
　新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、イベ
ントなどが中止や延期になる場合があります。
　市のお知らせやイベントの開催状況などの最新情報
は、ホームページで確認できます。

新型コロナウイルス感染症
関連情報

お知
らせ

11月の納税のお知らせお知
らせ

■11月の納期限：11月30日（火）
国民健康保険税（５期）、介護保険料（５期）、後期高齢
者医療保険料（５期）
■11月の休日納税・納税相談
日時　11月28日（日）　午前９時～午後５時
場所　本庁舎２階　納税課
※12月は毎週日曜日に窓口を開設します。
※新型コロナウイルス感染症の影響などにより納税が

困難な場合は、そのまま放置せず至急ご相談ください。
問合せ　納税課（☎内線2359）　

土浦市役所　☎826‐1111

防災行政無線　　0120‐826113

マイシティつちうら
まちの話題やニュースをお届けします。
土浦ケーブルテレビ　デジタル11ch（111ch）
【毎日9：00/12：00/16：00/20：00の各15分】

土浦市メールマガジン
行政、子育て、健康づくり、観光・イベント
などの情報をメールでお届けします。

登録はこちら

▲
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日程　12月10日（金）～12日（日）
場所　川口運動公園・りんりんポート土浦周辺
※規制範囲など、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ　茨城シクロクロスつくば事務局（☎875‐8677）

全日本選手権自転車競技大会シク
ロクロス開催にともなう交通規制

お知
らせ

対象　市内在住で、令和４年度に小学校へ入学する、
ひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）の児童

申込方法　市こども政策課（☎内線2304）へ電話で
申込期限　令和４年１月７日（金）
問合せ　茨城県母子寡婦福祉連合会（☎029‐221‐7505）

ひとり親家庭の新入学児童へ
入学祝品（学用品）を贈呈します

お知
らせ

　冷暖房の新設とLED照明への改修工事を行うため、
以下の期間、休館となります。
期間　12月１日（水）～令和４年８月31日（水）
※文化棟（会議室など）、トレーニング室、軽体育室は、

通常通り利用することができます。
問合せ　水郷体育館（☎823‐4811）

霞ヶ浦文化体育会館の
大体育室と小体育室を休館します

お知
らせ

貸出期間　12月13日（月）～24日（金）の平日
　　　　　午前９時～午後５時
場所　本庁舎２階　生活安全課
対象者　市内在住の１歳未満児の保護者、または１月

末までに出産予定の方
持ち物　運転免許証
料金　2000円（クリーニング代）
申込方法　電話で
申込日　12月６日（月）、７日（火）
問合せ　生活安全課（☎内線2298）

乳児用チャイルドシートを
貸し出します

お知
らせ
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対象　次のすべてを満たす団体
・市内に在住、在勤または在学している10人以上で構

成されている
・令和４年度に、年間を通して体育館を利用する予定

である
・代表者が20歳以上である
利用時間　１日３時間以内（午後10時まで）
申込方法　スポーツ振興課またはホームページにある

申込用紙に必要事項を記入し郵送、メール
または直接

申込締切　12月７日（火）
※旧上大津西小学校、旧藤沢小学校、旧山ノ荘小学校

は、跡地利活用方法が決定するまでの暫定開放です。
問合せ・申込先　スポーツ振興課（☎内線5158、
　　　 suposin@city.tsuchiura.lg.jp
　　　〒300‐0036　大和町９‐２　ウララ２ビル７階）

小・中学校体育館を開放しますお知
らせ

図柄入り土浦ナンバープレートに
交換しませんか

お知
らせ

問合せ　政策企画課（☎内線2205）

　帆引き船と花火がデザインされた、図柄入り土浦
ナンバープレートの申し込みを受け付けています。
現在使用している車両のナンバーを変更せずに交換
も可能です（一部例外あり）。

申込方法
・自身でWEBからの申し込み
　図柄ナンバー申込サービス
　（http://www.graphic-number.jp)
・お近くのディーラー、整備工場に相談
※依頼には別途手数料がかかります。
交付手数料
　乗用車…7580円、軽自動車…7640円
　大型バス・大型トラック（大板）…１万1210円
※交付手数料に加えて1000円以上の寄付で、ナン

バープレートをモノトーン（白黒）からカラーに変更
できます。

※寄付金は、土浦ナンバー
地域の交通改善や観光振
興などに活用されます。

問合せ　スポーツ振興課（☎内線5123）

掲載期間　令和４年４月～令和５年２月

J：COMスタジアム土浦の
フェンス広告主を募集します

お知
らせ

掲載場所 規格（高さ×幅） 掲載料（月額）区画数
１・３塁側
フェンス

２m×６ｍ
（天地0.5ｍは余白）10000円 12区画

外野
フェンス 0.8m×８ｍ 5000円 16区画

募集期間　12月６日（月）～17日（金）
決定方法　先着順（同日に複数の申し込みがあった場合

は抽選）
※申込方法など、詳しくはホームページをご覧ください。

外野フェンス １塁側フェンス

掲載場所のイメージ　写真は一部加工しています

納税証明書のオンライン請求を
ご利用ください

お知
らせ

　「e‐Tax」を利用することで、窓口に出向かずに、お
持ちのパソコンやスマートフォンから、納税証明書の
交付請求を行うことができます。
　利用方法など、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ　土浦税務署（☎822‐1100）　

■e-Tax説明会を行います
日時　12月13日（月）、16日（木）
　　　午前９時30分～11時30分
　　　午後１時30分～３時30分
会場　男女共同参画センター　研修室３
内容　マイナポータルの設定方法、国税庁ホームペー

ジの利用方法　など
持ち物　マイナンバーカード、スマートフォンなど
※マイナンバーカードの取得が間に合わない方へは、

e-Tax利用のためのID・パスワードを発行します。
問合せ　土浦税務署（☎822‐1100）　

パソコンやスマートフォンで
確定申告が提出できます

お知
らせ

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」
を利用することで、パソコンやスマートフォンで確定
申告書が作成できます。
　また、作成した申告書は、同じく国税庁のホームペー
ジから利用できる国税電子申告・納税システム「e-Tax

（イータックス）」で送信することもできます。
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日時　12月４日（土）　午前10時～午後３時
会場　亀城プラザ
内容　土浦調停協会の調停委員による、以下の調停手

続きの悩み相談
　　　民事…土地建物、交通事故、金銭問題など
　　　家事…夫婦・親子・相続の家庭問題など
問合せ　土浦調停協会（水戸地方・家庭裁判所土浦支

部内　☎821‐4347）

無料調停相談会相　
　談

11月は労働保険未手続事業一掃
強化期間です

お知
らせ

　労働者（アルバイトを含む）を１人でも雇っている事
業主は、労働保険に加入する義務があります。
　加入手続きなど、詳しくはお問い合わせください。
問合せ　茨城労働局労働保険徴収室
　　　　（☎029‐224‐6213）

日時　12月９日（木）　午後１時～４時
　　　（相談時間は１人20分間）
会場　ワークヒル土浦　２階　研修室
内容　登記・年金・雇用・税金などの手続きに関する質

問や相談、相続・離婚・多重債務などの法律相談
申込方法　電話で
申込期間　11月25日（木）～12月６日（月）
問合せ　総務省行政相談センターきくみみ茨城
　　　　（☎029‐253‐1100）

くらしの困りごと相談会相　
　談

相　
　談 12月の無料年金相談

日時　12月18日（土）　午前10時～午後４時
　　　12月23日（木）　午前10時～午後３時　
会場　常陽銀行土浦支店（中央二丁目）
問合せ　同支店（☎822‐3216）

◉業務改善助成金の申請
　茨城労働局雇用環境・均等室　☎ 029‐277‐8294
◉専門家による無料相談
　茨城働き方改革推進支援センター　
　☎0120‐971‐728またはホームページから

茨城県の最低賃金は10月１日から
「時間額879円」になりました

お知
らせ

　県内の事業所で働くすべての労働者の最低賃金が、
879円（28円引き上げ）になりました。
　賃金引き上げを行う事業者は、「業務改善助成金」制
度や、専門家による無料相談を利用できます。

問合せ　茨城労働局賃金室（☎029‐224‐6216）　

過重労働による健康障害を防止するために
・時間外・休日労働時間などを削減しましょう。
・年次有給休暇の取得を促進しましょう。
・労働者の健康管理に係る措置を徹底しましょう。
賃金不払残業を解消するために
・職場風土を改革しましょう。
・適正に労働時間の管理を行うためのシステムを整備

しましょう。
・労働時間を適正に把握するための責任体制を明確化

し、チェック体制を整備しましょう。

11月は過労死等防止啓発月間ですお知
らせ

　事業主の方だけでなく、労働者の方も、過重労働に
よる健康障害を防止し、賃金不払残業を解消するため
に、次のことに取り組みましょう。

問合せ　茨城労働局監督課（☎029‐224‐6214）　

自筆証書遺言書保管制度を
ご存じですか

お知
らせ

　自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言のメリッ
トを損なうことなく、遺言書の紛失や改ざんなどの問
題点を解消するための方策として、昨年７月に創設さ
れました。
　制度や申請方法など、詳しくはホームページをご覧
になるか、お問い合わせください。
問合せ　水戸地方法務局土浦支局（☎821‐0792）

◉多重債務相談
　借金・クレジットカード・各種ローンの悩み相談
　☎029‐221‐3190　
　平日　午前８時30分～午後４時30分
◉詐欺的な投資勧誘相談　未公開株、社債、ファンド
◉電子マネー詐欺相談　架空請求、サクラサイト
　共通☎029‐221‐3195
　平日　午前８時30分～午後５時
問合せ　財務省関東財務局水戸財務事務所
　　　　（☎029‐221‐3195）　

財務省関東財務局水戸財務事務所では
無料相談を行っています

相　
　談
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国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入の方へ
令和３年度人間ドック・脳ドックの健診費用助成を締め切ります

お知
らせ

対象　国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入
　　者で、次の条件をすべて満たす方

・令和４年３月31日時点で40歳以上の方
・保険税に未納のない世帯、保険料に未納のない方
※令和３年４月以降に、すでに医療機関や総合健診で特

定健診・後期高齢者健診を受けた方や、市の補助を
受けて人間ドック・脳ドックを受けた方は対象外です。

※同一年度内で助成を受けられるのは、人間ドック・
脳ドックのいずれか１つです。

※脳ドックの助成は３年に１度となります。令和元・２
年度のいずれかに脳ドックの助成を受けた方は、今
年度は脳ドックの健診費用の助成は受けられません。

助成額
　人間ドック…２万円（日帰り・宿泊共通）
　脳ドック…２万7000円
健診項目
　人間ドック…健康診査、眼科検査、聴力検査、胸部X

線撮影、胃X線撮影、腹部超音波検査、便潜血検査など
　脳ドック…健康診査、眼科検査、聴力検査、脳MRA、

脳MRI検査など

申込方法
　国民健康保険加入者
　郵便はがき（１人につき１枚）に、①希望ドックの種

類、②受診希望の健診機関（脳ドックは第２希望ま
で）、③住所、④氏名（ふりがな）、⑤生年月日、⑥
電話番号を記入し郵送

　後期高齢者医療制度加入者
　今年度から、人間ドック・脳ドック受診結果の保健

事業活用のため、受診者の同意が必要となります。
　国保年金課、各支所・出張所、またはホームページ

にある申込用紙に必要事項を記入し郵送、または窓
口、各支所・出張所へ直接

申込締切　12月14日（火）（消印有効）
※申込後、約２週間で対象の方に補助決定通知書を郵

送します。
※脳ドックは、定員に達した健診機関から、随時受付

終了となります。　
問合せ・申込先　
　国保年金課　〒300‐8686　大和町９‐１
　国民健康保険加入者…国保給付係（☎内線2355）
　後期高齢者医療制度加入者…医療福祉係（☎内線2406）

健診機関 電話番号
人間ドック 脳

ドック日帰り 宿泊
霞ヶ浦医療センター 822‐5050 ○ 　 ○

神立病院健診センター 896‐6123 ○ 　 ○
土浦協同病院
予防医療センター 846‐3731 ○ 　 受付

終了
日立製作所
土浦診療健診センタ 831‐5838 ○ 　

霞ヶ浦成人病研究事業団
健診センター（東京医科
大学茨城医療センター）

887‐4563 ○ ○ ○

つくば総合健診センター
（筑波メディカルセンター）856‐3500 ○ ○ ○

△…国民健康保険加入者のみ

健診機関 電話番号
人間ドック 脳

ドック日帰り 宿泊
牛久愛和総合病院
総合健診センター 873‐4334 ○ ○ ○

セントラル総合クリニック 874‐7985 ○ 　
筑波大学附属病院つくば
予防医学研究センター 853‐4205 ○ 　 ○

龍ケ崎済生会
総合健診センター

0297‐
63‐7178 ○ 　 ○

筑波記念病院つくばトー
タルヘルスプラザ 864‐8002 ○ △ △

筑波学園病院健診センター 836‐1983 ○ ○

健診機関

広　告



5 広報つちうら　お知らせ版　2021.11.16

12月４日～10日は人権週間です
一人一人が人権を尊重しましょう　～「誰か」のこと　じゃない～

お知
らせ

　昭和23年12月10日、国連総会で世界人権宣言が採択されたことを記念し、毎年12月10日が「人権デー」と定
められました。法務省と全国人権擁護委員連合会では、人権デーを最終日とする12月４日から10日までを「人権
週間」としています。
　人権は、誰もが生まれながらに持っている基本的な権利です。この機会に改めて人権について考えてみませんか。

・女性の人権を守ろう
・子どもの人権を守ろう
・高齢者の人権を守ろう
・障害を理由とする偏見や差別をなくそう
・部落差別（同和問題）を解消しよう
・アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう
・外国人の人権を尊重しよう
・感染症に関連する偏見や差別をなくそう
・ハンセン病患者・元患者、その家族に対する偏見

や差別をなくそう

・刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう
・犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
・インターネットによる人権侵害をなくそう
・北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深

めよう
・ホームレスに対する偏見や差別をなくそう
・性的指向および性自認（性同一性）を理由とする偏

見や差別をなくそう
・人身取引をなくそう
・東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう

令和 3年度啓発活動強調事項　

問合せ　水戸地方法務局（☎029‐227‐9919）

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、WEB講演で開催します。パソコンやスマートフォンなどから視聴
できますので、ぜひご覧ください。

人権講演会をWEB講演で開催しますお知
らせ

配信期間　12月１日（水）～12日（日）
講師　伊藤真波さん
　　　（日本初義手の看護師、北京・ロンドンパラリ

　　 ンピック競泳日本代表で100m平泳ぎ入賞）
テーマ　「あきらめない心」
　　　　伊藤さんご自身のお話、義手でのバイオリン   
　　　　演奏など
※講演会の視聴には、事前の申し込みが必要です。申

込方法など、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ　総務課（☎内線2330）

広　告 広　告
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会期　11月30日（火）～12月14日（火）
会場　ウララ２階　展示スペース
内容　市内在学の子どもたちの作品を展示
問合せ　土浦ユネスコ協会事務局
　　　　（市民活動課内　☎内線2031）

「絵で伝えよう！わたしの町のたからもの」
絵画展

催　
　し

会期　12月２日（木）～12日（日）　
　　　午前10時～午後６時（最終日は午後１時まで）
会場　土浦市民ギャラリー
内容　県内で最も歴史のある公募型美術展覧会
　　　日本画、洋画、彫刻、美術工芸、書、写真、デ

ザインなどの作品を展示
問合せ　土浦市美術展委員会
　　　　（文化振興課内　☎893‐5505）

土浦市美術展覧会催　
　し

日時　令和４年２月23日（水）　
　　　午後３時開演（開場は午後２時から）
会場　クラフトシビックホール土浦
入場料　全席指定4000円（税込み）　未就学児入場不可
※チケットの発売日や購入方法など、詳しくはホーム

ページをご覧になるか、お問い合わせください。
※ホームページに掲載している、新型コロナウイルス

感染症対策の取り組みを、必ずご確認ください。
問合せ　同ホール（☎822‐8891）

TSUKEMEN　CONCERT
HAPPYキッチン　振替公演

催　
　し

会期　令和４年３月31日（木）まで
内容　中学生・高校生などに看護職を知ってもらうた

めのオンラインイベント
問合せ　茨城県ナースセンター（☎029‐221‐7021）

催　
　し

Nursing now in IBARAKI
～看護の心をみんなの心に～

期間　12月１日（水）～令和４年１月14日（金）　
　　　午後５時～８時
会場　霞ヶ浦総合公園オランダ型風車前広場
内容　桜、霞ヶ浦、花火などのイルミネーション装飾

光がつくる“Art”
水郷桜イルミネーション

催　
　し

問合せ　土浦市産業文化事業団（☎823‐4811）

期間　11月19日（金）～令和４年１月31日（月）　
　　　午後５時～９時
会場　土浦駅東口・西口、モール川口町バス停付近、

亀城モール、各商店会
内容　イルミネーション装飾

土浦ウィンターフェスティバル
～街に輝きを　明日に希望の光を～

催　
　し

問合せ　土浦市観光協会（☎824‐2810）

広　告 広　告
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日時　①12月６日（月）、②20日（月）
　　　午前10時～午後１時
会場　土浦市農産物加工処理センター（永井本郷入会地）
内容　①アクアパッツァ＆キャンドルケーキ
　　　②ケークサクレ＆豚の角煮
定員　各８人（先着順）
持ち物　三角巾、布巾、エプロン、筆記用具、料理の

持ち帰り容器
料金　1000円
申込方法　電話で（申し込みは①②いずれか１日のみ）
申込締切　①11月30日（火）、②12月14日（火）
問合せ　土浦市農業公社（☎862‐5143）

手作り料理教室～おもてなしシーズンに
向けて、身近な食材で料理をつくろう！～

催　
　し

日時　12月17日（金）　予備日：令和４年１月21日（金）
　　　午後２時30分～午後４時（受け付けは午後２時

から）
会場　都和公民館
対象　市内在住・在学・在勤の方で、同講座を受けた

ことがない方
定員　20人（先着順）
持ち物　筆記用具
申込方法　電話で
申込締切　12月13日（月）
問合せ・申込先　地域包括支援センターかんだつ
　　　　　　　　（☎869‐7035）

認知症サポーター養成講座講　
　座

認知症サポーターキャラバン
マスコットキャラクター

　病気の有無に関わらず、自身の将来の意思決定能力
の低下に備えて、人生の最期の時間をどのように過ご
し、どのような医療・ケアを受けたいかなどを元気な
ときから意識し、家族、友人、医療・介護関係者など
と繰り返し語ること（人生会議）について考えるための
講演会を開催します。

在宅療養を考える市民講演会講　
　座

日時　令和４年１月29日（土）
　　　午後２時～３時30分（開場は午後１時30分から）
会場　県南生涯学習センター（ウララビル　５階）
対象　市内在住・在学・在勤の方、市内で在宅医療介

護連携に携わる方
テーマ　知って始める「人生会議」　～人生の最終段階

における医療やケアについて考えよう～
講師　角田ますみさん（杏林大学准教授）
定員　100人（先着順）
申込方法　高齢福祉課へ電話または申込書をファクス
※申込書は、高齢福祉課、各中学校地区公民館、各支

所・出張所、ホームページにあります。
申込締切　１月14日（金）
問合せ　高齢福祉課（☎内線2500、FAX825‐5066）

日時　12月７日（火）　
　　　午後１時～２時（受け付けは午後０時30分から）
会場　水戸合同庁舎２階　大会議室（水戸市柵町一丁目）
公売不動産　土地　　
　売却区分番号　３‐45
　見積価格　295万円　　公売保証金　30万円
　財産の表示　登記簿による表示
　①所在…小松三丁目　　地番…2793番５
　　地目…宅地　　　　　地積…20.15㎡
　②所在…小松三丁目　　地番…2794番10
　　地目…宅地　　　　　地積…316.57㎡
※公売不動産について、詳しくはホームページまたは

市の納税課で配布している公売広報をご覧ください。
問合せ　茨城租税債権管理機構（☎029‐225‐1221）

不動産公売に参加してみませんかお知
らせ

陸上自衛隊夜間飛行訓練お知
らせ

日程　12月７日（火）、８日（水）
場所　陸上自衛隊霞ヶ浦飛行場および周辺空域　
問合せ　陸上自衛隊航空学校霞ヶ浦校（☎842‐1211）

広　告
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　「イバラキイーブックス」とは、県内の電子書籍を無料で閲覧できるポータルサイトです。2014年の
サイトオープン以降に発行された県内全ての広報紙や、自治体の発行物など、約5000冊が掲載され
ています。「広報つちうら」も掲載されていますので、ぜひご利用ください。
◆「広報つちうらを閲覧」する方法
右の二次元コードから「イバラキイーブックス」へアクセスし、エリア選択欄で「土浦市」を選
択、またはフリーワード欄に「土浦」と入力して、検索

電子書籍ポータルサイト「イバラキイーブックス」のご紹介

日時　12月15日（水）
　一般　　　　午前９時30分～午後０時30分
　　　　　　　（受け付けは午前９時から）
　給油取扱所　午後１時～４時
　　　　　　　（受け付けは午後０時45分から）
会場　クラフトシビックホール土浦
対象　危険物取扱者
申込方法　ホームページからダウンロードした申請書

に必要事項を記入し、郵送
申込期間　11月24日（水）～12月１日（水）（必着）
問合せ・申込先　
　茨城県危険物安全協会連合会（☎029‐301‐7878
　〒310‐0852　水戸市笠原町978‐26）

危険物取扱者保安講習会講　
　座

日時　令和４年１月15日（土）、22日（土）、29日（土）
　　　午前９時～午後４時　全３回
会場　同学院（中村西根）
対象　Windowsの基本操作ができる方
定員　20人（定員を超えた場合は抽選）
受講料　3040円
申込方法　ホームページから
申込締切　11月29日（月）
問合せ　同学院（☎841‐3551）　

土浦産業技術専門学院在職者訓練
機械CAD（AutoCAD）基礎講座

講　
　座

ハチミツを与えるのは１歳を過ぎてからお知
らせ

　１歳未満の赤ちゃんがハチミツを食べることによっ
て乳児ボツリヌス症にかかることがあります。
　赤ちゃんの場合、まだ腸内環境が整っておらず、ボ
ツリヌス菌が食品などを介して体内に入ると、腸内で
増えて毒素を出すため、便秘、哺乳力の低下、元気の
消失、首のすわりが悪くなる、といった症状を引き起
こすことがあります。ほとんどの場合、適切な治療に
より治癒しますが、まれに亡くなることもあります。
　ボツリヌス菌は熱に強いので、通常の加熱や調理で
は死にません。１歳未満の赤ちゃんにハチミツやハチ
ミツ入りの飲料・お菓子などの食品は与えないように
しましょう。

問合せ　こども包括支援課（☎内線2513）

会期　12月12日（日）まで
会場　同館（水戸市千波町）
内容　殻から落ちる玉子の作品で
　　　知られる上田薫(1928～)

と現代の作家たちによる
リアルに描かれた絵画を
紹介

茨城県近代美術館　企画展
「上田薫とリアルな絵画」

催　
　し

上田薫　1987年
「玉子にスプーン B」
茨城県近代美術館蔵

入館料　一般…870円、満70歳以上…430円、高校・
大学生…610円、小中学生…370円

　　　　12月４日（土）は、満70歳以上は無料
問合せ　同館（☎029‐243‐5111）

任期　令和４年４月１日～令和５年３月31日
活動内容　霞ヶ浦駐屯地や自衛隊が行う各種行事に参

加し、地域住民としての意見を提出
定員　２人（選考あり）
申込期限　１月10日（月）
※申込方法など、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ　陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地広報班（☎842‐1211）

令和４年度霞ヶ浦駐屯地モニター
を募集します

募　
　集

 ×
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ワークヒル土浦
第 4 期講座の受講生を募集します

 講
   座

申込方法　往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号、希望講座を記入して郵送、または郵便は
がきを窓口へ持参（月曜休館）

※はがき１枚につき１講座の申し込み（連名は不可）
※親子の講座は子どもの氏名（ふりがな）、年齢も記入

締切　12月19日（日）（必着）
※定員を超えたときは抽選。なお、申し込み少数のと

きは中止となることがあります。
問合せ・申込先　ワークヒル土浦（☎826‐2622
　〒300‐0027　木田余東台四丁目１‐１）

曜日 講　座　名 対　象 時　間 日　程 回数 定員 受講料

火

らくらくシニア体操 一般男女 10：00～11：00 １/18～３/15 ９ 25人 4700円
カラダすっきり！ストレッチヨガ 一般男女 11：30～12：30 １/18～３/15 ９ 30人 4700円
美 body kick exercise 一般男女 13：30～14：30 １/18～３/15 ９ 25人 4700円
コンシャスヨーガ＆自力整体 一般男女 15：45～17：00 １/18～３/15 ９ 30人 4700円
やわらか体幹エクササイズ 一般男女 20：00～21：00 １/18～３/15 ９ 25人 4700円

水

エアロビクス水曜 一般男女 10：00～11：00 １/12～３/23 10 25人 5200円
よちよちわんぱく親子ビクス 1 歳以上の未就園児

と保護者 11：30～12：30 １/12～３/16 8 10組20人 4100円
陶芸教室　昼間コース① ※1 一般男女 13：00～14：30 １/12～２/９ ５ 10人 5000円
陶芸教室　昼間コース② ※1 一般男女 13：00～14：30 ２/16～３/23 ５ 10人 5000円
パンチ＆キックエクササイズ 一般男女 18：40～19：40 １/12～３/23 10 25人 5200円
ZUMBAⓐ ※２
～ラテン音楽＋ダンスエクササイズ～ 一般男女 20：00～21：00 １/12～３/16 ５ 25人 2600円
ZUMBAⓑ ※２
～ラテン音楽＋ダンスエクササイズ～ 一般男女 20：00～21：00 １/19～３/23 ５ 25人 2600円

木 陶芸教室　夜間コース① ※1 一般男女 18：30～20：00 １/13～２/10 ５ 10人 5000円
陶芸教室　夜間コース② ※1 一般男女 18：30～20：00 ２/17～３/24 ５ 10人 5000円

金

ひさしぶりのピアノ 一般男女 ９：50～10：50 １/７～３/18 10 10人 10500円
はじめてのピアノ（初心者） 一般男女 11：00～12：00 １/７～３/18 10 10人 10500円
赤ちゃん親子ビクス 歩行開始前の０歳児

と保護者 11：45～12：45 １/７～３/４ 8 10組20人 4100円
趣味で楽しむピアノ 一般男女 14：00～15：00 １/７～３/18 10 10人 10500円
チビッ子体操 未就学児（４～６歳） 16：30～17：30 １/７～３/18 10 12人 10500円
すっきり爽快エアロ 一般男女 18：50～19：50 １/７～３/18 10 25人 5200円
キャンドルヨガ 一般男女 20：00～21：00 １/７～３/18 10 30人 5200円

日
ステップエクササイズ＆ストレッチ 一般男女 18：00～18：50 １/16～３/13 8 25人 4100円
ウィークエンドヨガ
～デトックス + リフレッシュ～ 一般男女 19：00～19：50 １/16～３/13 8 30人 4100円

※２…ZUMBAの申し込みは、 ⓐ・ⓑいずれか一方のみ※１…陶芸教室の申し込みは、各曜日①・②いずれか一方のみ

つちうら防災ノート 問防災危機管理課（☎826‐1111　内線2270）

ペットの災害対策　大事なペットを守るために「日頃の備え」できていますか？
　災害時、市の指定避難所に避難する際に、ペット
を連れていくこと（同行避難）はできます。しかし、
避難所では動物アレルギーの方がいたり、ペットが
鳴いてしまったりするため、建物内に一緒に入るこ
とはできません。ペットは、ケージに入れるか、リー
ドで繋ぐようにしてください。また、飼い主の飼育
管理が必要となりますので、ペットの避難用品など
を準備し、災害に備えておきましょう。
　ペットの災害対策について、詳しくは
県ホームページをご覧ください。

ペットの避難用品として準備するもの

・ペットフード、水、薬（５～７日分）
・予備の首輪、キャリーバッグ、ケージなど
・トイレ用品、おもちゃ、餌用容器など
※首輪やケージには、飼い主の連絡先を記入
　してください。


