養育する父母または養育
者に対して支給される手当です。
◆対象児童　次のいずれかにあてはまる 20歳未満の
児童
・�身体障害者手帳の等級が、1級、2級、3級程度に
あてはまる児童（内部障がいは例外があります）

・�療育手帳の判定が、Ⓐ、Ａ、Ｂ程度の知的障がいが
ある児童

・�精神障害者保健福祉手帳の等級が、1級、2級程度
の精神障がいがある児童
※�手帳を所有していなくても、障がいの程度によって
要件にあてはまる場合があります。詳しくは、問合
せください。

・支給額　児童 1人につき月額

【児童扶養手当について】　子ども未来課　電話 81-1301
【特別児童扶養手当について】　社会福祉課　電話 81-1305

　補助金交付の対象となるブロック塀等は、通学路等として利用されている道路に面していて、道路面から
の高さが 80㎝を超える部分が含まれるものとなります。また、町で作成した安全チェックシートにて危険
と判断されたものとなります。詳しくは町のホームページにて掲載していますのでご確認ください。
◎補助金の申請方法
　町都市計画課の窓口またはホームページにある申請書（境町危険ブロック塀等撤去補助金交付申請書）に
必要事項を記入し、申請書に記載されている必要書類を添えて、町都市計画課の窓口にて申請手続きをして
ください。補助金の交付の対象となるか、また事業の詳細について
確認したい方は町都市計画課へご相談ください。
◆募集期間　８月１日（月）～ 10月 31日（月）
◆募集件数　5件（先着順で定数になり次第終了）
◆補助金額　上限 10万円（撤去費に係るものに限る）
都市計画課（役場２階）電話�81-1311

危険なブロック塀等の撤去費用について補助をします

　町ではブロック塀等の倒壊による事故防止を目的として、令和２年度に町内の通学路に面している
ブロック塀等の点検を実施したところ、危険性が高いと判断されたものが 117 件ありました。また、
基準に満たないブロック塀も多数確認されています。そこで点検結果を基に危険なブロック塀等と判
断された塀の撤去工事費に対して補助金を交付します。
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日　程 場　　所

8 月 2 日（火） コミュニティーホームあさひが丘 交流
スペース

8 月10 日（水）、25 日（木） 伏木文化センター
8 月 17 日（水） ふれあいの里

8 月 18 日（木） 社会福祉協議会
8 月 24 日（水） 境町研修センター（境町商工会館となり）

◆対象　境町在住の 60 歳以上の方
◆定員　各日 10 名程度（先着順）
  ◆時間　10：00 ～ 11：30
◆申込方法　電話または窓口にて受付
※新型コロナウイルス感染症の状況に
よって中止となる場合があります。

介護福祉課　電話 81-1323
※自宅での体温測定

（37.5℃以下）、マス
ク着用、上履き、タ
オル、飲み物を持参
ください。

参加者の皆さんへ

シルバーリハビリ体操教室のご案内 参加費
無料

◎体力測定
　握力や歩行能力、柔軟性、バランス能力等の 5 種目を測定します。
自分の体について知るきっかけとして参加してみませんか。

日　程 場　　所
8 月 4 日（木） 社会福祉協議会

　里親制度に関心のある方のお
申込みをお待ちしています。
◆日時　８月 27 日（土）
　　　　10：00 ～ 12：30
◆会場　つくば香風寮
　　　　（地域交流スペース）
◆内容　里親制度の説明、里親
さんの体験談
◆参加費　無料
◆参加方法　①会場参加②オン
ライン参加③動画参加（後日）
※動画参加については、後日つ
くば香風寮の YouTube チャン
ネルにて期間限定公開をします。
◆定員　30 名（会場参加）
◆申込方法　電話、メール、QR
コード
◆締切　8 月 20 日（土）まで

つくば香風寮
　　（つくば市高崎 802-1）
　　担当　増子、國松
　　電話 080-8434-3329
メール fostercare.kidskohoo
　　　@doujinkai.or.jp

　経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合、申請により全額免除、一部免除または納
付猶予となる制度があります。
　免除された期間は、国民年金の受給資格期間に算入されるとともに、老齢基礎年金受給額の一部に反映さ
れます。ただし、納付猶予の場合、受給資格期間の算入のみとなり、受給額には反映されません。
　免除・猶予申請の年度は７月から翌年６月までとなります。
　令和４年度分の免除・猶予申請については、７月１日（金）から受付しています。
◆必要書類
＊年金手帳
＊失業したことにより申請する方は、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写し
◆申請方法　必要書類を持参し、役場保険年金課で申請
※年金についてのご相談は、ねんきんダイヤル（電話 0570-05-1165）へ
　問合せください。
保険年金課　電話�81-1306

国民年金保険料　一般免除制度のご案内

令和 4年度第 1回里親制度
説明会を開催します

申込QR
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◆日時　８月７日（日）13：00 ～ 17：00（受付 12：40 ～）
◆場所　古河市中央公民館（古河市下大野 2248）
◆対象・定員　独身成人男女、その親族　10 名
◆申込方法　電話にて申込み※予約制・先着順
◆受付日時　７月 25 日（月）～８月３日（水）12：00 ～ 19：00
◆持ち物　身分証明書、公開プロフィールカード作成を希望される方は写真（L 判）
◆後援　境町、古河市、（一社）いばらき出会いサポートセンター
※相談費用・登録料などは一切かかりません。
※県外にお住まいの方の相談も受け付けます。

いばらきマリッジサポーター県西地域活動協議会（電話受付時間 12：00 ～ 19：00）
　　電話 090-1100-1316（野口）、　電話 090-6122-5677（長屋）

◆第一次試験日　9 月 18 日（日）
◆受付期間　7 月 1 日（金）9：00 ～ 8 月 12 日（金）17：00 まで
※インターネットによる電子申請のみの受付となります。
※新型コロナウイルスの影響等により試験日程が変更となる場合があります。
※詳しくは境警察署ホームページを参照、または境警察署まで問合せください。
　ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/station/sakai/

境警察署　警務課　電話 86-0110

試験区分 受　験　資　格

 警察官 A（男性・女性）
（大卒程度）平成元年 4 月 2 日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（短期大学を除く）
を卒業した人、もしくは令和 5 年 3 月 31日までに卒業見込みの人または人事委員会がこれ
と同等と認める人

 警察官Ｂ（男性・女性） 平成元年 4 月 2 日から平成 17 年 4 月１日までに生まれた人で、上記警察官Ａの受験資格（学
歴区分）に該当しない人

茨城県警察官募集のご案内

令和 4年度国税庁経験者採用試験（国税調査官級）を募集します

　国税局や税務署において、税のスペシャリストとして働く職員（国家公務員）を募集します。
◆受験資格　令和４年４月１日において、大学等（短期大学を除く。）を卒業した日または大学院の課程等
を修了した日のうち最も古い日から起算して８年を経過した方
◆採用人数　約 50 名※全国のいずれかの国税局（所）管内に採用となります。　
◆試験日及び合格発表日

試　験　日 合格発表
一次試験 10月２日（日） 一次試験合格発表 10月27日（木）9：00

二次試験 11月５日（土）、６日（日）、12日（土）
または13日（日）で指定する１日 二次試験合格発表 11月30日（水）9：00

三次試験 12月上旬または中旬で指定する１日 最終合格発表日 12月22日（木）9：00

◆申込方法　【原則】インターネット申込み　https://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
◆受付期間　7 月 25 日（月）9：00 ～ 8 月 15 日（月） ※受信有効

＜インターネット申込みに関する問合せ＞
　人事院人材局試験課　電話 03-3581-5311　内線 2333（9：00 ～ 17：00）
　＜上記以外の問合せ＞
　関東信越国税局人事第二課試験係
　電話 048-600-3290　内線 2097（9：00 ～ 17：00）
　※発信音のあと内線番号を押してください。
　※どちらも土・日・祝は除く

人事院
採用情報 NAVI

税�務�署

結婚相談会のご案内
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◎無料 Web セミナー
◆日時　8 月 6 日（土）
13：30 ～15：45（受付 13：00）
◆開催形態　ZOOM
◆内容　相続遺言の基礎と相続登記義務化について　 
　　　　 自筆証書遺言書保管制度について
◆申込方法　上記 QR コードか茨城司法書士会
ホームページから要事前登録

　ごみの減量や資源の再利用を目的に、修理した自転車を抽選で販売
します。
◆販売対象者　境町、五霞町、坂東市、古河市在住の 18 歳以上の方
◆販売車種　一般自転車、折りたたみ自転車、子ども用自転車など
◆販売台数　100 台程度
◆販売価格　1 台 1,000 円～ 3,000 円（1 世帯 1 台）
◆ 販売方法　 さしまクリーンセンター寺久リサイクルプラザに来館

し、申込書に必要事項を記入のうえ申込み
◆申込期間　８月 22 日（月）～ 28 日（日）
　　　　　　※ 9：00 ～ 16：30
◆抽選日　８月 31 日（水）9：30 ～
※当選した方には、通知書を郵送しますので、引取りにお越しください。
※電話、インターネット、代理による申込みはできません。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により日程の変更または中止とな

る場合には、ホームページ等でお知らせします。
※不明な点は問合せください。

リサイクル自転車を展示・販売します

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下の内容にご
協力をお願いします。
①入館滞在者数を最大 10 組までに制限します。
② 来館の人数は少人数にし、他の来館者との距離を十分に取っ

てください。
③来館時の手指の消毒をお願いします。
④入館の際には住所・氏名を記入してください。
⑤マスクの着用をお願いします。
⑥検温にご協力ください。
⑦体調がすぐれない方の入館はお断りさせていただきます。
⑧申込み後は速やかに退館をお願いします。
⑨ 4 名以上でのエレベーターの利用は禁止させていただきます。

さしまクリーンセンター寺久　リサイクルプラザ
　電話 0297-20-9980
　ホームページ
　https://www.sashimakankyou.or.jp/

来館される皆さんへ

　膝痛でお悩みの方々へ向けた
膝健康教室を開催します。
　「変形性膝関節症について知り
たい」、「今はまだ痛みは強くなくて
も、これから痛みが強くならない
よう予防したい」、「膝が痛いので、
適切な治療を行いたい」など、ど
なたでもお気軽にご参加ください。
◆日時　8 月 7 日（日）
　10：30 ～11：30（予定）
◆定員・参加費　30 名程度 無料
◆対象者　境町及び近隣在住の方
◆申込方法　電話または窓口受付

（8：30 ～17：30）
※送迎が必要な方については、事
前申込みの際に伝えてください。
適宜対応します。

医療法人駿仁会
　　介護老人保健施設  夢彩の舎
　　（境町若林 2269-1）
　　電話 0280-33-7300

介護老人保健施設
「夢彩の舎」より
膝痛予防・改善教室のご案内

　参加者の皆さんへ（お願い）
① 新型コロナウイルス感染予

防のため、ご自宅で検温の
うえ、来場ください。

②  37.5℃以上の方、体調の
すぐれない方は参加をお
控えください。

③マスクを着用ください。
④ 上履き、タオルを用意して

ください。（飲み物は当施
設にて提供します）

※今後の新型コロナウイルス
感染状況により、開催が中止
となる場合があります。予め
ご了承ください。

茨城司法書士会　司法書士制度150周年記念事業

◎全国一斉『遺言・相続』無料相談会
◆日時　8 月 7 日（日）10：00 ～16：00
◆相談手法
①対面相談　会場：茨城司法書士会館
　　　　　　（水戸市五軒町一丁目 3 番 16 号）
　　　　　　※上記 QR より要事前予約
②電話相談　相談先番号：0120-33-9279 ※予約不要
③Ｗｅｂ相談　ZOOM ※上記 QR より要事前予約

茨城司法書士会　電話 029-225-0111
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子育て支援 8月のご案内

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

お：自由開放日
ひ：園庭開放日
は：自由開放日
い：★自由開放日
キ：自由開放日
　　プール遊び
ゆ：★野菜スタンプ

お：★手形足形
　　フラワーアート　　　 
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★お祭りごっこ
キ：自由開放日
　　プール遊び
ゆ：★野菜スタンプ

お：★栄養士さんと手作り　　
　　おやつとおしゃべり会
　　自由開放日 (午後のみ)
は：自由開放日
い： ★お祭りごっこ
キ：自由開放日
　　プール遊び
ゆ：園庭開放日

お：★手形足形
　　フラワーアート　　　 
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★自由開放日
キ：自由開放日
　　プール遊び
ゆ：★水遊び

お：自由開放日
は：自由開放日
い：★自由開放日
キ：自由開放日
　　プール遊び
ゆ：★新入園児
　　見学ツアー

休

7 8 9 10 11 12 13

休

お：自由開放日
ひ：園庭開放日
は：自由開放日
い：★自由開放日
キ：自由開放日
　　プール遊び
ゆ：★パラバルーン　　 
　　遊び

お：★手形足形
　　フラワーアート　　　 
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★色水遊び
キ：自由開放日
　　プール遊び
ゆ：★パラバルーン　　 
　　遊び

お：自由開放日
は：自由開放日　　　　　　
い： ★色水遊び
キ：自由開放日
　　プール遊び
ゆ：★水遊び

山の日

お：自由開放日
は：自由開放日
ゆ：園庭開放日

休

14 15 16 17 18 19 20

休

ゆ：園庭開放日 ゆ：園庭開放日 お：自由開放日
は：★カレンダー作り
　　＆感触遊び
キ：自由開放日
　　プール遊び
ゆ：園庭開放日

お：★手形足形
　　フラワーアート　　　 
　　自由開放日
は：自由開放日
キ：自由開放日
　　プール遊び
ゆ：★身体測定
　　看護師さんのお話
　（熱中症・あせも対策）

お：自由開放日　
は：自由開放日
い：★自由開放日
キ：自由開放日
　　プール遊び
ゆ：★身体測定

い：
自由
開放日

21 22 23 24 25 26 27

休

お：自由開放日
ひ：園庭開放日
は：自由開放日
い：★自由開放日
キ：自由開放日
　　プール遊び
ゆ：★新入園児見学　　　　　　　 
　　ツアー

お：★手形足形
　　フラワーアート　　　 
　　自由開放日
は：自由開放日
い：★いずみサロン
　 （身長・体重測定）
　　バースデーカード作り
キ：自由開放日
　　プール遊び
ゆ：★水遊び

お：自由開放日
は：★カレンダー作り
　　＆感触遊び
い：★いずみサロン
　 （身長・体重測定）
　　バースデーカード作り
キ：自由開放日
　　プール遊び
ゆ：★新入園児見学　　　　　　　 
　　ツアー

お：★手形足形
　　フラワーアート　　　 
　　自由開放日
は：自由開放日
い：★いずみサロン
　 （身長・体重測定）
　　バースデーカード作り
キ：自由開放日
　　プール遊び
ゆ：★足形アート

お：親子ビクス
　　自由開放日
は：自由開放日
い：★自由開放日
キ：身体測定
　　寒天遊び
ゆ：園庭開放日

休

28 29 30 31

休

お：自由開放日
ひ：園庭開放日
は：自由開放日
い：★足形でうさぎ　　 
　　さんを作ろう
キ：自由開放日
　　プール遊び
ゆ：★足形アート

お：★手形足形
　　フラワーアート　　　 
　　自由開放日
は：自由開放日
い：★足形でうさぎ　　 
　　さんを作ろう
キ：自由開放日
　　プール遊び
ゆ：園庭開放日

お：自由開放日
は：自由開放日
い：★足形でうさぎ　　 
　　さんを作ろう
キ：自由開放日
　　プール遊び
ゆ：★足形アート

　利用対象者は、就学前の子どもたちとその保護者で、費用は無料です。★要予約
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となる場合があります。事前に園へ問合せください。
お：おおぞら保育園　電話 87-0319　9：00～ 12：00・14：00～ 16：00
　　　7月 19日～予約開始。おおぞら保育園支援室で直接予約（電話予約不可）。
　ひ：ひまわり保育園　電話 87-1471　9：30～ 11：00
　は：はなぶさ保育園　電話 86-5535　10：00～ 15：00
　い：境いずみ保育園　電話 81-1126　10：00～ 12：00・13：00～ 16：00（午前 5組、午後 5組）
　　　8月 20日（土）の自由開放日は 9：30～ 11：30、13：30～ 15：30
　キ：キリスト愛児園　電話�86-5617　9：00～ 11：30
　ゆ：遊徳保育園　電話 87-2333�　9：00～ 14：00
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【医療機関】
◆西
茨城西南医療センター病院
（境町）電話�87-8111
◆友
友愛記念病院
（古河市）電話�97-3000
◆赤
古河赤十字病院
（古河市）電話�23-7111
◆古
古河総合病院
（古河市）電話�47-1010
※受診される際は、医療　
機関に必ず事前に電話で
ご相談ください。

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

西 西 西 西 赤 西

7 8 9 10 11 12 13

友 西 古 西 西 赤 西

14 15 16 17 18 19 20

友 西 古 西 西 赤 西

21 22 23 24 25 26 27

赤 西 古 西 西 赤 西

28 29 30 31

友 西 西 西

8 月夜間・休日小児二次救急輪番表

※当月分と翌月分の輪番表は境町のホームページで確認できます。
【輪番日・時間】月～土（18：00 ～ 23：00）
　　　　　　　日・祝日（9：00 ～ 16：00）
※日程が変更となる場合もあります。

【その他救急問合せ先】
◎茨城子ども救急電話相談
お子さんが急な病気などで心配なとき、様子を見ても大丈夫なのか不安なとき
　相談時間　365 日 24 時間
　電話番号　（プッシュ回線、携帯電話から）＃ 8000
　　　　　　（すべての電話）050-5445-2856
◎茨城県救急医療情報システム
茨城県救急医療情報システムのホームページ内にある

「小児輪番検索」から、休日や夜間の子どもの急病時
に対応している医療機関を探すことができます。　
ホームページ http://www.qq.pref.ibaraki.jp/
◎筑波メディカルセンター病院（つくば市）
実施時間外の小児救急受診　電話 029-851-3511
◎時間外薬局当番の情報はコチラから
古河薬剤師会ホームページ
https://kogayaku.org/rinban/

健康推進課からのご案内

◎育児広場
　お子さんの身長や体重を測り
たい、離乳食やその他、育児の
疑問やお悩みなどをお気軽にご
相談ください。
　なお、感染予防のため、今年
度の育児広場は、事前に電話で
の予約をお願いします。
◆日時　8月 12日（金）9：30
～ 11：30（11：00まで受付）
1 組あたり 30 分程度 8 組まで
（応募者多数の場合は抽選）
◆場所　境町保健センター
◆電話予約受付　
8月 1日（月）～ 8月 10日（水）
8：30～ 17：15
◎健康相談※予約不要
　体の健康についての相談に保
健師・管理栄養士が対応します。
　希望者には血圧測定、体脂肪
測定、尿検査を行います。
◎思春期相談※事前予約制
　思春期についての悩みや相談
に保健師が対応します。プライ
バシーは厳守されます。お気軽
にご相談ください。
◆日時　8月 18日（木）
　　　　9：30～ 11：00
◆場所　境町保健センター

健康推進課
　　（保健センター）
　　電話 87-8000

夏休み子ども福祉チャレンジ教室　参加者募集

　境町の災害について学ぶ（避難所体験等）・「横に動くエレベーター」自動運転バスの管理センター見学
◆日程　①８月 23日（火）
　　　　②８月 30日（火）
◆時間　9：00～ 12：00
◆集合場所　境町社会福祉会館
◆対象者　町内在住の小・中学生
◆定員　各先着 10名
◆予約受付　８月１日（月）～（定員になり次第締切）
◆参加費　無料
◆内容　自動運転バスに乗って、水害避難タワーを見学に行こう！
◆講師　境町役場防災安全課・（株）セネック・BOLDLY（株）
※今後の新型コロナウイルス感染拡大状況により、
　開催が中止になる場合があります。

境町社会福祉協議会　電話�87-2525

この事業は、町民の皆さん
から寄せられた、赤い羽根
共同募金の配分金が充てら
れています。　

→

ぜひ
ご参加
ください！


