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1 月の納税

国民健康保険税　7 期
後期高齢者医療保険料　7 期
納期限日　1 月 31 日（火）
※口座振替をご利用の方は、預
金残高のご確認をお願いします。
＜土曜・日曜・祝日の納税＞
土日祝日の閉庁時も日直が税金
をお預かりします。
※領収書は後日郵送します。

税務課　電話 81-1302
　保険年金課　電話 81-1306

令和4年分の社会保険料（国民年金保険料）控除証明書について

対　象　者 発送時期

① 令和 4年 1月 1日から令和 4年 9月 30日までの
間に国民年金保険料を納付された方

令和 4年 11月上旬
に送付済

②
令和 4年 10月 1日から令和 4年 12月 31日まで
の間に国民年金保険料を納付された方
（①の対象者は除きます）

2月上旬送付予定

◎日本年金機構より、控除証明書が 2回にわけて送付されます
　国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。所得
税及び住民税の申告には、控除証明書の提出が必要となるため、申告
を行うまで大切に保管してください。

◎控除証明書の電子送付サービスが利用できます
　上記のように、これまで書面で交付されていた控除証明書等を、
e-Tax での確定申告等で簡単に利用できる電子データとして、マイナ
ポータルで受け取れます。令和 4年 9月までに国民年金保険料を納付
して、マイナポータルとねんきんネットの連携手続が済んだ方に対し
て、令和 4年 10月下旬から電子データを送付しています。
　詳しくは日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp）
で確認いただけます。
※�上記による確定申告等を行わない方は、これまで通り書面で手続き
が必要になります。
日本年金機構　下館年金事務所　電話�0296-25-0829（ナビダイヤル）

　教育委員会では学校の小規模化等に伴い、境町立小中学校の今後の
あり方（適正規模・適正配置）について検討を行い、この度「境町立
学校再編整備計画（素案）」を策定しましたので、下記により住民説
明会を実施します。受付は開始時間の 30 分前から行います。

住民説明会の開催

対象者 日　時 会　場
境小学校区域の方 1月 24日（火）19：00～ 境町中央公民館　講堂
長田小学校区域の方 1月 26日（木）19：00～ 長田小学校　体育館
猿島小学校区域の方 1月 28日（土）10：00～ 猿島小学校　体育館
森戸小学校区域の方 1月 29日（日）10：00～ 森戸小学校　体育館
静小学校区域の方 1月 31日（火）19：00～ 静小学校　体育館

※ 小学校の体育館の会場に参加される方はスリッパ等の室内履きを持
参ください。

※ マスクを着用し、防寒対策のうえ、参加してください。なお、発熱等、
体調がすぐれない場合は、参加をご遠慮ください。

※対象区域の日に都合の悪い方は、他の会場でも参加が可能です。
※ 「境町立学校再編整備計画（素案）」等につきましては、ホームペー

ジをご覧ください。
学校教育課　電話 81-1325

　来年度に実施される「令和 5
年住宅・土地統計調査」（総務
省統計局所管）を円滑かつ正確
に実施するため、1月下旬まで、
茨城県知事任命の「指導員証」
を携帯した指導員が調査区域を
巡回し、住戸の数・所在等を確
認する事前調査を行います。
　確認中に疑義が生じた場合は、
住民の皆さんに伺うことがあり
ますので、ご理解とご協力をお
願いします。
秘書広聴課　電話�81-1329

令和 5 年住宅・土地統計
事前調査のご案内

電話番号のかけ間違いに
ご注意ください
特に市内局番「81」と「87」の
押し間違いによる間違い電話
が増えています。おかけの際
はいま一度ご確認をお願いし
ます。
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　境町～成田空港間の高速バスは、新型コロナウイルス感染症の影響により、全便運休していましたが、令
和４年 12月 20日（火）より一部便の運行を再開しました。
　バスにはトイレ、大型トランクルームが付いています。

　令和 5年１月１日（日）より運賃、定期券金額を改定しました。
　バスにはトイレ、大型トランクルーム付き、全席充電設備があります。

◆運賃（片道）
大人（中学生以上）2,800 円　小児（小学生）1,400 円　※小学生未満無料
成田空港行きの便は、事前の予約が必要です。
境古河バスターミナル行きの便は、乗車日当日に空港内の高速バス乗車券売り場にてお買い求めください。
◆境古河バスターミナルについて
無料駐車場を併設しています。
住所：茨城県猿島郡境町大字栗山 815番地（ふれあいの里南側駐車場内）
※東京駅行き高速バス乗り場「境町高速バスターミナル」とは異なりますのでご注意ください。

【バスの運行・ご予約に関して】
　関東自動車　高速バス予約センター�028-638-1730
　【境古河バスターミナルに関して】
　境町役場地方創生課　電話�81-1309

◆時刻表
成田空港行き 境古河バスターミナル行き

境古河バスターミナル　�発 6：04 11：54 成田空港第３ターミナル�発 13：05 16：55

成田空港第３ターミナル�着 7：17 13：07 成田空港第２ターミナル�発 13：10 17：00

成田空港第２ターミナル�着 7：20 13：10 成田空港第１ターミナル�発 13：15 17：05

成田空港第１ターミナル�着 7：25 13：15 境古河バスターミナル　�着 14：32 18：22

境町～成田空港間 約 75 分！高速バス成田空港線 １日２往復で運行を再開しました

境町～東京駅間 最短 80 分、１日８往復運行！高速バス東京駅線　運賃改定を行います

　境町在住の方で、高速バス「境町～東京駅線」の定期券を利用して通学する学生に、高速バス定期券購入
費の半額を助成します。
　助成を受けることにより、月の負担額 21,000 円から都内の学校等へ通学が可能です。（要申請）
※定期券は、「バスもり！」アプリより購入できます。
◆境町高速バスターミナルについて
無料駐車場を併設しています。
住所：茨城県猿島郡境町大字西泉田 1230番地 1（８代葵カフェ近く）

【バスの運行に関して】
　JRバス関東　高速バスコールセンター　電話�0570-048905
　関東鉄道　つくば中央営業所　電話�029-836-1145
　【境町高速バスターミナル、通学定期券補助に関して】
　境町役場地方創生課　電話�81-1309

◆運賃　予約不要で乗車いただけます。
片道運賃 定期券金額

支払い方法 大人 小児 有効期間 通勤定期 通学定期

交通系 ICカード 1,600 円 800円 1カ月 54,600 円 44,100 円

現金 1,800 円 900円 3カ月 155,400 円 126,000 円

境町～東京駅線
公式ホームページ

成田空港線境町
公式ホームページ
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指ひっかけ引っ張り合い指ひっかけ引っ張り合い
・�息を止めないようにして、吐くことを
意識して行いましょう。
・親指までしっかりとひっかけます。
・�左右の肘を軽く引っ張りあうようにし
て動かしましょう。

ワンポイント

①左手を、胸の高さにおき、手のひらを内側へ向けます。
②指をひっかけるように両手を組みます。
③軽く息を吸って、思いっきり息を吐きながら、5秒程度
　思いっきり左右の手を引っ張り合います。
④左右の手を組みなおして同様に行います。

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指導士　齊藤　重子さん

目的…握力と三角筋の強化

三角筋

日　程 場　所
2 月 2 日（木）、16 日（木） 社会福祉協議会

2 月 7 日（火）、21日（火） コミュニティーホームあさひが丘
交流スペース

2 月 8 日（水） 伏木文化センター
2 月 22 日（水） 境町研修センター（境町商工会館となり）

日　程 場　所
2 月15 日（水） ふれあいの里

◆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

シルバーリハビリ体操教室

乳がん集団検診のご案内（空き枠があります）

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。

　境町では、１月 20 日（金）より乳がん集団検診を実施します。
　予約枠に空きがありますので、今年度乳がん検診を受けていない方
で、検診を希望する方は健康推進課までご連絡ください。
　乳がんは、早期発見のために定期的ながん検診が重要ですので、年
に一度受けることをおすすめします。
◆日程　3 月 16 日（木）、17 日（金）
◆対象者　境町に住所を有する 30 歳以上の女性の方
◆場所　境町保健センター
◆料金　30 歳から 74 歳まで 1,000 円、75 歳以上無料

健康推進課（保健センター）　電話 87-8000

※ 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

※ 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

受付時間

① 10：00 ～ 10：15
② 10：30 ～ 10：45
③ 12：30 ～ 12：45
④ 13：00 ～ 13：15
⑤ 13：30 ～ 13：45

握力…物を握る力で全身の筋力を知る指標となります。
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生活に困っている方への新入学祝い金贈呈事業

ここです！

境第一中学校

境町社会福祉協議会

シンパシーホール

利根老人ホーム 西南医療センターおおぞら保育園 自動車学校
境町社会福祉協議会　電話 87-2525

　国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および介護保険料の納付額は、所得税や住民税の申告で社会保険
料控除として所得から差し引くことができます。
　納付書または口座振替にて納付された方は、令和 4 年中の納付額を記載した納付済確認書を各課にて交
付します。
　年金からの特別徴収（年金天引き）にて納付されている方は、年金支払者（日本年金機構等）から送付さ
れる公的年金等の源泉徴収票等にて納付額をご確認ください。
◆注意事項
※ 納付済確認書に記載されるのは、申請日時点で確認できる金額となります。
※納付額について、電話による問合せにはお答えできません。
※ 国民健康保険税の納税義務者は世帯主であるため、加入されている個人ごとの納付済確認書は発行できま

せん。
◆交付申請に必要なもの
　【納税義務者本人または同一世帯の方が申請する場合】
　①申請者本人の身分証明書
　【同一世帯の方以外が申請する場合】
　①申請者本人の身分証明書
　②納税義務者本人の押印がある委任状（委任者直筆）
◆発行手数料　無料

【国民健康保険税】税務課　電話 81-1302
　　【後期高齢者医療保険料】保険年金課　電話 81-1306
　　【介護保険料】介護福祉課　電話 81-1323

保険税（料）の納付済確認書の交付について

※この事業には赤い羽根共同募金の
　配分金が充てられています

　10 月 1 日より「共同募金運動」が全国一斉に展開されています。毎年地域住民の皆さんから、あたたか
い善意をお寄せいただいています。この善意を町内の生活が困窮している世帯で、支援を必要としている世
帯に「新入学祝い金」として贈呈します。
　つきましては、下記の内容を確認し、提出期限までに申請をお願いします。
◆申請の対象となる世帯
令和 5 年 4 月に小学校・中学校・高等学校に入学予定の町内在住者で、下記の条件のいずれかに該当する
世帯（生活保護世帯は除く）
　・ひとり親世帯
　・住民税非課税世帯
◆贈呈金額　10,000 円（入学者 1 名につき）
◆提出書類及び添付書類
　ひとり親世帯　→　①申請書②住民票（謄本）
　住民税非課税世帯　→　①申請書②住民票（謄本）③非課税証明書（子を除く家族全員）
　（申請書は社協窓口または、ホームページよりダウンロードできます。）
◆申請期間　２月１日（水）～２月 28 日（火）（土日は除く）　
　　　　　　※受付時間　8：30 ～ 17：15
◆申請書提出先　境町社会福祉協議会
　　　　　　　　（境町長井戸 1681-1）
◆決定通知　3 月中旬頃に郵送にてお知らせします。
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粛粲寶美術館より「世界のこどもたちの絵画展」のご案内

◆日時　２月 19 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　独身成人男女、その親族
◆定員　10 名
◆申込方法　電話にて申込み※予約制・先着順
◆受付日時　２月６日（月）～２月 15 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）
　　電話 090-2234-6415（小林）

結婚相談会のご案内

　アルゼンチン、米国、フィリピンを含めて、約 40の国と地域から
のこどもたちの絵を約 80点展示しています。海外のこどもたちの絵
には、目に映ったもの、目の前で起きていること、想像したことが、
画用紙に思い切り描かれています。展示作品は、カナガワビエンナー
レ国際児童画展（神奈川県主催）の入選作品です。
　同時開催している遠藤彰子展は、カナガワビエンナーレ国際児童画
展（神奈川県主催）の審査を務める画家の遠藤彰子先生のジグレー版
画 3点と小学生時代の油彩画 2点を紹介しています。
◆会場　S-Gallery 粛粲寶美術館
◆会期　1月 5日（木）～ 2月 26日（日）
◆開館時間　10：00～ 17：00�
◆休館日　月・火曜日、1月11日（水）※1月9日（月・祝）は開館
◆入館料　330円
◆主催　境町役場
※ 18歳未満、65歳以上は無料（年齢が確認できるものを提示）、各
種障がい者手帳をお持ちの方と付き添い�1 名無料
S-Gallery 粛粲寶美術館　電話�0280-23-4148

　里親制度に関心のある方の申込みをお待ちしています。
◆日時　2 月 18 日（土）10：00 ～ 12：30
◆会場　児童養護施設つくば同人会子どもセンター
　　　　地域交流スペース（つくば市高崎 802-1）
◆内容　里親制度説明と里親さんの体験談
◆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
て期間限定で公開します。
◆定員　30 名（会場参加）
◆申込方法　右記の QR コードより 2 月 4 日（土）までに
　　　　　　申込み

電話 080-8434-3329（担当：増子）

　境町では、18 件の住宅侵入窃
盗事件が発生しています（令和
4 年 11 月末）。1,000 世帯当た
りの認知件数（犯罪率）は県内
44 市町村ワースト 2 位となって
います！

　住宅侵入窃盗の特徴は、『鍵の
かかっていない窓やドアからの
侵入』『ガラス窓等を破壊して侵
入』が最大の特徴です。外出す
る際は、たとえ少しの時間でも
確実に鍵をかけましょう。また、
在宅中も鍵をかける習慣をつけ
ましょう。
　泥棒は、侵入に時間がかかる
のを嫌がります。日頃から防犯
意識を持ち、犯罪被害に遭わな
いようにしましょう。

境警察署　生活安全課
　電話 86-0110

境警察署からのご案内

令和４年度第２回里親制度説明会を開催します

申込QR

◎空き巣
家人等が不在の住宅の家屋
に侵入し、金品を盗むこと
◎忍び込み
夜間、家人らの就寝時に住
宅の家屋に侵入し、金品を
盗むこと
◎居空き
家人等が在宅中に住
宅の家屋に侵入し、
金品を盗むこと

住宅侵入窃盗

　長井戸沼土地改良区中央排水
路の芝焼きを 1 月 29 日（日）
～ 2 月 5 日（日）にかけて実施
します。風向きにより煙等の発
生がありますが、排水路の維持
管理のために必要な作業ですの
で、ご理解ご協力をよろしくお
願いします。

長井戸沼土地改良区事務所
　電話 81-1130

芝焼きの実施について
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茨城県の最低賃金と特定（産業別）最低賃金改正のご案内
~ 使用者も労働者も、必ず確認、最低賃金 ~

　茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下表
のとおり改正されました。

　労使双方が合意したうえで「最低賃金額」未満の賃金で労働契約を
結んでも、法律により、その賃金は無効とされ、
最低賃金額で契約したものとみなされます。

茨城労働局賃金室　電話 029-224-6216
　または最寄りの労働基準監督署まで

　若年者や、離職され求職中の方及び就職氷河期世
代の方を対象に、合同就職面接会を開催します。
　複数の企業の人事担当者と直接会えるチャンスで
すので、ぜひご参加ください。（事前予約不要、服装自由）
◆ 日時　2 月 17 日（金）13：30 ～ 15：30（受付 13：00 ～）
◆場所　県水戸合同庁舎 2 階 大会議室（水戸市柵町 1-3-1）
※来場は、公共交通機関をご利用ください。
　（JR 水戸駅南口から徒歩約 10 分）
◆対象者　若年者や離職中の求職者および就職氷河期世代の方
◆参加事業者　約 20 社

県労働政策課　いばらき就職支援センター
　電話 029-233-1576

元気いばらき就職面接会（水戸会場）開催のご案内

　茨城いのちの電話
は、自殺予防を目的と
したボランティア活動です。電
話という手段で対話し、悩みを
抱える方の支えになる「電話相
談員」の「電話相談員養成講座
制受講生」を募集します。
◆応募資格　23 歳以上で、24
時間受信体制での活動に積極的
に参加でき、所定の研修に必ず
参加できる方
※学歴・職業は問いません。
◆養成講座　6 月～ 2025 年 3
月までの土曜日（原則月 3 回）
※ 9 月 16 日（土）～ 18 日（月・
祝）の宿泊研修は参加必須です。
◆研修場所　つくば近辺（一部
水戸市内）、必要に応じてオンラ
イン形式
◆受講料（第 1 ～第 5 課程）

【一般】各 7,000 円
【学生】各 2,000 円
※別途宿泊費がかかります。
◆募集人数　40 名程度
◆申込期間
2 月1日（水）～4月7日（金）
◆申込方法　
必要書類を下記まで郵送
※申込期限必着
※詳しくはホームページをご覧
ください。
ホームページ　https://iid.or.jp/

社会福祉法人 茨城いのちの
　　電話事務局募集係
　　電話 029-852-8505
　　（月～金 9：00 ～ 17：00）
　　（〒305-8691
　　筑波学園郵便局
　　私書箱 60 号）

茨城いのちの電話
相談員養成講座生募集

最低賃金名 時間額 効力発生日
茨　城　県　最　低　賃　金 911円 令和 4年10月1日

茨
城
県
特
定
最
低
賃
金

鉄　　　　　鋼　　　　　業 1,004 円

令和 4年12月31日

はん用機械器具、生産用機械器具、
業務用機械器具製造業（機械器具
製造業等）

964円

計量器・測定器・分析機器・試験
機・理化学機械器具、医療用機械
器具・医療用品、光学機械器具・
レンズ、電子部品・デバイス・電
子回路、電気機械器具、情報通信
機械器具、時計・同部分品製造業
（電気・精密機械器具等製造業）

961円

各種商品小売業 911円
改正なし

（令和 4年10月1日から
茨城県最低賃金が適用）

茨城労働局
ホームページ
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　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
　　　※★リボンリースを作ろう！は 1月 16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　9：00～ 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　9：30～ 11：00
　ゆ：遊徳保育園　電話 87-2333�　9：00～ 14：00

子育て支援 2 月のご案内

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

お：手形足形
　　節分アート
　　自由開放日
は：自由開放日
キ：自由開放日
ゆ：★シールで遊ぼう

お：手形足形
　　節分アート
　　自由開放日
は：自由開放日
い：  ★豆まき会
キ：自由開放日
ゆ：園庭開放日

お：手形足形
　　節分アート
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★豆まき会
キ：自由開放日
ゆ：園庭開放日

休

5 6 7 8 9 10 11

休

お：手形足形
　　ひな祭りアート
　　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：★シールで
　　遊ぼう

お：★リボンリース
　　を作ろう！
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★ズムズムリズム
　　（バレンタイン
　　バージョン）
キ：★キーホルダー
　　作り
ゆ：園庭開放日

お：親子ビクス
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★ズムズムリズム
　　（バレンタイン
　　バージョン）
キ：自由開放日
ゆ：★身体測定

お：★リボンリース
　　を作ろう！
　　自由開放日
は：自由開放日
い：★ズムズムリズム
　　（バレンタイン
　　バージョン）
ゆ：★身体測定

お：手形足形
　　ひな祭りアート
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★自由開放日
キ：★マナカフェ
　　＆クッキー作り
ゆ：★身体測定
　　看護師さんの
　　お話会

休

12 13 14 15 16 17 18

休

お：手形足形
　　ひな祭りアート
　　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：園庭開放日

お：★リボンリース
　　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
キ：自由開放日
ゆ：★手形アート

お：★リボンリース
　　を作ろう！
　　自由開放日
は：★カレンダー作り
　　＆リズム遊び
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
ゆ：★手形アート

お：★リボンリース
　　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
キ：自由開放日
ゆ：園庭開放日

お：手形足形
　　ひな祭りアート
　　自由開放日　
は：自由開放日
い：★自由開放日
キ：★誕生会
ゆ：園庭開放日

い：
自由
開放
日

19 20 21 22 23 24 25

休

お：手形足形
　　ひな祭りアート
　　自由開放日
ひ：園庭開放日
は：自由開放日
い： ★自由開放日
キ：身体測定
ゆ：★手形アート

お：★リボンリース
　　を作ろう！
　　自由開放日
は：自由開放日
い：★お雛様製作
キ：自由開放日
ゆ：園庭開放日

お：★リボンリース
　　を作ろう！
　　自由開放日
は：★カレンダー作り
　　＆リズム遊び
い：★お雛様製作
キ：自由開放日
ゆ：★ひな人形制作

天皇誕生日

お：手形足形
　　ひな祭りアート
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★お雛様製作
キ：自由開放日
ゆ：園庭開放日

休

26 27 28

休

お：手形足形
　　ひな祭りアート
　　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：★ひな人形制作

お：★リボンリース
　　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：園庭開放日
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健康推進課からのご案内

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4
西 西 赤 西

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

◎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　2月 6日（月）
　　　　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

2 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

※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/ →

　「働きたいけど、どうすればい
いの？」など就職の悩みや不安
を話してみませんか。サポステ
では課題克服の為の様々なセミ
ナー、面接練習、履歴書添削等
実施中。オンライン面談実施中、
ぜひご利用ください。
　現在、サポステにて無料パソ
コン講座実施中。※前日までの
予約制。
◆日時　2 月 22 日（水）
　　　　14：00 ～ 16：00
◆  場所　境町研修センター
　　　　（境町商工会館となり）
◆対象者
就職に悩みがある15 歳～ 49 歳
までの方、または保護者・関係者
◆相談員　いばらき県西若者サ
ポートステーション相談員

いばらき県西若者サポート
　　ステーション
　　電話 0296-54-6012
　　（火～土 9：30 ～ 17：30）
　　※日・月・祝日を除く
　　ホームページ
　　http://www.iw-saposute.org

働くことの無料相談会

　茨城県では、65歳以上の高齢者の皆さんに配布している「いばら
きシニアカード」の協賛店舗を募集しています。
　協賛店舗には、これまで、約 4,000 店舗の登録をいただいています。
カードをお持ちの高齢者の皆さんに様々な優待サービスを提供いただ
いているほか、「高齢者に優しいお店・施設」として、日常的な声か
けなども協力いただいています。
　地域、企業、行政が一体となって高齢者を支え合う社会をつくるた
め、ぜひ協賛店舗への登録をお願いしま
す。詳しくは下記まで問合せください。
茨城県福祉部長寿福祉課
　長寿企画・援護グループ
　電話　029-301-3326

「いばらきシニアカード」協賛店舗になりませんか


