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お知らせ版

申請不要の方には、令和３年12月23日（木）に児童
１人につき10万円を振り込みました。申請の必要な
方には、提出された申請書の手続きができ次第、１月
中旬頃から10万円支給を開始します。

子育て世帯への臨時特別給付金は
現金10万円を一括給付します

お知
らせ

　支給対象の範囲など、詳しく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）

変更後

児童１人につき現金 5 万円の支給
残りの 5 万円は現金または、クーポン券
などでの支給

変更前

児童１人につき現金10万円の支給

　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

Web口座振替受付サービスを
開始しました

お知
らせ

　口座振替依頼書の記入や届出印が不要で、窓口に出
向かず、お手持ちのパソコンやスマートフォンから申
し込みできます。ぜひご利用ください。

対象
税 料

　・市県民税 　・介護保険料
　・固定資産税 　・後期高齢者医療保険料
　・軽自動車税 　・保育料
　・国民健康保険税 　・放課後児童クラブ育成料

　・市営住宅使用料
※特別徴収分は対象外です。

※放課後児童クラブ育成料は、足利銀行とゆうちょ銀
行は対応していません。
申込方法　ホームページから
問合せ　納税課（☎内線2230）

申込可能金融機関

中央二丁目で工事を進めていた亀城モールが完成し
ます。広い歩道を整備したことで、歩行者の安全性を
高めたほか、ベンチの設置や植栽を行い、市民の憩い
の場として活用を図ります。

お知
らせ 1月26日に亀城モールが完成します

問合せ　交通政策室（☎内線2382）

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

▲・常陽銀行　　・茨城県信用組合　　・水戸信用金庫
・筑波銀行　　・東日本銀行　　　　・ゆうちょ銀行
・足利銀行

亀城モール
 （中央二丁目）
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申告に必要なもの

問合せ　土浦税務署（☎822‐1100　自動音声案内）

・雑損控除を受けようとする方　　　　　・土地・建物・株式・先物取引などの譲渡所得のあった方
・過年度分の申告をする方　　　　　　　・住宅借入金等特別控除により所得税の還付を受けようとする方
・青色で確定申告する方　　　　　　　　・令和３年中に亡くなった方の申告をする方（準確定申告）

次に該当する方は、市役所および臨時受付会場では受け付けできませんので、土浦税務署にご相談ください。

土浦税務署で確定申告する必要がある方　　

対象者 必要書類

申告する方

・マイナンバーカード（個人番号カード）
・マイナンバーカードをお持ちでない方は、次の①、②の両方の書類が必要です。
　①個人番号が確認できる書類（通知カード、個人番号の記載がある住民票の写し
　　または住民票記載事項証明書のうちいずれか１つ）
　②本人確認書類…運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳などの
　　うちいずれか１つ

給与所得者・公的年金受給者 源泉徴収票または事業主の支払証明書など
事業所得者・不動産所得者 収支内訳書　※作成してからお持ちください。 

医療費控除のある方

医療費控除の明細書または医療費通知、保険などで補てんされた金額の明細書・
証明書
※あらかじめ医療費控除の明細書の作成が必要です。領収書の添付・提示は不要
　ですが、医療費通知は必要になる場合がありますので持参してください。

セルフメディケーション
税制控除のある方

セルフメディケ―ション税制の明細書、健康維持の取り組みを行ったことを明らか
にする書類（定期健康診断の結果通知書など）
※医薬品購入の領収書の添付・提示は不要です。

社会保険料控除のある方 国民健康保険税・国民年金保険料・介護保険料・任意継続保険料などの領収書、
または納付済額証明書

生命保険料・地震保険料控除
のある方

契約している保険会社から発行された控除証明書　
※地震保険料控除には、平成18年12月31日までに契約締結された長期損害保険料

を含みます。
寄附金税額控除のある方 都道府県・市区町村・共同募金会・日本赤十字社などの領収書など
障害者控除を受ける方 障害者手帳、戦傷病者手帳、市町村長などが発行する障害者に準ずる証明書など

※郵送で申告書を提出するときは、個人番号が確認で
　きる書類（上記①）と本人確認書類（上記②）の写し、
　各種収入が分かる書類・控除証明書などの写しを、
　重ならないように貼り付けてください。

※源泉徴収票や控除必要書類がないと申告受付ができ
　ませんので、ご注意ください。
※医療費控除とセルフメディケーション税制控除は選択
　適用のため、重複して控除を受けることはできません。

広告



3 広報つちうら　お知らせ版　2022.1.18

申告期間　２月１日（火）～３月15日（火）　

問合せ　課税課（☎内線2232）

　２月から、市・県民税の申告受付を開始します。前
年に市・県民税の申告をした方には、申告受付の案内
はがきを郵送します。市・県民税の申告をする方は、
ホームページの「申告書作成システム（新年度版）」で申
告書を作成し、申告期間内に提出してください。新年
度版の申告書作成システムは、１月下旬からご利用い

２月１日から市・県民税の申告受付が始まりますお知
らせ

◆臨時受付会場
受付日 受付時間 会場

２月１日（火）

【午前】
９時～

11時30分

【午後】
１時～４時

新治地区公民館
２月２日（水） 新治地区公民館
２月３日（木） 新治地区公民館
２月４日（金） 都和公民館
２月７日（月） 六中地区公民館
２月８日（火） 神立地区コミュニティセンター
２月９日（水） 二中地区公民館
２月10日（木） 三中地区公民館
２月14日（月） 三中地区公民館
２月15日（火） 三中地区公民館

※各支所・出張所では、申告受付は行っていません。

◆課税課（本庁舎２階）
受付期間　２月16日（水）～３月15日（火）の平日
　　　　※２月20日（日）、27日（日）は受け付けします。 
受付時間　午前８時30分～11時30分
　　　　　午後１時～４時

予約方法　課税課に電話で
予約受付時間　１月18日（火）からの平日
　　　　　　　午前８時30分～午後５時
※申告受付当日の予約はできません。
※電話が混み合い、繋がりにくい場合があります。
※進捗状況により、予約時間にご案内できない場
　合もありますので、ご了承ください。

受付会場・受付時間

・令和４年１月１日に土浦市に住んでいた方
・前年の１月～12月に給与収入があり、勤務先から

土浦市へ「給与支払報告書」の提出がされていない方
　（「給与支払報告書」の提出の有無は、勤務先に確認

してください）
・給与所得のある方で、給与所得以外にも所得があっ

た方
・営業等、農業、家賃、地代、配当などの所得がある方
・公的年金などの収入が400万円を超える方
・年末調整後に、控除などの内容に変更や追加のある方

◎前年中の収入がない方、非課税収入のみの方でも、
　次の区分判定や証明書交付に必要なため、必ず申告
　してください。
・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険

料・国民年金保険料・児童扶養手当・公営住宅など
の保険料算定や料率区分判定のために、非課税と決
定される必要がある方
・所得額の記載がある非課税証明書の発行が必要な方
※扶養親族などの対象となっている方は、申告がなく
　ても、所得金額の記載のない非課税証明書は取得で
　きます。

申告が必要な方

ただけます。また、市・県民税の申告書は、課税課、
各支所・出張所でも入手することができます。
　なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
申告書は郵送での提出にご協力ください。臨時受付会
場および課税課での窓口受付は、混雑緩和のため予約
制となります。

※申告会場には予約のうえお越しください

広告
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問合せ・送付先
　土浦税務署
　 （☎822‐1100　〒300‐8601　城北町４‐15）

会場　新治ショッピングセンター「さん・あぴお」２階（大畑）
期間　２月１日（火）～３月15日（火）の平日
※２月20 日（日）、27（日）に限り開場します。
※還付申告の方は、２月１日（火）～２月15日（火）の

間にお手続きください。
受付時間　午前９時～午後４時
内容　申告相談、確定申告書の収受、確定申告書用紙

　　の配付
※上記の確定申告会場設置期間中は、土浦税務署庁舎

では申告相談を行っていません。

◆令和３年分の所得税・個人消費税および贈与税の確
　定申告会場を開設します
　申告会場の混雑緩和のため、入場には「入場整理券」
が必要です。入場整理券は、当日配付のほか、国税庁
LINE公式アカウントから事前発行も可能です。右の
二次元コードから「国税庁LINE公式アカウン
ト」を友達登録後、トーク画面から申し込む
ことができます。　

詳しくは、国税庁ホームページで「確定申告」で検索し
てご確認ください。

マイナンバーカードやマイナンバーカード対応の
　スマートフォンをお持ちでない方
　税務署で、ID・パスワードの発行を受けることで、
スマートフォンで作成した申告書をe‐Taxで提出する
ことができます。
時間　午前８時30分～午後４時（５分程度で発行可）
場所　土浦税務署 
持ち物　運転免許証など顔写真付きの本人確認書類
※税務署からID・パスワードの発行をすでに受けて

いる方は、「ID・パスワード方式の届出完了通知」で
ご確認ください。

◆ますます便利に「スマホ申告」

マイナンバーカードとマイナンバーカード対応の
　スマートフォンをお持ちの方
　令和３年分の申告から、スマートフォンのカメラで
源泉徴収票を読み取ると、源泉徴収票に記入されてい
る金額が自動入力されるなど、さらに便利になります。
申告書の作成から提出まで、スマートフォンで行えます。

募集期間　１月20日（木）～２月３日（木）
収集場所　本庁舎１階、市立図書館、各中学校地区公
　　　　　民館
問合せ　土浦ユネスコ協会事務局
　　　　（市民活動課内　☎内線2031）

世界の子どもたちへの教育支援のために
書き損じはがきや未使用切手を募集します

お知
らせ

日時　２月19日（土）　午前10時～午後４時
　　　２月22日（火）　午前10時～午後３時
場所　常陽銀行土浦支店（中央二丁目）
内容　社会保険労務士による年金相談
問合せ　同支店（☎822‐3216）

２月の無料年金相談相　
　談

を作成し、e-Taxまたは郵送で提出することができま
す。新型コロナウイルス感染症の拡大防止
のためにも、「スマホ申告」や「e-Tax」をぜひ
ご利用ください。

土浦税務署から確定申告に関するお知らせお知
らせ

　確定申告には、自宅からスマートフォンやパソコン
を使って申告ができる「スマホ申告」、「e-Tax」が便利
です。確定申告会場に出向かなくても、国税庁ホーム
ページにある「確定申告書等作成コーナー」から申告書 確定申告書等作成コーナー▲

広告
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申請方法など、詳しくはホームページをご覧ください。

　非正規雇用から正規雇用への転職や女性活躍の拡大
を目的に、仕事や就労に役立つ資格取得にかかる費用
の一部を助成します。

女性の専門職資格取得を支援しますお知
らせ

対象者　次のすべてに該当する女性
・令和３年６月１日以降に資格などを取得した
・資格などを取得する際に、他の補助金の交付を受け

ていない
・最終学歴から卒業後５年を経過している
・学生でない
・市内に住民登録があり、市税を滞納していない

対象となる資格など
　厚生労働大臣が指定する教育訓練講座で取得可能な

国家資格・公的資格・民間資格など
助成額　
　資格取得にかかる受講料・受験料などの経費の２分

の１（上限５万円）
申請期限　３月31日（木）まで
※予算額に達した場合は、受け付けを締め切ります。

低所得の子育て世帯に対する「子育て世帯生活支援特別給付金」の
申請期限は２月28日（月）です

お知
らせ

対象者　次の２つの条件の両方を満たす方
・令和３年３月31日時点で、18歳未満の児童を養育
　していた方
※児童が特別児童扶養手当認定相当の障害を持ってい
　る場合、20歳未満までとなります。
※令和４年２月末までに生まれた新生児も対象です。
・令和３年度住民税（均等割）が非課税の方（未申告の
　方は該当しません）、または、令和３年１月１日以
　降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となっ
　た方
支給額　児童１人あたり一律５万円（１回限り）
※児童手当または特別児童扶養手当を受給していて、

令和３年度住民税（均等割）が非課税の方には、令和
３年７月16日（金）に、児童手当または特別児童扶
養手当を支給している口座に振込済みです。

◆ひとり親世帯でない世帯への給付金
対象者　次のいずれかに該当するひとり親世帯の方
①令和３年４月分の児童扶養手当を受給している方
②公的年金などを受給していることにより、令和３年
　４月分の児童扶養手当を受給していない方
※「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、
　労災年金、遺族補償などが該当します。
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急
　変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方
　と同じ水準になっている方
支給額　児童１人あたり一律５万円（１回限り）
※対象者②・③の方は申請が必要です。
※対象者①の方には、令和３年５月11日（金）に児童

扶養手当を支給している口座に振込済みです。

◆ひとり親世帯への給付金

問合せ　こども政策課（☎内線2304）

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなか
で、特に厳しい状況におかれている低所得の子育て世帯
に「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給しています。
申請がお済みでない方は、早めにお手続きください。

この給付金は、令和３年12月から実施している「令和３
年度子育て世帯への臨時特別給付金」とは異なります。

申請方法など、詳しくはお問い合わせください。
問合せ　男女共同参画室（☎内線2507）

広告
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日時　２月８日（火）　午後１時30分から
　　　（受け付けは午後１時から）
会場　本庁舎 3 階　301・302会議室
内容　土浦市地域防災計画の改定について
傍聴定員　５人（先着順）
問合せ　防災危機管理課（☎内線2009）

お知
らせ 第 3回土浦市防災会議

日時　２月９日（水）　午前11時から
　　　（受け付けは午前10時30分から）
会場　男女共同参画センター　研修室１・２
内容　土浦市協働のまちづくりファンド事業に係る事

　　業認定について　ほか
傍聴定員　10人（先着順）
問合せ　都市計画課（☎内線2361）

お知
らせ

第2回土浦市協働のまちづくりファンド
運営委員会

日時　２月16日（水）　午前10時から
　　　（受け付けは午前９時30分から）
会場　本庁舎 3 階　301・302会議室
内容　第三期土浦市環境基本計画の策定について　ほか
傍聴定員　10人（先着順）
問合せ　環境保全課（☎内線2380）

お知
らせ 第 5回土浦市環境審議会

募　
　集

土浦市シルバー人材センター
嘱託職員募集

申込方法　履歴書を郵送
申込期限　２月15日（火）まで
※募集要項など、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・申込先　土浦市シルバー人材センター
　（☎824‐8281　〒300‐0052　東真鍋町２‐５）

日時　２月15日（火）　午後２時から
　　　（受け付けは午後１時30分から）
会場　土浦市保健センター３階　集団指導室
内容　第 3 次健康つちうら21における施策の取り組

　　み状況について　ほか
傍聴定員　５人（先着順）
問合せ　健康増進課（☎826‐3471）

お知
らせ 第３次健康つちうら21計画推進委員会

陸上自衛隊夜間飛行訓練お知
らせ

日程　２月８日（火）、９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）

日時　２月２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
内容　バリアフリー特定事業の進捗状況について　ほか
傍聴定員　10人（先着順）
問合せ　交通政策室（☎内線2370）

お知
らせ 第 1回土浦市バリアフリー推進協議会

日時　２月７日（月）　午前10時から
　　　（受け付けは午前９時30分から）
会場　土浦市総合福祉会館（ウララ２　4 階）
内容　土浦市の空家等対策の進捗状況について　ほか
傍聴定員　５人（先着順）
問合せ　生活安全課（☎内線2241）

お知
らせ 第２回土浦市空家等対策協議会

　令和 4・５年度に物資納入を希望する方は、物資納
入業者登録申請書を提出してください。
申込方法　学校給食センターまたはホームページにあ

る申請書に必要事項を記入し、直接
申込期間　2 月１日（火）～28日（月）
問合せ　学校給食センター（☎846‐2601）

お知
らせ

学校給食センターへ物資納入を
希望する方へ

貸出期間　２月14日（月）～25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３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　２月７日（月）、８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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北方領土は、北海道の北東洋上に連なる歯舞群島、
色丹島、国後島および択捉島の四島のことで、日本人
が住み続けてきたわが国固有の領土です。第二次世
界大戦終了直後、ソ連軍により不法に占拠され今日に
至っています。政府は毎年２月７日を「北方領土の日」
と定めています。また、２月と８月は「北方領土返還運
動全国強調月間」として、返還運動が行われています。
問合せ　総務課（☎内線2211）

お知
らせ 2 月 7日は「北方領土の日」です

業種など、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ　茨城労働局賃金室（☎029‐224‐6216）　

時間額 効力発生日
茨城県最低賃金 879円 令和３年10月１日

鉄鋼業 975円

令和３年12月31日械器具製造業 935円
電気・精密械器具製造業 932円

各種商品小売業 881円

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

最低賃金と特定（産業別）最低賃金
が改正されました

お知
らせ

　国民年金加入中や20歳になる前の病気・けがにより障害の状態になった場合、次のすべての要件を満たす方は、
障害基礎年金を受給できます。

障害基礎年金のご案内お知
らせ

◆障害基礎年金を受けるための要件
〇初診日（障害の原因となった病気やけがで初めて医師

の診療を受けた日）に、国民年金に加入していること
※20歳未満（本人の所得制限あり）や、60歳以上65歳
　未満（年金制度に加入していない期間）で、日本国内
　に住んでいる間に初診日がある場合も含みます。
〇障害認定日に、政令で定められている障害等級表の

１級または２級の障害の状態になっていること（障
害者手帳の認定とは異なります）

※障害認定日とは、原則として病気やけがにより、初
診日から１年６か月を経過した日、またはそれ以前
に症状の固定した日をいいます。
◆障害基礎年金の年金額（令和３年度の額）
１級障害…97万6125円　２級障害…78万900円
※障害基礎年金の受給者によって生計を維持されてい

る子（18歳に達した年度末まで、障害のある子は20歳
未満）がいる場合は以下の額が加算されます。

〇初診日の前日において、次のいずれかの保険料納付
要件を満たしていること

　・初診日のある月の前々月までの国民年金加入期間
　　のうち３分の２以上の期間について、保険料が納
　　付または免除されている
　・初診日において65歳未満であり、初診日のある月
　　の前々月までの１年間に保険料の未納期間がない
※障害基礎年金の裁定は日本年金機構で行います。ま

た、裁定請求しても認定されない場合があります。

１人目・２人目の子…１人につき22万4700円
３人目以降の子…１人につき７万4900円

問合せ　国保年金課（☎内線2290）

　成年年齢が20歳から18歳に引き下げられる民法改
正にともない、女性の婚姻開始年齢が、現在の16歳以
上から18歳以上に引き上げられ、男女とも18歳にな
らなければ結婚することができないこととなります。
※令和４年４月 1 日時点で ､ すでに16歳以上の女性

は引き続き18歳未満でも結婚することが出来ます。
問合せ　市民課（☎内線2287）

お知
らせ

4月1日から婚姻開始年齢が18歳以上に
統一されます

日時　２月19日（土）　午前10時～午後０時30分
会場　つくば香風寮（つくば市高崎）
定員　30人（先着順）
申込方法　電話、メールまたはホームページから
締切　２月12日（土）
※後日、制度説明などの動画を配信します。動画視聴

のみの参加も可能です。希望する方は「動画視聴希
望」と記載し、申し込みください。
問合せ　つくば香風寮（☎080‐8434‐3329　
      　　  fostercare.kidskohoo@gmail.com）

里親制度説明会お知
らせ
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入札期間　２月７日（月）午後１時～14日（月）午後1時
※インターネット公売システム上で行います。
公売不動産　土地、建物　売却区分番号　３‐52
　見積価格　857万円　　公売保証金　86万円
　財産の表示　登記簿による表示
※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

日時　２月11日（金）　午前10時～午後０時30分
場所　三中地区公民館
対象　市内在住、在勤の夫婦（小学生以上のお子さん
　　　も参加可）
内容　チョコを使ったパン作り
定員　５家族（先着順）
持ち物　三角巾、布巾、エプロン
料金　１家族1000円（材料費）
申込方法　申込者全員の氏名（フリガナ）、年齢、住所、
　電話番号を記入しメール、または電話で
問合せ　男女共同参画室
　　　　（☎827‐1107　  josei@city.tsuchiura.lg.jp）

夫婦でスマイルクッキング
～子どもと一緒にパン作り～

催　
　し

　家庭から出るごみや、畑や空き地などから出る草木
などの廃棄物を「野外焼却（野焼き）」することは、一部
例外を除き法律で禁止されており、違反した場合は罰
則規定があります。例年１月や２月に害虫駆除を目的
とした大規模な野焼きを行う地区もありますが、次に
掲げる例外事項に該当する場合を含め、生活環境保全
上支障がある場合は、改善・指導の対象となります。

野外焼却（野焼き）は
法律で禁止されています

お知
らせ

問合せ　環境衛生課（☎内線2474）

野焼き禁止の例外
・災害の予防、応急対策、または復旧のための焼却
・風俗慣習上または宗教上の行事での必要な焼却
（門松、しめ縄などの焼却）

・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ない焼却
（稲わら、伐採した枝などの焼却）

・周辺の生活環境に与える影響が軽微である焼却

お知
らせ 歯科健康診査・肝炎ウイルス検診

◆40歳誕生日歯科健康診査
対象者　市内に住民登録があり、昭和56年４月１日

　　　から昭和57年３月31日までに生まれた方
検査内容　むし歯・歯周病などの検査

◆肝炎ウイルス検診
対象者　市内に住民登録があり、令和３年４月１日か

　　　ら令和４年３月31日までに、40歳から70歳
　　　までの５歳刻みの年齢を迎える方で、これま
　　　でに同検診を受けたことがない方

検査内容　血液検査（Ｂ型およびＣ型肝炎ウイルス検査）

◎共通
診査・検診期間　３月31日（木）まで
※対象の方には、令和３年４月上旬に受診票を送付し
　ています。
※無料受診票を紛失した方や転入した方へは、再発行

しますので、お問い合わせください。
問合せ　健康増進課（☎826‐3471　 FAX821‐2935）

◆縄文の布・原始機織・縄文土器講座作品展
日時　２月６日（日）～３月５日（土）　午前９時～午後
　　　４時30分（最終日は午後１時まで）
※作品展のみの見学は無料

上高津貝塚ふるさと歴史の広場
考古資料館からのお知らせ

催　
　し

◆体験講座「絵手紙かけ作り」
日時　２月19日（土）　午前９時30分～正午
対象　中学生以上
定員　10人（先着順）
料金　250円（材料費）
申込方法　電話または直接
問合せ　同館（☎826‐7111）

日時　２月６日（日）　午前10時～午後３時
　　　（受け付けは午後２時30分まで）
会場　男女共同参画センター　研修室１・２
内容　ビザ、仕事、結婚、税金、保険、生活全般の相談
対応言語　日本語、英語、中国語、タイ語、韓国語、

　　　　ポルトガル語、タガログ語、スペイン語、
　　　　インドネシア語、ベトナム語　
問合せ　茨城県国際交流協会外国人相談センター
　　　　（☎029‐244‐3811）
※当日連絡は☎070‐4002‐2547におかけください。

外国人のための一日無料弁護士相談
IN土浦

相　
　談
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日時　２月１日（火）～27日（日）　午前10時～午後６時
会場　土浦市民ギャラリー　
内容　市内の小中学生が作成した作品展示
問合せ　環境保全課（☎内線2327）

第16回土浦市環境展　
環境ポスター・廃ガラスアート作品展

催　
　し

日時　２月20日（日）　午前９時～午後０時20分
会場　土浦市総合福祉会館（ウララ２　６階）
対象　市内に在住、在勤、在学している方
講師　渡辺智英さん（産業カウンセラー）
内容　心と耳を傾けて相手の話を聴く方法を学ぶ
定員　30人（定員を超えた場合は抽選）
持ち物　筆記用具
料金　100円（保険代含む）
申込方法　電話で
締切　2 月７日（月）
問合せ　土浦市社会福祉協議会（☎821‐5995）

傾聴ボランティア入門講座講　
　座

日時　２月24日（木）　午前10時15分～午後３時
※３月15日（火）に実技研修を行います。
会場　市立図書館（アルカス土浦内）
対象　ブックスタートボランティアとして活動できる方
内容　あかちゃんへの絵本の読み聞かせ方などを学ぶ
定員　10人（定員を超えた場合は抽選）
申込方法　電話で
締切　２月10日（木）
問合せ　同館（☎823‐4646）

ブックスタートボランティア養成講座講　
　座

日時　２月５日（土）　午前10時～午後１時
会場　神立地区コミュニティセンター
対象　５～12歳の児童とその保護者
定員　10組（定員を超えた場合は抽選）
料金　1000円（２人 1 組）
※子ども 1 人増につき500円
持ち物　エプロン、三角巾、布巾、筆記用具、持ち帰

　り用容器
申込方法　電話または直接
締切　２月２日（水）
問合せ　同センター（☎833‐1295）

親子でつくろうバレンタインチョコ催　
　し

日時　２月２日（水）　午前10時30分から
会場　市立図書館（アルカス土浦内）
対象　成人の方
講師　戸井田昌教さん（元レスリング日本代表）　
内容　自宅で手軽にできるストレッチや筋トレを学ぶ
定員　20人（先着順）
持ち物　汗ふきタオル、飲み物、ヨガマット（ある方）
申込方法　電話で
問合せ　同館（☎823‐4646）

介護予防や体力づくりに役立つ
簡単ストレッチ・筋トレ教室

講　
　座

日時　① 2月15日（火）、②22日（火）、③３月１日（火）
　　　午後６時30分～ 8 時
会場　男女共同参画センター　研修室１・２
※オンライン参加も可能です。
講師　NPO法人スポーツ健康支援センター職員　ほか
内容　①制度の概要、②設立手続きの流れ、③交流会
定員　10人（先着順）
申込方法　住所、氏名、電話番号、希望日を記入して

　　ファクス、メールまたは電話で
締切　２月10日（木）
問合せ　市民活動課（☎内線2234　 FAX826‐1147　
             shimin-katsudo@city.tsuchiura.lg.jp）　

NPO法人設立セミナー講　
　座

日時　２月26日（土）　午前10時～正午
　　　（受け付けは午前９時30分から）
集合場所　りんりんポート土浦
内容　高瀬舟コース約５km
　　　（元気アップ！リいばらきポイント対象事業）
定員　20人（先着順）
持ち物　飲み物、健康保険証
申込方法　電話で
締切　２月16日（水）
問合せ　健康増進課（☎826‐3471）

ウォーキング大会
～昔の川の流れにそって歩こう～

催　
　し


