土浦全国花火競技大会代替企画

催

し 「土浦の花火」
～後世に伝える匠の技～

全国から花火師が集まり、週替わりで花火を打ち上
げます。花火が見えたときは、コロナ禍で苦境に立つ
花火業界の復興を願い、静かに観賞してください。
日時 １月15日
（土）、22日（土）、29日（土）、
２月５日
（土）
、
11日
（金） 午後６時から約30分
会場 市内
（３密を避けるため、詳細は非公開）
※花火打ち上げの様子は、
土浦全国花火競技大会
YouTubeチャンネルでライブ配信します。
問合せ 花火対策室（☎内線2705）

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

お知 新型コロナウイルス感染症
らせ 関連情報
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。

催

「TV－劇パト２+」
展を開催します
し 機動警察パトレイバー

■機動警察パトレイバー「TV－劇パト２＋」展
会期 １月14日
（金）～２月13日（日） 午前10時～午後６時
（入場は午後５時30分まで）
会場 土浦市民ギャラリー
内容 機動警察パトレイバーTVシリーズ、
NEW OVAシリーズ、
「機動警察パトレイバー２ the Movie」をテーマとした
制作資料やイラストの展示 ほか
入場料 一般…1000円、小中高生…500円、未就学児…無料、
障害者および介助者（１名まで）…無料
※会期中は、観光情報物産センターきらら館
（ウララビル１階）
でグッズ販売を行います。
※１月14日
（金）
、土・日、祝日は、オンラインによる事前予約が
必要です。詳しくはホームページをご覧ください。

Illustration by YUKIO KITTA
Ⓒ HEADGEAR

■機動警察パトレイバー
「TV－劇パト２＋」
展開催記念スタンプラリー
期間 １月14日
（金） 午前10時～２月13日（日） 午後６時
内容 スマートフォンを使用し、
土浦駅周辺を巡るスタンプラリー
特典 「TV－劇パト２＋」展特製クリアファイル
※スマートフォンの機種によっては、
参加できない場合があります。
※特典の受取場所など、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ 政策企画課（☎内線2205）

Ⓒ HEADGEAR
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お知
らせ 子育て世帯の生活を支援するために臨時特別給付金を支給します
支給対象者
次の①～④いずれかに該当し、令和３年度（令和２年中）所得が児童手当の所得制限の範囲内の方
①令和３年９月分の児童手当を受給している方（令和３年９月１日～11月30日に生まれた児童分を含む）
②令和３年９月分の児童手当を受給している公務員（令和３年９月１日～11月30日に生まれた児童分を含む）
③令和３年９月30日時点で高校生など（平成15年４月２日～平成18年４月１日生まれ）を養育している方
④令和３年12月１日～令和４年３月31日に生まれた児童を養育している方
※受給者などの所得が、児童手当の所得制限額以上の方は支給対象外です。
※令和３年10月１日以降に土浦市に転入した方は、９月分の児童手当を支給している前住所地の自治体または、
９月30日時点に住民登録されていた自治体から支給されます。
対象児童 平成15年４月２日～令和４年３月31日に生まれた児童
支給額 児童１人あたり一律５万円
申請方法
＜申請が不要な方＞

「支給対象者①」
に該当する方
※高校生などの兄姉がいる場合でも、児童手当の支給対象となる児童と同じ世帯であれば、申請は不要です。
※児童手当を受給している口座に、12月23日（木）に支給しています。
＜申請が必要な方＞
「支給対象者②・③・④」に該当する方
※１月４日
（火）
に申請書と案内通知を発送します。
申請受付期間 １月４日（火）～３月31日（木）
申請書の提出方法 必要書類を添えて、郵送または直接
※支給対象外の方に対しても申請書が届く場合があります。
※支給対象者の範囲や必要書類などについては、案内通知またはホームページをご覧ください。
問合せ こども政策課（☎内線2304）

お知
らせ 令和４年度土浦市奨学生を募集します
応募資格
令和４年３月に市立中学校または義務教育学校を卒
業し、
４月から県内の高等学校に進学を予定している、
次の要件をすべて満たしている方
・経済的理由により修学が困難と認められる方
・引き続き１年以上、市内に住所を有している方
（扶養義務者またはこれに準ずる方も含む）
・成績良好、品行方正であること
・他の奨学金を受けていないこと
募集人数 16人
給付金額 月額7000円
締切 ２月14日
（月）
※応募にあたり、現在通学している中学校または義務
教育学校の校長からの推薦が必要となりますので、
事前に担任の先生にご相談ください。
問合せ 教育総務課（☎内線5105）
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催

し 手をつなぐ子らの作品展

日程 １月22日
（土）
～28日
（金） 午前10時～午後６時
（最終日は午後３時まで）
場所 土浦市民ギャラリー
内容 市内小中学校・義務教育学校特別支援学級、県
立土浦特別支援学校の児童生徒の作品
問合せ 都和中学校（☎831‐0866）

催

し 子ども郷土研究発表会

日時 １月29日（土） 午前10時～11時
場所 上高津貝塚ふるさと歴史の広場 考古資料館
定員 40人
作品展示期間 １月29日（土）～２月20日（日）
※事前申し込みは不要です。
※発表会の見学のみは無料です。
問合せ 同館（☎826‐7111）

お知
「土浦ブランド認定品」
を募集します
らせ 第４期
土浦ならではの逸品を
「土浦ブランド」
として認定し、市内外の人々に広く情報発信することで、本市のブラン
ド力を底上げするとともに、交流人口の増加やまちの賑わい創出を図ります。
対象者 対象品の生産、製造、加工または販売を自ら行い、原則として市内に事業所を有する方
対象品 農林水産物やその加工食品（飲食メニューを含む）で、市内で購入または飲食が可能であり、次のいずれ
かに該当するもの
・市内で生産、製造または加工などされたもの
・市産の農林水産物を主な原材料としたもの
応募方法 農林水産課窓口またはホームページにある申請書に必要事項を記入の
うえ、必要書類を添えて、郵送、メールまたは直接
締切 １月28日
（金）
（必着）
※必要書類など、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ 土浦ブランドアッププロジェクト推進協議会事務局
▲土浦ブランド認定マーク
（農林水産課内 ☎内線2710
tsuchiurabrand@city.tsuchiura.lg.jp）

お知
らせ 第２回土浦市建築審査会を開催します

お知 第５回土浦市地域公共交通活性化協議会
らせ を開催します

日時 １月19日
（水） 午後２時から
（受け付けは午後１時30分から）
会場 男女共同参画センター 研修室１・２
定員 10人
（先着順）
内容 建築基準法第３条の規定に基づく、茨城県文化
財保護条例により現状変更の規制および保存の
ための措置が講じられている建築物
（保存建築
物）
の指定について
問合せ 建築指導課（☎内線2488）

日時 １月18日（火） 午後３時から
（受け付けは午後２時30分から）
会場 社会福祉センター 講義講習室
（ウララ２ビル４階）
定員 10人（先着順）
内容 土浦市地域公共交通計画（案）にかかるパブリッ
クコメント実施結果について ほか
問合せ 交通政策室（☎内線2370）

催

神立コミュニティーセンターから

し イベントのご案内

■芋から作るこんにゃく作り体験
日時 １月16日
（日） 午前９時30分～午後２時30分
定員 10人
（定員を超えた場合は抽選）
参加料 700円
持ち物 穴あきのおろし金、ゴム手袋、三角巾、エプ
ロン、マスク
締切 １月12日
（水）
■あゆなまみあな吹奏楽団New Yearコンサート
日時 １月30日
（日） 午後２時～３時30分
定員 50人
（先着順）
締切 １月20日
（木）
◎共通
申込方法 電話または直接
問合せ 同センター（☎833‐1295）

お知 ふれあいセンターながみね
らせ トレーニングルーム無料開放
日時 １月８日
（土）
～30日
（日） 午前10時～午後８時
対象 高校生以上の方
持ち物 室内シューズ
問合せ ふれあいセンターながみね（☎830‐5600）

お知 県立歴史館企画展４
らせ 親鸞を継ぐ－如信をめぐる遺宝－
期間

１月30日（日）まで 午前９時30分～午後５時
（入館は午後４時30分まで）
場所 同館（水戸市緑町二丁目）
内容 親鸞の孫・如信について紹介するとともに、如
信に関わる常陸北部の浄土真宗寺院について、
遺された宝物とともに見る
※入館料など、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ 同館
（☎029‐225‐4425）
広報つちうら
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お知
らせ 元気いばらき就職面接会
日時 １月27日
（木） 午後１時30分～３時30分
（受け付けは午後１時から）
会場 茨城県土浦合同庁舎（真鍋五丁目）
対象 新卒者を含む求職者
問合せ いばらき就職支援センター
（☎825‐3410）

お知 地域コミュニティ活動の活性化を
らせ 推進しています
神立東一・二丁目地区会が、令和３年度コミュニティ
助成（宝くじ助成）を受けて、地域コミュニティ活動の
ために山車の修繕などを行いました。

相

談 結婚相談会

日時 １月16日
（日） 午後１時30分～４時
（受け付けは午後３時まで）
会場 男女共同参画センター 研修室３
講師 エンゼルプラン土浦C‐LOVE
持ち物 別カットの写真２枚
問合せ こども政策課
（☎内線2281）

司法書士による

相

談 全国一斉生活保護無料相談会

日時 １月30日
（日） 午前10時～午後４時
◉専用ダイヤル ☎0120‐052‐088
問合せ 茨城青年司法書士協議会
（☎0294‐73‐0575）
相

談 税理士による無料還付申告相談会

日時 ２月２日
（水） 午前10時～午後４時
会場 関東信越税理士会土浦支部（中央一丁目）
対象者 年収600万円以下の給与所得者・年金受給者
持ち物 源泉徴収票、各種所得控除証明書、マイナン
バーカード、振込先口座が分かるもの
申込方法 電話で
締切 １月28日
（金）
問合せ 同支部
（☎824‐5055）

第一種圧力容器定期自主検査基準
講
座 に関する技術講習
日時 ２月11日
（金） 午前９時～午後４時
会場 茨城県JA会館（水戸市梅香一丁目）
定員 24人
（先着順）
受講料 会員…9900円、
一般…11000円
（テキスト代別）
申込期間 １月17日（月）～21日（金）
※申込方法など、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 日本ボイラ協会茨城支部
（☎029‐225‐6185）
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宝くじ助成は、宝くじの普及および広報を目的とし
て、コミュニティ活動に必要な設備や備品を整備する
ために助成しているものです。今回の助成によって、
今後、より活発な地域コミュニティ活動が期待できます。
問合せ 市民協働室（☎内線2456）
相

談 土浦市空家等対策相談会

日時 ３月15日（火） 午後１時～４時
会場 男女共同参画センター 研修室１・２
対象 市内の空家、もしくは今後空家になることが見
込まれる住宅などの所有者、相続予定者など
定員 ８組（定員を超えた場合は抽選）
申込方法 ホームページに掲載する予約票に必要事項
を記入し、
郵送、
ファクス、
メールまたは直接
締切 １月25日（火）
問合せ 生活安全課（☎内線2241、FAX 826‐1214
bohan@city.tsuchiura.lg.jp）
講

座 甲種防火管理再講習会

日時 ２月10日（木） 午前９時30分～正午
（受け付けは午前９時から）
会場 土浦市消防本部 ３階 講堂
定員 40人（先着順）
受講料 2000円
申込期間 １月11日（火）～17日（月）
申込方法 消防本部ホームページから
※申込受付後、メールで案内文などを送付します。
問合せ 消防本部予防課（☎821‐5967）

