お知
らせ 平和の大切さを伝えるために
◆広島平和使節団の派遣
市では昭和63年３月、
非核平和都市を宣言しました。
平和の尊さ、戦争の恐ろしさ、核兵器使用の悲惨さを
後世に伝えることを目的に、広島で行われる平和記念式
典に市内公立中学校代表と市民代表を派遣しています。
◆原爆死没者慰霊と平和祈念の黙とうにご協力ください
日時 広島 ８月６日（土） 午前８時15分
長崎 ８月９日（火） 午前11時２分
◆原爆パネル展
日程 ８月９日
（火）～21日（日）
場所 土浦市民ギャラリー

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】

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。
開催状況などの最新情報はこちら▶

お知 ７月１日から市税などを
らせ クレジットカードで納付できます
パネル展の
様子

問合せ 総務課
（☎内線2010）

お知
「ヒロシマ」
らせ 音楽朗読劇
日時 ７月31日
（日）
・昼の部 午後２時（開場は午後１時30分から）
・夕方の部 午後５時（開場は午後４時30分から）
会場 クラフトシビックホール土浦
定員 各200人
（先着順）
申込方法 電話またはメールで
締切 ７月22日
（金）
問合せ つちうら駄菓子屋楽校（☎090‐8109‐0480
tsuchiuradagashiya@gmail.com 石原）

お知 神立小学校体育館は工事のため
らせ 避難所として利用できません
神立小学校体育館は改良工事のため、工事期間中は
避難所として利用できません。他の避難所や親せき宅
など、別の避難先の検討をお願いします。
市内の避難所の場所など、詳しくはホームページを
ご確認いただくか、お問い合わせください。
期間 令和５年３月上旬まで（予定）
問合せ 防災危機管理課（☎内線2009）
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「F‐REGI
（エフレジ）
公金支払」サービ スを導入しま
した。これにより、市税などがクレジットカードや
Pay‐easy
（ペイジー）
で納付できるようになりました。
クレジットカードやPay‐easyで納付できるもの
市県民税 固定資産税 軽自動車税
国民健康保険税 介護保険料
後期高齢者医療保険料 保育料 学校給食費
対応しているクレジットカード
VISAカード マスターカード JCBカード
アメリカンエキスプレスカード ダイナースクラブカード

※ご利用の際は、別途システム利用料がかかります。
また、バーコードつきの納付書が必要です。
※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 納税課（☎内線2230）

お知
らせ 防災力アップ！

防災クイズ

災害や防災の知識を持つことで、
防災力が高まり、減災につながりま
す。ぜひ挑戦してください。
水害時に発令される警戒レベル４相当の避難情
報は
「避難指示」
と
「避難勧告」
である。
〇か×か？
※解答は16ページ「防災ノート」をご覧ください。
問合せ 防災危機管理課（☎内線2009）

お知
らせ マイナポイント第２弾の申し込みを受け付けています
総務省ではマイナンバーカードをお持ちの方を対象
に、キャッシュレス決済のポイントとして使えるマイ
ナポイントの付与を行っています。

これまでの最大5000円分に加えて１万5000円分
のマイナポイントが追加されます。初めて申し込む方
は、最大２万円分のマイナポイントが付与されます。

◆申し込みに必要な条件と付与されるポイント
①カードの取得と２万円までのチャージまたは買い物
最大5000円分のポイント
②マイナンバーカードに健康保険証機能の申し込み
7500円分のポイント
③マイナンバーカードに公金受取口座を登録
7500円分のポイント
※①買い物やチャージの金額の25％を付与します。
②・③は申し込み時に付与します。
※③の手続きには、マイナンバーカードと金融機関、
支店名、口座番号などの情報が必要です。

◆申し込み支援窓口の開設
場所 市役所 1 階
対象 マイナンバーカードをお持ちの方
※マイナポイントの申し込みには、９月末までにマイ
ナンバーカードの申請が必要です。
申込期間 令和５年２月28日（火）まで
※申込方法など、詳しくはホームページをご覧ください。
手続きに必要なもの
・マイナンバーカード
・ポイントの付与を希望するキャッシュレス決済サー
ビスのアプリまたはカードなど
※マイナンバーカードの暗証番号が必要になります。
問合せ 行革デジタル推進課（☎内線2601）

お知
らせ 危険物取扱者試験
日時 10月15日（土） 午前９時30分から（午前９時集合）
会場 土浦工業高等学校（真鍋６丁目）
料金 甲種…6600円、乙種…4600円、丙種…3700円
申込方法 市内消防署にある申込書を郵送、または
ホームページから
※郵送先など、
詳しくはホームページをご覧ください。
申込期間
・書面申請…７月14日（木）～25日（月）
（消印有効）
・電子申請…７月11日（月）～22日（金）
（最終日午後５時 受信有効）
問合せ 消防本部予防課（☎821‐5967）
お知 住宅にできたスズメバチの巣を
らせ 駆除します
駆除対象

一般住宅と集合住宅の建物および敷地内
（庭木など）にできたスズメバチの巣
※事業所・倉庫など（非住居）、畑・森などは対象外です。
※駆除費用は原則、市で負担します。ただし、駆除が
困難な場合は別途費用が発生することがあります。
※対象はスズメバチの巣のみです。アシナガバチ・ミツ
バチなどの巣や、飛んでいるハチなどは対象外です。
申込方法 一般住宅は居住者が、集合住宅は管理者が
電話で
問合せ 環境衛生課（☎内線2407）

お知 危険物取扱者試験準備講習会
らせ （乙種第４類）
日時 ８月30日（火）、31日（水）
午前９時15分～午後４時15分
会場 新治地区公民館
料金 ・茨城県内各地区危険物安全協会会員
…１万2500円
・非会員…１万5500円
申込方法 茨城県危険物安全協会連合会ホームページ
から
申込期間 ７月28日（木）～８月23日（火）
問合せ 消防本部予防課（☎821‐5967）

お知 令和４年度版市民くらしの便利帳の
らせ 広告主を募集します
市民くらしの便利帳を（株）サイネックスと協働で発
行するにあたり、広告主を募集します。掲載料など、
詳しくは同社（☎858‐0570）までお問い合わせくだ
さい。また、募集期間中、同社社員が店舗や事業所を
訪問することがあります。
募集期間 7 月下旬まで
便利帳仕様
対象
（市内全戸）
、発行部数
（6万8000部）
、配布予定
（10月～11月）
問合せ 広報広聴課（☎内線2396）
広報つちうら
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お知
らせ 節電にご協力ください
国では温室効果ガス排出量削減と快適な暮らしにつ
ながる
「COOL CHOICE」
を推進しています。
特に、節電は生活のなかで簡単にできる取り組みで
す。節電を心がけ、温室効果ガスを減らしましょう。
※
「COOL CHOICE」
について詳しくは、ホームページ
をご覧ください。
問合せ 環境保全課（☎内線2327）

お知 土浦市歴史的風致維持向上計画
らせ 推進協議会
日時

７月21日（木） 午後１時から
（受け付けは午後０時30分から）
会場 男女共同参画センター 研修室１・２
内容 土浦市歴史的風致維持向上計画の策定について
傍聴定員 10人（先着順）
問合せ 都市計画課（☎内線2013）
お知
らせ 文化財保存活用地域計画推進協議会

お知 ７月18日～９月１日は
らせ 霞ヶ浦水質浄化強調月間です
県では期間中に霞ヶ浦に関連するさまざまなイベン
トを行っています。霞ヶ浦のために私たちができるこ
とを考えてみましょう。
※イベントの内容など、ホームページをご覧ください。
問合せ 茨城県霞ケ浦環境科学センター（☎828‐0960）

日時

７月21日（木） 午後３時から
（受け付けは午後２時30分から）
会場 男女共同参画センター 研修室１・２
内容 土浦市文化財保存活用地域計画について
傍聴定員 10人（先着順）
問合せ 文化振興課（☎内線5120）
お知
らせ 男女共同参画推進委員会

お知
らせ 市民野球大会
日程 ８月20日
（土）から
会場 J：COM スタジアム土浦、雅電設ファミリー球
場新治
対象 市内在住・在勤の方で編成されるチーム
料金 １チーム１万円
申込方法 ホームページ、スポーツ振興課、川口運動公
園にある申込書に参加料を添えて川口運動
公園に直接、または参加料振込後にメールで
※振込先など、
詳しくはホームページをご覧ください。
締切 ７月28日
（木）
※組み合せは８月２日（火）の代理抽選で決定します。
問合せ スポーツ振興課（☎内線5157
suposin@city.tsuchiura.lg.jp）
お知
らせ 自転車を安全に利用しましょう
「自転車指導啓発重点地区・路線」は、自転車の正し
い乗り方や、自転車の交通ルールの浸透を図ることを
目的として設置されています。市内では真鍋地内、中
央地内、小松地内などの３つの路線、１つの地区が選
定されています。
安全な自転車利用を心がけましょう。
問合せ 土浦警察署交通課（☎821‐0110）
7 広報つちうら 2022.7.1

日時

８月３日（水） 午前10時から
（受け付けは午前９時30分から）
会場 男女共同参画センター 研修室１・２
内容 第４次土浦市男女共同参画推進計画の進捗状況
報告について ほか
傍聴定員 10人（先着順）
問合せ 男女共同参画室（☎827‐1107）

「社会を明るくする運動」
お知 7 月は
らせ 強調月間です
７月 1 日は「更生保護の日」です。「社会を明るくす
る運動」はすべての国民が、犯罪や非行の防止と、罪
を犯したり非行をした人たちの更生に理解を深め、力
を合わせ、安全で安心な地域社会を築くための運動で
す。犯罪や非行のない安全で明るい地域社会を築きま
しょう。
問合せ 社会を明るくする運動土浦市推進委員会事務局
（☎875‐9701）
お知
らせ 陸上自衛隊夜間飛行訓練
日程 ７月12日（火）、13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）

亀城プラザ

講

座 夏休みこども向け教室

◆夏休みこどもアートスクール
日時 ７月28日
（木）
、
31日
（日）
、
８月６日
（土）
、
21日
（日）
午前の部 午前９時～11時30分
午後の部 午後１時～３時30分
対象 小学生
（小学３年生以下は保護者同伴）
定員 各12人
（先着順）
持ち物 描きたいものの資料、画用紙、絵画道具一式、
エプロンまたは汚れてもいい服装、雑巾
料金 各回1800円
◆夏休みこども書道教室
日時 ７月31日
（日）、８月28日（日）
午前の部 午前10時～正午
午後の部 午後２時～４時
対象 小学生
（小学３年生以下は保護者同伴）
定員 各10人
（先着順）
持ち物 書きたい字の資料、新聞紙、書道道具一式、
半紙
料金 各回1000円
◉共通
場所 亀城プラザ
申込方法 電話または直接
問合せ 同プラザ
（☎824‐3121）

講

座 土浦市スポーツ協会からのお知らせ

◆土浦市水球教室
日時 ８月１日
（月）～３日（水）（全３回）
午後１時～３時
場所 土浦第二高等学校（立田町）
対象 25ｍ以上泳げる小学４年生～中学生
申込方法 電話で
締切 ７月24日
（日）
問合せ 同協会水泳部（☎824‐2111 川又）
◆土浦市民水泳大会
日時 ８月27日
（土） 午前９時から
場所 H‐NACヒューナックアクアパーク水郷
対象 市内在住・在勤の方
申込方法 同協会協会事務局まで直接
（文京町10‐16 土浦市立武道館内）
締切 ８月10日
（水）
問合せ 同協会協会水泳部
（☎090‐8808‐4684 鈴木）

お知 ７月９日
（土）
から市民の方へ
らせ リサイクル自転車を販売します
所在地

店舗名
岡野輪店

川口一丁目

サイクルショップ楽輪堂 右籾
榎沢商会土浦店

電話
821‐0720
090‐4372‐3630

中村南三丁目 842‐5664

※価格など、詳しくは各店舗へお問い合わせください。
問合せ 生活安全課
（☎内線2490）

お知 土浦市農業公社で
らせ そば殻を無料配布します
肥料や枕などに利用できるそば殻を、１袋約６kg
単位で配布します。
日時 月～金曜日の午前８時30分～午後５時
（祝日、年末年始を除く）
申込方法 電話で
問合せ 同公社（☎862‐5143）

相

談

結婚相談会

日時 ７月17日（日） 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
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）

相

談

茨城県立盲学校

地域巡回教育相談会

日時 ７月27日（水） 午前11時～午後３時
会場 土浦市合同庁舎（真鍋５丁目）
内容 視覚に障害のある方の補助具の展示、教育相談
申込方法 電話で
申込先 同校
（☎029‐221‐3388）

相

談

社会保険労務士による無料年金相談

日時 ７月16日
（土） 午前10時～午後４時
７月19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）
申込方法 電話で
問合せ 同支店
（☎822‐3216）
広報つちうら
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放課後児童クラブ支援員（補助員）

募

集 を募集します

雇用期間 長期休業期間中または通年
勤務日時
・祝日を除いた月～金曜日
午後１時～６時30分の間で４時間30分程度
・祝日を除いた第１土曜日、長期休業期間中
午前７時30分～午後６時30分の間で５時間程度
勤務場所 市内小学校敷地内の児童クラブ
報酬 時給1031円～1054円（資格による）
※交通費は別途支給します。
勤務内容 児童の安全確保、学習の環境づくり、生活
習慣を身につける手助け など
※応募方法など、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ 保育課
（☎内線5173）

講

（ぎょ）
ギョッと料理教室
座 魚

日時 ７月26日（火） 午前10時～午後１時
（受け付けは午前９時30分から）
会場 土浦市保健センター
対象 市内在住の方
内容 魚を使って美味しく健康的な料理を作る
定員 11人（先着順）
持ち物 エプロン、三角巾
料金 300円
申込方法 電話で
締切 ７月19日（火）
問合せ 健康増進課（☎826‐3471）

「働きたい」
をサポートします

講

県立水戸産業技術専門学院総合実務科

募

集 令和４年度後期生入学選考

入学選考日 ９月１日（木）
訓練期間 令和４年10月４日（火）～
令和５年３月17日（金）
場所 同学院水府町校舎（水戸市水府町）
対象 軽度の知的障害があり、療育手帳を持っている
または公的機関で同等と認められた方
内容 OA実技、販売、事業所実習、清掃実技 など
定員 10人
申込方法 最寄りのハローワークで
申込期限 ７月４日（月）～８月22日（月）
問合せ 同学院
（☎029‐300‐5221）

募

集 自衛官募集

◆航空学生
対象
・海上自衛隊…18歳以上23歳未満の方で、高卒また
は高専３年次修了者（見込みを含む）
・航空自衛隊…18歳以上21歳未満の方で、高卒また
は高専３年次修了者（見込みを含む）
締切 ９月８日
（木）
（必着）
◆一般曹候補生
対象 18歳以上33歳未満の方
締切 ９月５日
（月）
（必着）
※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 自衛隊土浦地域事務所
（☎821‐6986）
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座 女性のための就労支援セミナー
日程

内容

７月16日（土）

女性が自分らしく働くためには

７月30日（土）

採用されるための就活セミナー①

８月20日（土）

採用されるための就活セミナー②

９月３日（土）

職場で役立つビジネスマナー

時間 午前10時～正午
会場 男女共同参画センター 研修室１・２
対象 市内在住の女性
定員 各15人（先着順）
申込方法 氏名、住所、電話番号を記入しメール、ま
たは電話で
※託児サービスが利用できます。
（１歳～小学生対象）
締切 ７月12日（火）
問合せ 男女共同参画室（☎827‐1107
josei@city.tsuchiura.lg.jp）

講

土浦産業技術専門学院

座 第二種電気工事士受験対策
（筆記）B

日時

９月18日（日）、24日（土）、25日（日）（全３回）
午前９時～午後４時
場所 同学院（中村西根）
内容 第二種電気工事士の筆記試験対策
定員 20人（定員を超えた場合は抽選）
持ち物 筆記用具
受講料 3040円
申込方法 ホームページから
申込期間 ７月25日（月）～８月16日（火）
問合せ 同学院
（☎841‐3551）

