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　令和４年９月から対面での相談を今までの第４木曜日に、第２木曜日
を加え月２回の実施になります。専門の相談員が町民の消費生活に関す
る問題やトラブルの早期解消に向けたお手伝いをします。
　秘密は厳守、相談は無料です。お気軽にご相談ください。
◆日時　第２・第４木曜日
　　　　10：00 ～15：00
※上記日程以外は電話等での相談となります。
◆予約日　相談日前日の 10：00 まで
◆場所　まちづくり推進課（役場４階）

まちづくり推進課　電話 81-1314

　町では、いつでも、どこでも、一人でもできる「シルバーリハビリ体操」の普及を進
めています。この体操を指導・普及啓発するボランティアとして、３級指導士の養成
を行います。自分自身の健康づくりにもなります。指導士として地域で活動しませんか？

◆収集期間　9 月 1 日（木）～ 9 月 18 日（日）
　　　　　　9：00 ～ 17：00（月曜日を除く）
◆収集物　洋服・帽子・靴・おもちゃ・子ども用雑貨・紙おむつ
　　　　　などの未使用品
※今回の収集は新型コロナウイルス感染症に配慮するため、未使用品
のみの収集になります。収集した子ども用品は後日バザーで販売予定
です。収益金は社会福祉協議会へ寄付されます。

子ども未来課　電話 81-1301
　キッズハウスさかい（S-WORK ＋ KIDS）電話 81-1222

S-WORK ＋ KIDS キッズハウスさかいで家庭に眠っている
子供用品（未使用品）を集めます！

　法務省と全国人権擁護委員連
合会は、「いじめ」や児童虐待な
ど子どもをめぐる様々な人権問
題解決を図るための人権相談活
動強化を目的として、全国一斉

「子どもの人権 110 番」強化週
間を実施し、悩みを持ったお子
さんや保護者の方からの相談に
応じます。秘密は守られますの
で、安心してご相談ください。
◆ 日時　８月 26 日（金）～９月

1 日（木）８：30 ～19：00
※土・日は 10：00 ～ 17：00
◆ 電話　0120-007-110
　　　 （全国共通フリーダイヤル）
※ 上記期間以外にも、平日 8：30 
～17：15 に上記電話番号で相談
ができます。
◆ 相談員　法務局職員・人権擁

護委員
　 水戸地方法務局・茨城県人権

擁護委員連合会
　電話 029-227-9919

全国一斉「子どもの人権
110 番」強化週間

境町消費生活相談日の増設について

ボランティアを始めてみませんか？シルバーリハビリ体操 3 級指導士養成講習会の受講者募集

◆対象者　① 50 歳以上で常勤の職に就いていない方
　　　　　②受講後、地域でボランティア活動ができる方
　　　　　③ 5 日間の全日程に参加可能な方
◆講義内容　シルバーリハビリ体操とそれに関わる筋肉や骨、関節等の解剖学・運動学など
◆受講料　無料※ただし、交通費・昼食代は各自負担
◆募集人数　20 名（先着順）
◆開催日及び会場　　【境町役場】10 月 24 日（月）
　　　　　　　　　　【境町社会福祉協議会】10 月 27 日（木）、31日（月）、11月 7 日（月）、10 日（木）
　　　　　　　　　　※講習時間は、9：00 ～ 16：00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◆ 申込方法　9 月 30日（金）までに電話または窓口にて申込み

介護福祉課　電話 81-1323
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　内閣府では、子育て家族やそれを支える地域の大
切さに関する「写真」を募集しています。あなたの
あたたかい気持ちを作品にして応募してください。
◆募集テーマ　①家族の絆（子育て家族の絆等） 
　　　　　　　②地域の絆（子育て家族を応援す
る地域の絆等） 
◆募集期間　9 月 12日（月）まで　 
◆表彰　募集テーマごとに最優秀賞１点、優秀賞
５点以内 
※応募方法など詳しくは内閣府「家族の日」「家
族の週間」ホームページをご覧ください。（ 「家族
の日」で検索または下記 QR から）
https://www8.cao.go.jp/shoushi/
shoushika/family/index.html

子ども未来課　電話 81-1301

◆日時　9 月 11 日（日）13：00 ～ 17：00
　　　　（受付 12：40 ～）
◆場所　五霞町役場（五霞町小福田 1162-1）
◆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　8 月 29 日（ 月 ） ～ 9 月 7 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、五霞町、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）

結婚相談会のご案内

地震への備えは大丈夫ですか？～昭和 56 年以前に建築された住宅を所有するみなさんへ～
　建物が地震の揺れに耐える能力のことを「耐震性能」といいます。
　昭和 56 年に建物の耐震基準（建築基準法）が大きく改正されました。昭和 56 年以前の旧耐震基準で建
てられた住宅は、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震などでも大きな被害を受けました。平成 28
年４月に発生した熊本地震における木造住宅の被害状況を調査したところ、旧耐震基準で建築した住宅は、
それ以降に建築した住宅の約４倍の倒壊・崩壊率であったことが報告されています。
　お住まいの住宅が十分な耐震性能を有しているかを調べるためには、耐震診断を実施する必要があります。
役場都市計画課では、耐震診断をされる方に対し、診断費用の補助を行います。この機会にお住まいの耐震
性能を調べてみましょう。
◆対象建築物（境町内で次の要件を満たす住宅の所有者）
　① 昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築確認を受けて建築された住宅で、階数が２階以下のもの
　　※ 昭和 56 年に建築基準法が改正され、現在の基準で建てられた建物より耐震性が劣るため。
　②在来軸組木造工法、伝統工法で建てられたもの
　　※ プレハブ、ツーバイフォー、丸太組工法等の住宅は対象外。
◆診断対象者（申請者）
　①診断対象建築物の所有者であること
　②町税等の滞納をしていないこと
　③過去にこの制度の耐震診断を受けていないこと
◆診断棟数　予定数３棟（先着順）
◆診断料　82,500 円のところ、自己負担 2,000 円で診断を受けられます。
◆募集期間　9 月 1日（木）～ 30日（金）※定数になり次第終了
◆申込方法　申込用紙に必要事項を記入し、役場都市計画課（役場 2 階）へ直接申込み
　※電話・FAX・郵送・E-mail による申込みは不可。
　※申込用紙は、役場都市計画課及び境町ホームページよりダウンロードもできます。

都市計画課　電話 81-1311

令和 4 年度　木造住宅耐震診断士派遣事業実施のご案内

「家族の日」作品コンクール について
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日　程 場　　所

9 月1日（木）、15 日（木） 社会福祉協議会

9 月 6 日（火）、20 日（火） コミュニティーホームあさひが丘 交流
スペース

9 月 14 日（水）、22 日（木） 伏木文化センター
9 月 28 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
※  8 月中の体操教室は中止となりま

した。９月以降についても感染状
況に応じて中止となる場合があり
ます。◎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
9 月 21 日（水） ふれあいの里

※ 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 参加費
無料

　ハンドメイドの自助具から最先端技術を活用したロボット介護機器
まで、福祉機器の今・未来をみて、さわってたしかめる！さらに多彩
なセミナー、イベントも実施されます！ぜひ、ご参加ください。
◆日程　10 月 6 日（木）
◆集合時間　8：30 出発
◆集合場所　文化村公民館東側駐車場
◆行き先　東京ビッグサイト
◆対象者　町内在住・在勤の方
◆定員　先着 20 名
◆参加費　無料（昼食は各自）
◆受付期間　9 月 1日（木）～（定員になり次第締切）
※今後のコロナウイルスの感染状況により、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

モデル：シルバーリハビリ体操　渡辺 喜代子 さん介護福祉課　電話 81-1323

目的：股関節周囲を柔らかくする

お足様お足様

股関節を手術している方は行
わないでください。股関節に
痛みのある方は、足をのせる
だけでも大丈夫です。体が前
方に傾きすぎず、後ろにも倒
れないようにしましょう。

ワンポイント

①片方の足を反対側の
足の上にのせます

②足首を両手で支える
ように右足を下から抱
えます。

動画でも見ることができます。YouTube 「茨城県立健康プラザ
シルバーリハビリ体操チャンネル」

③かかとをおへそにひきつけ
るように足を持ち上げます。
呼吸は楽にして、15 秒から
20 秒くらいその姿勢を保ちま
す。反対側も同様に行います。

シルバーリハビリ体操をシルバーリハビリ体操を
やってみよう！やってみよう！

　町では、境町に住民登録や本
籍のある方のうち事前に登録し
た方に対して、その方の住民票
の写し等を、本人の代理人や第
三者に交付した場合に、その交
付した事実を通知する「本人通
知制度」を導入しました。住民
票の写し等の不正請求及び不正
取得の抑止を図ります。
　事前登録の方法など、詳細は
問合せください。

住民課　電話 81-1303

本人通知制度を導入しました 国際福祉機器展　参加者募集
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◆持ち物　身分証明書（運転免許証等）、飲み物
◆申込方法　開催日の 2 日前までにホームページ、電話、FAX のいずれかで申込み
◆申込受付　火・金曜日　15：00 ～ 17：00
　　　　　　土・日曜日　10：00 ～ 16：00（月・水・木定休）
※キャンセルは必ずご連絡ください。
※ 前日・当日・無断キャンセルの場合は、キャンセル料1,000 円が発生します。
◆後援　（一社）いばらき出会いサポートセンター

NPO 法人　ベル・サポート境　
　　電話 87-7085 もしくは 090-3140-2580（倉持）　
　　FAX 33-8176   ホームページ http://www.bell-support.net

出会いパーティー参加者募集

・ マスクは必ず着用してく
ださい。

・ 飲み物は持参ください。
※ �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。

開催 日　時 場　所 対　象　者 参加費

第
1033

回

8 月 28 日（日）
14：00 ～ 16：00

（受付 13：15 ～）

下妻市千代川公民館　1 階
レストハウス

（下妻市鬼怒 230）

A コース　独身　男・女とも５名ずつ
　　　　　30 ～ 40 歳代の方

男性
3,000 円
女性
1,000 円

B コース　独身　男・女とも５名ずつ
　　　　　50 歳以上の方

　高エネルギー加速器研究機構 (KEK) は昨年、創設 50 周年を迎え、「加速器だから見える世界。」をキャッ
チコピーとして、新たな 50 年に向け動き出しました。加速器は宇宙・物質・生命など多岐多様な世界を見
せてくれます。
　KEK 一般公開では、普通の顕微鏡や望遠鏡では見えない、加速器という巨大施設だからこそ見える世界
をご紹介します。ぜひ「加速器だから見える世界。」をその目でご覧ください。本年はオンライン配信に加え、
感染症対策を取った小規模ツアー形式での現地見学ツアーを実施します。

【オンライン配信】　9 月 3 日（土）10：00 ～ 15：00（予約不要）
【現地見学ツアー】　9 月 4 日（日）9：00 ～ 16：00（完全予約制）
◆予約開始日　8 月 22 日（月）～（定員になり次第締切）
◆開催場所　高エネルギー加速器研究機構　つくばキャンパス（茨城県つくば市大穂 1-1）
※申込みなど、詳しくは一般公開特設サイト（URL または QR コードから）
　https://www2.kek.jp/openhouse/2022/

KEK 広報室　電話 029-879-6047

高エネルギー加速器研究機構（KEK）一般公開 2022「加速器だから見える世界ってどんな世界？」 参加費
無料

　違法ヤードは、盗難自動車を隠し解体などを行う施設で、自動車盗
犯罪の温床となっています。
※ヤードとは、高い鉄板などの塀で囲まれていて、自動車の解体を行
う施設をいいます。
　あなたの近所に次のような施設はありませんか？

　このような施設は、盗難自動車を扱う
違法ヤードの可能性があります。
　「あやしいな」「おかしいな」と思ったら、
警察への通報をお願いします。

境警察署 生活安全課　電話 86-0110

＊ 深夜・早朝に解体等の作業音がしている
＊ 廃倉庫や工場跡地に、自動車の車体や部品が放置されている
＊ 不特定の人や車両（乗用車、貨物車問わず）が頻繁に出入りし

ている
違法ヤードの発見に

ご協力をお願いします。

違法ヤードの発見にご協力を！



Sakai town newsSakai town news　　お知らせ版お知らせ版 5

子育て支援 9 月のご案内

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

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
ゆ：園庭開放日

お：足形うさぎさん
　　アート
　　自由開放日
は：自由開放日
い：★自由開放日
キ：★マナカフェ
ゆ：園庭開放日

休

4 5 6 7 8 9 10

休

お：足形うさぎさん
　　アート
　　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
ゆ：★敬老の日の
　　プレゼント製作

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
ゆ：★敬老の日の
　　プレゼント製作

お：足形うさぎさん
　　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
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
ゆ：★敬老の日の
　　プレゼント製作

お：足形うさぎさん
　　アート
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★自由開放日
ゆ：園庭開放日

休

11 12 13 14 15 16 17

休

お：足形うさぎさん
　　アート
　　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
ゆ：★プチ運動会

お：★手形足形
　　キーホルダー製作
　　自由開放日
は：自由開放日
い：★おじいちゃん
　　おばあちゃんへの　 
　　プレゼント作り
キ：自由開放日
ゆ：★プチ運動会

お：★手形足形
　　キーホルダー製作
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★おじいちゃん
　　おばあちゃんへの　 
　　プレゼント作り
キ：自由開放日
ゆ：園庭開放日

お：★手形足形
　　キーホルダー製作
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★おじいちゃん
　　おばあちゃんへの　 
　　プレゼント作り
キ：自由開放日
ゆ：園庭開放日

お：足形うさぎさん
　　アート
　　自由開放日　
は：自由開放日
い：★自由開放日
キ：★誕生会
ゆ：★身体測定

休

18 19 20 21 22 23 24

休 敬老の日

お：★手形足形
　　キーホルダー製作
　　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：身体測定
ゆ：★身体測定

お：親子ビクス
　　自由開放日
は：★カレンダー作り
　　＆エプロンシアター
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
ゆ：園庭開放日

お：★手形足形
　　キーホルダー製作
　　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
ゆ：園庭開放日

秋分の日 休

25 26 27 28 29 30

休

お：足形うさぎさん
　　アート
　　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
ゆ：★魚釣りごっこ

お：★手形足形
　　キーホルダー製作
　　自由開放日
は：自由開放日
い：★ママと作ろう！
キ：★講師の先生の
　　わらべあそび
ゆ：園庭開放日

お：★手形足形
　　キーホルダー製作
　　自由開放日
は：★カレンダー作り
　　＆エプロンシアター
い：★ママと作ろう！
キ：自由開放日
ゆ：★誕生会

お：★手形足形
　　キーホルダー製作
　　自由開放日
は：自由開放日
い：★ママと作ろう！
キ：自由開放日
ゆ：園庭開放日

お：足形うさぎさん
　　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
ゆ：★魚釣りごっこ

　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
　　　★手形足形フラワーアートの予約は終了しました。
　　　★手形足形キーホルダー製作は 8 月 22 日（月）から予約開始（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）
　キ：キリスト愛児園　電話 86-5617　9：00 ～ 11：30（マナカフェのみ 9：00 ～ 11：00）　　
　ゆ：遊徳保育園　電話 87-2333 　9：00 ～ 14：00
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◎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　9 月 15 日（木）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　
9 月 5 日（月）～ 9 月 13 日（火）

（平日のみ 8：30 ～ 17：15）
◆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

9 月夜間・休日小児二次救急輪番表健康推進課からのご案内

　小児輪番病院は、入院治療を必要とする子供の救急医療を行ってい
ます。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。
 Please call the following contact in advance when you want 
to have a consultation to the doctor.

【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

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

西 赤 西

4 5 6 7 8 9 10

友 西 西 西 西 赤 西

11 12 12 14 15 16 17

友 西 古 西 西 赤 西

18 19 20 21 22 23 24

友 西 古 西 西 赤 西

25 26 27 28 29 30

西 西 古 西 西 赤

※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/ →

　茨城青年司法書士協議会は、茨城司法書士会、全国青年司法書士協
議会と共催で、養育費に関する無料電話相談会を開催します。養育費
でお悩みの方、ぜひご相談ください。※秘密厳守・予約不要
◆日時　9 月 25 日（日）
　　　　10：00 ～ 16：00
◆相談番号　0120-567-301（フリーダイヤル）
※当日のみの専用（臨時）電話番号です。

茨城青年司法書士協議会（担当：宮部）
　電話 029-297-5910
　※具体的な相談は、相談会当日フリーダイヤルにお願いします。

「全国一斉司法書士による手続支援のための養育費相談会」

　花壇づくりによる花いっぱい運
動に継続して取り組んでいる、ま
たは、これから取り組もうとして
いる団体・学校に対して、費用の
支援（1 団体・学校あたり 5 万円
以内）を行います。
　支援団体は、規定の応募書類に
より審査選考のうえ選定します。
◆応募先　チャレンジいばらき県
民運動（応募用紙はチャレンジい
ばらき県民運動のホームページか
らダウンロードできます。）
◆ 締切　9月30日（金）　

チャレンジいばらき県民運動
　事務局
　電話 029-224-8120

令和 4 年度
花壇づくり団体の募集


