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　水道メーターは、法律によって
8 年（検定満期）ごとの交換が義
務付けられています。役場上下水
道課では、今年度検定満期を迎
えるメーターの交換を 3 回に分け
て実施しますので、対象となる方
にはご協力をお願いします。
　なお、メーター交換には役場上
下水道課から委託された町指定の
水道工事業者が伺い、交換作業
を無料で行います。ご不明な点は
問合せください。
◆日程

【1 回目】
10 月1日（土）～10 月11日（火）

【2 回目】
11月1日（火）～11月10 日（木）

【3 回目】
令和 5 年 2 月 1 日（水）～ 2 月
10 日（金）
◆作業時間　約 10 分程度

上下水道課　電話 81-1328

令和 5年度放課後児童クラブ入所申込みのご案内

　令和５年４月からの児童クラブ入所児童の申込みを下記のとおり受
け付けますので、入所を希望する方は、受付期間内に申込みください。

◎�放課後児童クラブとは
　放課後児童健全育成事業「放課後児童クラブ」は、放課後に保
護者（家族を含む）が不在となる家庭の児童を対象に、家庭的な
雰囲気の中で遊びや生活の場を提供し、仕事と子育ての両立や児
童の健全な育成を図るため実施される事業です。

◆受付対象者　４月から通年で入所を希望する方
◆受付期間　10 月 19日（水）～ 11月 25日（金）
　※ ５月以降や学校の長期休業期間中のみ入所を希望する方は、別途

受付期間を設けていますので、利用案内をご覧ください。
　※ いずれの申請においても、受入可能人数を超えた児童クラブでは、

入所できない場合があります。
◆ 入所資格　町内の小学校に就学していて、放課後に保護者が就労等

により不在となる家庭の児童
◆負担金　月額 5,000 円及びおやつ代として月額 1,000 円
　※ 学校の長期休業期間中などその月によって金額が異なりますので

詳細は利用案内をご覧ください。
◆休所日　日曜日、祝日、年末年始など
◆開設時間　放課後～ 18：00（学校休業日は７：30 ～ 18：00）
　※保護者の就労等の状況により 18：30 まで延長します。
◆ 申込方法　利用案内の内容に同意のうえ入所申込書に必要事項を記

入し、必要書類（就労証明書等）を添えて受付期間内に申込み
◆申込書類　最寄りの児童クラブで配付
　※ 児童クラブの開設時間にお越しください。また、臨時休所となる

場合もありますので、電話で
　　ご確認ください。
　※土曜日に開設していない場合があ
　　りますのでご注意ください。

子ども未来課　電話 81-1301

児童クラブ一覧　
児童クラブ名 所　在　地 電話番号

にこにこ児童クラブ 境町 293　境小学校内 87-4181
長田小児童クラブ 蛇池 409-24　長田小学校隣接地 87-3613
猿島小児童クラブ 大歩 333　猿島小学校内 87-3614
静小児童クラブ 塚崎 696-3　静小学校教職員駐車場内 87-3330
はなぶさ児童クラブ 若林 2342-1　認定こども園はなぶさ内 86-5535

シニアカードを配布しています

　茨城県では 65 歳以上の方を対
象にシニアカードを発行していま
す。シニアカードは県内登録店舗
にて割引やポイント加算等の優待
が受けられます。令和 4 年４月１日
から新デザインとなりました。旧デ
ザインも従来同様に使用できます。
◆対象者　町内在住の 65 歳以上
の方
◆申請方法　介護福祉課窓口に、
本人の身分証明書（運転免許証や
保険証等）を持参

介護福祉課　電話 81-1323

検定満期の水道メーター
を交換します
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令和 5 年４月 保育園及び認定こども園（保育認定）入園申し込みのご案内

令和４年度 日本赤十字社員増強運動報告

区分 園　名 所在地 電話番号 受入※
１号 ２号 3 号

認
定
こ
ど
も
園

（私立）はなぶさ 若林 2342-1 0280-86-5535 ○ ○ ○
（私立）境いずみ保育園 西泉田 704-2 0280-81-1126 ○ ○ ○
（私立）バンビーノせいしょう 大歩 425-26 0280-86-5881 ○ ○ ○
（私立）キリスト愛児園 伏木 1383-37 0280-86-5617 ○ ○ ○
（私立）境杉の子幼稚園 山崎 1340-2 0280-87-7842 ○ ○ ○

保

育

園

（私立）おおぞら保育園 長井戸 1688-1 0280-87-0319 － ○ ○
（私立）ひまわり保育園 西泉田 1328-5 0280-87-1471 － ○ ○
（私立）コビープリスクールさかい 西泉田 1500 0280-23-4600 － ○ ○
（私立）遊徳保育園 塚崎 4856-1 0280-87-2333 － ○ ○

町内の認定こども園・保育園一覧

◆受付期間
【一次受付】10 月 19 日（水）～ 11 月 4 日（金）
【二次受付】令和 5 年１月12 日（木）～１月 20 日（金）
※ 二次受付は、定員に空きがある施設において実

施します。
◆入園資格
就学前の乳幼児
◆入園基準
保護者が次のいずれかの要件に該当する方
　①就労（月 64 時間以上）
　②妊娠、出産
　③保護者の疾病、障害
　④同居または長期入院などしている親族の
　　介護・看護
　⑤災害復旧
　⑥求職活動（起業準備を含む）
　⑦就学（職業訓練校などにおける職業訓練を含む）
　⑧虐待やＤＶのおそれがあること
　⑨その他、上記に類する状態として市町村が
　　認める場合
　※ 集団生活に慣れさせるためなどの理由では入

園できません。
◆保育料
　保育料は、世帯の状況、住民税の課税状況及び
児童の年齢に応じて決定します。

◆申込方法
　下記の必要書類に記入のうえ、受付期間内に提出
　①支給認定申請書兼保育施設利用申請書
　②入園児童状況書
　③母子手帳（予防接種の記録）の写し
　④支給認定申請書別紙（マイナンバー関係）
　⑤保育施設利用に関する確認票
　⑥利用希望に関する確認票（保育施設）
　⑦ 保育を必要とする事由を証明する書類（就労

証明書等）
◆申込書類の配付及び受付場所
　（1）町内の認定こども園及び保育園が第 1 希望
の場合、その園で行います。
　（2）町外の保育園等が第 1 希望の場合、次のと
おりです。
　①教育認定：その園で行います。
　②保育認定：子ども未来課（役場1階）で行います。
◆入園の決定
　保育の必要性が高い児童から入園を決定するた
め、希望の保育園等に入園できない場合がありま
す。

子ども未来課　電話 81-1301

入園申込受付が入園申込受付が
はじまります！はじまります！

◎一般社資合計　2,788,500�円
　5 月から7 月の期間に実施しました「赤十字社員増強運動」に対し、町民の皆
さんよりご協力をいただき、ありがとうございました。ご協力いただいた社資（活
動資金）の合計額は上記金額のとおりとなりましたのでご報告します。
　なお、上記の一般社資は日本赤十字社茨城県支部に送金しました。

日赤境町分区（社会福祉課内） 　電話 81-1305

※ 1 号：教育認定（3 歳～ 5 歳）、２号：保育認定（3 歳～ 5 歳）、３号：保育認定（0 歳～ 2 歳）

ご協力
ありがとう

ございました！
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　平日の開庁時間に加え、以下
の日程で毎月第２日曜日に臨時
開庁日を、平日夜間に延長窓口
を開設しています。
　なお、事前予約された方を優
先に案内しています。予約され
ていない方は、窓口が混雑する
場合もありますので、時間に余
裕をもってお越しください。
◆受付場所　住民課（役場１階）
◆受付内容　
＊マイナンバーカード交付
＊電子証明書の更新
＊暗証番号変更及び再設定
＊写真撮影及び申請補助
◆受付日程（事前予約者優先）

住民課　電話 81-1303

木曜日（17：15 ～ 19：15）
9 月 22 日、10 月 6 日、
10 月 20 日
日曜日（8：30 ～ 11：45）
10 月 9 日、11 月 13 日、
12 月 11 日
令和 5 年 1 月 8 日、
2 月 12 日、3 月 12 日

マイナンバーカード
臨時開庁日および
平日夜間延長窓口のご案内

境町都市計画案の縦覧

　茨城県障害者 IT サポートセン
ターでは、県内にお住まいの障が
いをお持ちの方のために、障が
いの特性に応じた、ソフト・機
器等を使用したパソコンの基本
操作のサポートを行っています。
　この度、利用している方の自
宅等へ訪問し、サポートを行っ
ていただく、ボランティアの募
集を行います。
　詳細は、下記のホームページ
にてご確認ください。

【茨城県障害者 IT サポートセン
ター ホームページ】
https://www.ifc-net.or.jp/
itsupport/

茨城県障害者 IT サポート
　センター
　（茨城県委託事業/事業委託先：　 
 　社会福祉法人自立奉仕会）
　電話 0296-70-5733
　（平日　9：00 ～ 12：00
　　　 　13：00 ～ 17：00）
　メールアドレス
　itsupport@ifc-net.or.jp

　都市計画道路の変更（案）の
縦覧を行います。
◆内容
都市計画道路の変更（案）の縦
覧および意見の募集について
◆場所　都市計画課（役場 2 階）
◆縦覧期間
9月26日（月）～10月11日（火）　
※土日祝日を除く
※ 縦覧期間内に意見書を提出す

ることができます。意見書の
様式は縦覧場所にあります。
都市計画課

　電話 81-1311

茨城県障害者 IT サポート
センターボランティア募集

中央公民館図書室休室の
ご案内

　蔵書点検および整理作業のた
め、下記の期間図書室を臨時休
室します。休室中の図書の貸出・
閲覧はできません。
　公民館は、通常どおりご利用
いただけます。
◆休室期間
９月 27 日（火）～ 10 月 4 日（火）
※現在貸出中の図書・雑誌は、返
却期日までに返却してください。

境町中央公民館
　電話 81-1340

電話のかけ間違い
にご注意ください。
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日　程 場　　所

10 月 4 日（火）、18 日（火） コミュニティーホームあさひが丘 交流
スペース

10 月 6 日（木）、20 日（木） 社会福祉協議会

10 月12 日（水）、27 日（木） 伏木文化センター

10 月 19 日（水） ふれあいの里

10 月 26 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 ～11：00
◆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。

※ 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

目的：肩痛・肩こり予防
　　　誤えん予防

誤えんとは？…食べ物や飲み物が誤って気管に入ること

首の運動首の運動
必ず口は閉じて、目はあけたままで行いま
しょう。（首を痛めないため）

ワンポイント

①背筋を伸ばし、姿勢をよくします。首を前、後ろへと動かします。
②顔を左右に向けます。
③首を左右に傾けます。最後にゆっくりと首を回します。反対方向も行います。

シルバーリハビリ体操をやってみよう！シルバーリハビリ体操をやってみよう！

モデル：シルバーリハビリ体操　三浦　健治さん介護福祉課　電話 81-1323

※コロナウイルスの状況により日程等が変更となる場合があります。
まちづくり推進課　電話 81-1314、境町商工会　電話 87-0380

　「創業・独立開業」を目指す方を応援します。
創業に関心があり、漠然とビジネスのアイデアを
持っている人、創業して間もない人、ビジネスプ
ランを見直したい人、こんな方に朗報です。
　セミナーを通して、同じ志を持つ地域の仲間（受
講者同志）のネットワーク構築、ビジネス・経営・
商売に関する基礎知識の習得、事業アイデアのブ
ラッシュアップと見える化を図りましょう！
◆場所　境町商工会（境町 965-29）
◆定員・費用　15 名（申込み先着順）・無料
◆申込方法　 境町商工会へ電話、または窓口にて

受付

日　時 時間 内　容
11 月 9 日（水）

18：00
～

21：00

創業の基礎知識・心構え

11 月 17 日（木） ターゲット顧客・売り込み方を考
える

11 月 24 日（木） 売上・利益・資金について考える
12 月 1 日（木）

18：00
～

20：00

業務効率の向上と人材の定着とは

12 月 8 日（木） 顧客から選ばれる企業となるため
に何を発信すべきか

12 月 15 日（木） 創業に絶対必要な会計の基礎知識

夢をかたちにする『創業塾 2022』

◆日時

※体力測定は当面の間、中止となりまし
た。そのため体力測定の日は、体操へと
変更となります。
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子育て支援 10 月のご案内

日 月 火 水 木 金 土
1
休

2 3 4 5 6 7 8

休

お：手形足形
　　ハロウィン製作
　　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：★指先遊び

お：★ステンドグラス
　　体験
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★お花紙遊び
キ：★ネイルケア
ゆ：園庭開放日

お：手形足形
　　ハロウィン製作
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★お花紙遊び
キ：自由開放日
ゆ：★指先遊び

お：★ステンドグラス
　　体験
　　自由開放日
は：自由開放日
い：  ★お花紙遊び
ゆ：園庭開放日

お：自由開放日
は：自由開放日
い： ★自由開放日
キ：★誕生会
ゆ：園庭開放日

い：
★自由
開放日

9 10 11 12 13 14 15

休 スポーツの日

お：手形足形
　　ハロウィン製作
　　自由開放日
は：自由開放日
い：★ズムズムリズム
　　（運動会ごっこ）
キ：自由開放日
ゆ：園庭開放日

お：★ステンドグラス
　　体験
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★ズムズムリズム
　　（運動会ごっこ）
キ：自由開放日
ゆ：★ハロウィン衣装
　　制作

お：手形足形
　　ハロウィン製作
　　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
　　ハロウィン製作
　　自由開放日　
は：自由開放日
い：★自由開放日
キ：自由開放日
ゆ：★身体測定

休

16 17 18 19 20 21 22

休

お：手形足形
　　ハロウィン製作
　　自由開放日
ひ：園庭開放日
は：自由開放日
い： ★自由開放日
ゆ：★ハロウィン
　　衣装制作

お：★ステンドグラス
　　体験
　　自由開放日
は：自由開放日
い：★足形でトトロを
　　作ろう
ゆ：★身体測定
　　栄養士さんの
　　魚レシピ紹介

お：親子ビクス
　　自由開放日
は：★カレンダー作り
　　＆秋を探そう
い：★足形でトトロを
　　作ろう
ゆ：園庭開放日

お：★ステンドグラス
　　体験
　　自由開放日
は：自由開放日
い：★足形でトトロを
　　作ろう
ゆ：★ハロウィン衣装
　　制作

お：手形足形
　　ハロウィン製作
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★自由開放日
ゆ：園庭開放日

休

23 24 25 26 27 28 29

休

お：手形足形
　　ハロウィン製作
　　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：園庭開放日

お：★ステンドグラス
　　体験
　　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

お：手形足形
　　ハロウィン製作
　　自由開放日
は：★カレンダー作り
　　＆秋を探そう
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：★ハロウィン
　　パーティー

お：★ステンドグラス
　　体験
　　自由開放日
は：自由開放日
い：★お芋ほり
キ：自由開放日
ゆ：★ハロウィン
　　パーティー

お：手形足形
　　ハロウィン製作
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★ハロウィン
　　パーティー
キ：★ピクニック
　　ごっこ
ゆ：★ハロウィン
　　パーティー

休

30 31

休

お：手形足形
　　ハロウィン製作
　　自由開放日
ひ：園庭開放日
は：自由開放日
い：  ★ハロウィン
　　パーティー
キ：身体測定
ゆ：園庭開放日

　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
　　　★ステンドグラス体験は 9 月 12 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　　
　ゆ：遊徳保育園　電話 87-2333 　9：00 ～ 14：00
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10 月夜間・休日小児二次救急輪番表
　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
西

2 3 4 5 6 7 8
友 西 西 西 西 赤 西
9 10 11 12 13 14 15
友 西 古 西 西 赤 西
16 17 18 19 20 21 22
赤 西 古 西 西 赤 西
23 24 25 26 27 28 29
西 西 古 西 西 赤 西
30 31
友 西

◎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　10 月 12 日（水）
　　　　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

健康推進課からのご案内

　10 月 1 日～ 7 日の「 法 の日」
週間を記念し、茨城県弁護士会で
は、電話による無料法律相談会を
開催します。ぜひこの機会に、弁
護士へお気軽にご相談ください。
◆日時　10 月 3 日（月）10：00
　～16：00（1人 30 分程度）
◆相談予約電話番号（通話料金
は相談者に負担いただきます）
　029-221-3501
　029-875-3349
◆受付方法　上記電話番号にて
　受付※事前予約制
◆予約受付開始日
　9 月 15 日（木）10：00 ～

茨城県弁護士会事務局
　電話 029-221-3501

「法の日」
無料電話相談会のご案内

◆日時　10 月 9 日（日）13：00 ～ 17：00（受付 12：40 ～）
◆場所　八千代町中央公民館（八千代町菅谷 1027）
◆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　９月 26日（月）～ 10月５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、八千代町、下妻市、（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 090-8891-1893（塚越）・ 090-2234-6415（小林）

結婚相談会のご案内

※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/ →


