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◆相談できる日
　11 月 6 日（日）10：00 ～ 15：00
　（受付は 14：30 まで）
◆場所　しもだて地域交流センター
　（筑西市丙 372 アルテリオ２階）
◆電話番号　070-4002-2547
　（11 月 6 日だけ話せます）
◆相談できること　ビザ、仕事、結婚、税金、保険、
生活全般について相談ができます

【弁護士と通訳つきで話せます。お金はかかりま
せん。秘密は守ります】
◆相談できる言葉
日本語、英語、中国語、タイ語、タガログ語、ポ
ルトガル語、韓国語、スペイン語、インドネシア語、
ベトナム語、シンハラ語
◆主催　（公財）茨城県国際交流協会、茨城県弁
護士会、関東弁護士会連合会、筑西市

（公財）茨城県国際交流協会
　外国人相談センター
　電話 029-244-3811

When : Sunday, November 6th
2022 ・ 10am – 3 pm
 (Registration ends at 2：30 pm)
Where : Shimodate Chiiki Kōryū Center ･Arterio 2F 
(Hei 372, Chikusei-city)
Telephone : 070-4002-2547
 (valid on November 6th only)
Description : Legal consultations may cover issues 
related to work, visa, marriage, taxes, insurance and 
other concerns related to daily living. 

【Al l  in terv iews are face- to - face ,  f ree ,  and 
confidential.】 
Languages : Interpreters will be available with a 
lawyer in the following languages: English, Chinese, 
Thai, Tagalog, Portuguese, Korean, Spanish, 
Indonesian, Vietnamese,and Sinhalese.
Sponsors :  Ibaraki International Association, 
Ibaraki Bar Association, Kanto Federation of Bar 
Associations, Chikusei City
Contact : Consultation Center for Foreigners of the 
Ibaraki International Association
Tel. 029-244-3811

シルバー人材センターから会員と仕事依頼者を募集！！

◎会員を募集しています
◆ 対象者　境町在住の 60 歳以上で、健康で働く意欲のある方
◆ 作業内容　植木の剪定、草刈、草取り、清掃作業、工場内の軽作業、

障子張り等
※臨時的かつ短期的または軽易な業務です。
◆ 申込方法　センターで入会説明を受け、入会申込書を提出
※理事会の入会承諾が必要となります。
◎仕事の依頼をお待ちしています
　依頼者とセンター間での請負・委任によって仕事を引き受けます。
　手軽に電話で申込みできます。
　ご相談、お見積り、ご契約、就業について、
　すべてセンターにお任せください。
　公益的、公共的団体なので安心で割安です。

（公社）境町シルバー人材センター
　　電話 86-5415

□

□

□

□

外国人のための一日無料弁護士相談　IN　筑西
FREE ONE-DAY LEGAL CONSULTATION FOR FOREIGNERS IN CHIKUSEI

無料調停相談会

　調停で話し合ってみませんか。
　古河簡易裁判所の調停委員（弁
護士、司法書士、不動産鑑定士、
一級建築士など）が、不動産、
債務、交通事故、近隣関係など、
もめごとや困りごとについての
相談に直接応じます。
　相談無料、予約不要（当日直
接会場にお越しください）。
◆期日　11 月 16 日（水）
◆時間　10：00 ～ 12：00
　　　　13：00 ～ 15：00
◆場所　スペース U 古河
　　　　会議室
　　　　（古河市長谷町 38-18）

古河簡易裁判所
　電話 0280-32-0291
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出会いパーティー参加者募集

◆日時　11 月 13 日（日）13：00 ～ 17：00（受付 12：40 ～）
◆場所　境町勤労青少年ホーム（境町長井戸 1689-1）
◆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　10 月 31 日（月）～ 11 月９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、八千代町、（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）・090-5542-6887（小川）

結婚相談会のご案内

茨城県最低賃金が「時間額 911 円」に改定

◆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

・ 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
1035

回

11 月 20 日（日）
14：00 ～ 16：00

（受付 13：30 ～）

下妻市千代川公民館
２階研修室・視聴覚室

（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

　茨城県最低賃金は、10 月１日（土）から「時間額 911 円」（32 円引上げ）に改定されました。
　年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、茨城労働局賃金室、または最寄りの労働基準監督署に問合せください。
　また、事業場内の最低賃金を引上げ、設備投資等を行う事業者（原材料費高騰等の要因で利益率が減少し
た中小企業・小規模事業者）への支援として、以下の相談窓口や助成金が利用できます。
◎  専門家による無料相談窓口
　 茨城働き方改革推進支援センター　電話 0120-971-728
◎業務改善助成金
　 上記センターまたは、業務改善助成金コールセンター
　電話 0120-366-440

茨城労働局労働基準部賃金室
　電話 029-224-6216
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日　程 場　　所

11 月 1 日（火）、15 日（火） コミュニティーホームあさひが丘 交流
スペース

11月 9 日（水）、24 日（木） 伏木文化センター

11 月 16 日（水） ふれあいの里

11 月 17 日（木） 社会福祉協議会

11月 30 日（水） 研修センター （商工会となり）

◆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：誤えん予防
　　　誤えんとは？…誤って唾液や食べ物が気管に入ること

舌の運動舌の運動

舌は筋肉でできていて、使わないと衰
えてしまいます。歯を磨く前等のすき
ま時間に、習慣として毎日行ってみま
しょう。

ワンポイント①舌を下に伸びるところまで最大限に伸ばします。
②舌先を鼻につけるように伸ばします。
③舌先を左の口角へつけるようにします。
④舌先を右の口角へつけるようにします。
⑤口を閉じて歯茎の外側を舌でぐるりと回します。

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！

介護福祉課　電話 81-1323

　10 月はピンクリボン月間です。2 人に 1 人はがんに罹患するといわれています。特に、乳がんは日本人
女性のがんの中で最も多く、9 人に 1 人が罹患しています。乳がんは、早期発見・早期受診をすれば治癒
率が非常に高くなっていますので、検診を受けて重症化を予防しましょう。
　協会けんぽでは、加入者のご家族、（40 ～ 74 歳の被扶養者）を対象に特定健診を実施しています。各市
町村の集団健診会場では、各種がん検診も実施していますので、併せて受診をお願いします。
※がん検診については各市町村へ問合せください。
　加入者ご本人（35 ～ 74 歳の被保険者）にはがん検診を含む「生活習慣病予防健診」を実施しています。
案内は勤務先へお送りしています。ご不明な点は協会けんぽ茨城支部に問合せください。

協会けんぽ茨城支部　保健グループ　電話 029-303-1584

健康診断を受けましょう

①① ②② ③③ ④④
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くらしの困りごと
何でもご相談ください

国保・医療・介護
なんでも電話相談室

　日常生活におけるちょっとし
た悩みや困りごと、誰に相談し
たらよいか分からないことあり
ませんか？そんな時は、ライフ
サポートいばらきにお電話くだ
さい。専任相談員がアドバイス
します。また、適切な専門家・
専門機関を紹介します。
※秘密厳守します
◆時間　月～土曜日
　　　　10：00 ～ 17：30
　　　　（日・祝日を除く）

ライフサポートいばらき
　電話 0120-786-184
　　　（フリーダイヤル）

　医療・介護の問題で、困って
いることや相談したいことはあ
りませんか。お気軽にお電話く
ださい。相談は無料です。
◆日時　11 月 12 日（土）
　　　　9：30 ～ 12：30
◆受付電話番号
　029-228-0600
　029-228-0602
◆ 回答者
　医療・福祉団体のスタッフ
◆相談内容
医療や介護サービスの利用、費
用や保険料負担で困っているこ
と、負担軽減策など
◆主催　茨城県社会保障推進協
議会

茨城県社会保障推進協議会
　電話 029-228-0600

介護老人保健施設「夢彩の舎」より
第 3 回 夢彩ずっと元気教室のご案内

　今回の夢彩ずっと元気教室では、フレイル予防教室を開催します。
皆さん “ フレイル ” という言葉をご存じでしょうか？
　フレイルとは、年をとって体や心のはたらき、社会的なつながりが
弱くなった状態を指します。そのまま放置すると、要介護状態になる
可能性があります。大事なことは早めに気づいて、適切な取り組みを
行うこと。そうすればフレイルの進行を防ぎ、健康に戻ることが期待で
きます。参加費は無料ですので、どなたでもお気軽にご参加ください。

◆日時　10 月 30 日（日）　10：30 ～ 11：30（予定）
◆定員　30 名程度
◆参加費　無料
◆対象者　境町及び周辺地域にお住いの方
◆申込方法　電話または窓口受付（8：30 ～ 17：30）
　　　　　　※当日まで予約可能

医療法人駿仁会　介護老人保健施設　夢彩の舎
　デイ・リハビリテーションセンターメダカゆかい
　（境町若林 2269-1）
　電話 0280-33-7300

①マスクを着用ください。
②  37.5℃以上の発熱のある方、体調のすぐれない方は参加をお

控えください。
③ 新型コロナウィルス感染予防のため、ご自宅で検温のうえ、

ご来場ください。
④ 上履き、タオルをご用意ください。（飲み物は当施設で提供し

ます）
※ 今後の新型コロナウィ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。

参加者の皆さんへ（お願い）

◎思い当たる方は要注意
＊体重が減った：意図しない年間 4.5㎏または 5％以上の体重減少
＊疲れやすい：何をするのも面倒だと週に 3 ～ 4 日以上感じる
＊歩行速度の低下：横断歩道を青信号の間に渡れなくなった
＊握力の低下：ペットボトルのふたを開けるのが大変だ
＊身体活動量の低下：趣味の集まりに出かけなくなった
＊食欲がない：1 日の食事回数は 1 ～ 2 回のことが多い
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子育て支援 11 月のご案内

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

お：秋の手形足形
　　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：★クリスマス
　　リースを作ろう
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★自由開放日
キ：自由開放日
ゆ：★誕生会

文化の日

お：秋の手形足形
　　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

休

6 7 8 9 10 11 12

休

お：秋の手形足形
　　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：園庭開放日
ゆ：★お芋堀りごっこ

お：★クリスマス
　　リースを作ろう
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★バルーンでワン
　　ちゃんを作ろう
キ：★キーホルダー
　　作り
ゆ：★お芋堀りごっこ

お：秋の手形足形
　　アート
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★バルーンでワン
　　ちゃんを作ろう
ゆ：園庭開放日

お：秋の手形足形
　　アート
　　自由開放日
は：自由開放日
い：  ★バルーンでワン
　　ちゃんを作ろう
ゆ：園庭開放日

お：秋の手形足形
　　アート
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★自由開放日
ゆ：★身体測定

休

13 14 15 16 17 18 19

休

お：秋の手形足形
　　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：★身体測定

お：秋の手形足形
　　アート
　　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：親子ビクス
　　自由開放日
は：★カレンダー作り
　　＆広場散策
い： ★ママと作ろう！
キ：自由開放日
ゆ：★手形アート

お：秋の手形足形
　　アート
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★ママと作ろう！
キ：★身体測定
ゆ：園庭開放日

お：秋の手形足形
　　アート
　　自由開放日　
は：自由開放日
い：★自由開放日
ゆ：★手形アート

休

20 21 22 23 24 25 26

休

お：秋の手形足形
　　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：★誕生会
ゆ：園庭開放日

お：秋の手形足形
　　アート
　　自由開放日
は：★カレンダー作り
　　＆広場散策
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

勤労感謝の日

お：★クリスマス
　　リースを作ろう
　　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
ゆ：園庭開放日

お：秋の手形足形
　　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

27 28 29 30

休

お：★クリスマス
　　リースを作ろう
　　自由開放日
ひ：園庭開放日
は：自由開放日
い： ★クリスマス
　　リースを作ろう
ゆ：★手形アート

お：秋の手形足形
　　アート
　　自由開放日
は：自由開放日
い：★クリスマス
　　リースを作ろう
ゆ：園庭開放日

お：秋の手形足形
　　アート
　　自由開放日
は：自由開放日
い：★クリスマス
　　リースを作ろう
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
　　　※★クリスマスリースを作ろう、は 10 月 17 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）
　　　★キーホルダー作りは先着 5 組まで。　　
　ゆ：遊徳保育園　電話 87-2333 　9：00 ～ 14：00
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11 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 2 3 4 5

西 西 西 赤 西

6 7 8 9 10 11 12

友 西 古 西 西 赤 西

13 14 15 16 17 18 19

友 西 古 西 西 赤 西

20 21 22 23 24 25 26

赤 西 古 西 西 赤 西

27 28 29 30

友 西 西 西

※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/ →

Ｓマーク（標準営業約款制度）をご存知ですか？

　このマークのある「理容店」「美容店」「クリーニング店」「めん類飲食店」「一般飲食店」は、厚生労働大
臣の認可を受けた約款に基づき、営業している安全・安心なお店です。
　S マーク登録店では、
＊サービス・メニューについて表示しています。
＊資格者の氏名を表示しています。
＊万が一の事故の場合、賠償するための保険に加入しています。
＊業種ごとに定められた様々な基準を遵守しています。
　S マークは消費者の皆さんにご利用いただく際の安全・安心の目印です。
登録店には標識が掲出されています。
（公財）茨城県生活衛生営業指導センター　電話 029-225-6603

ダメ！不正軽油

　ディーゼル自動車に使用す
る軽油には、1 リットルあたり
32.1 円の軽油引取税が課税され
ていて、皆さんの生活の向上の
ために使われています。
　ところが、軽油に灯油や重油
等を混ぜた「不正軽油」を製造
している人、それを販売・購入、
または灯油や重油等をディーゼ
ル自動車の燃料に使用している
人がいます。
　不正な軽油を製造・販売・使
用する行為は、環境を汚染する
とともに脱税行為でもあり、刑
事罰の対象となります。
　不正軽油を使用している疑い
のあるトラックやガソリンスタ
ンドの情報があれば、お知らせ
ください。

茨城県筑西県税事務所
　課税第一課　軽油引取税担当
　電話 0296-24-9192
　不正軽油 110 番
　電話 0120-241-744（フリー
　ダイヤル 24 時間受付）


