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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▶

　各種申請の負担軽減を図るとともに、将来的なオン
ライン化の推進に向け、申請書などの市に提出する書
類の押印の見直しを行いました。
　押印が不要となった手続きについて、詳しくはホー
ムページをご覧ください。
問合せ　行革デジタル推進課（☎内線2497）

市に提出する申請書などの一部が
押印不要となりました

お知
らせ

　近年、イノシシの目撃例や農作物被害が多発してい
ます。市では、イノシシの活動が活発になる、８月中
旬から11月中旬までを重点期間とし、猟友会と連携
して捕獲活動を行います。山林などに入る際には、ご
注意ください。
※実施地区など、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ　農林水産課（☎内線2711）

イノシシの捕獲活動を行いますお知
らせ

　市が発注する建設工事、測量およびコンサルタント、
役務の提供、印刷、物品納入などの入札参加資格の審
査受付を行います。
対象者　新たに登録を希望する方、または既に登録し

　　　ている業種の追加・変更を希望する方
申請方法　ホームページにある入札参加資格審査申請
　　　　　書一式を郵送
有効期間
　建設工事・測量・コンサルタント…
　令和４年10月１日から６か月間
　役務の提供・印刷・物品納入…
　令和４年10月１日から１年６か月間
申請期間　８月10日（水）～31日（水）（消印有効）
※詳しくは、ホームページまたは管財課で配布する「要

項」をご覧ください。
問合せ　管財課（☎内線2227）

入札への参加を希望する方へお知
らせ

お知
らせ

公共施設の再編・再配置について
検討しています

　令和３年度に策定した「土浦市公共施設等総合管理
計画（改訂版）」に基づき、公共施設の施設量や施設配
置の適正化を推進する実行計画を今年度策定します。
　５月に開催した第１回計画策定委員会では、本計画
の策定方針やスケジュールについて協議しました。会
議の概要はホームページをご覧ください。
　第２回計画策定委員会は、次のとおり開催します。
◆第２回土浦市公共施設等再編・再配置計画策定委員会
日時　８月19日（金）　午後２時から
　　　（受け付けは午後１時30分から）
場所　社会福祉センター　講義講習室
　　　（ウララ２ビル　４階）
内容　対象施設の配置方針（素案）について、市民アン

　　ケートの実施について
傍聴定員　10人（先着順）
問合せ　行革デジタル推進課（☎内線2384）

お知
らせ

予防接種にかかった費用を
還付します

　市が行っている定期予防接種や任意予防接種を、協
力医療機関以外で受ける場合には、償還払いにより公
費負担額を上限に還付します。
対象者　
市内に住民登録がある方で、次のいずれかに該当する方
・定期予防接種を、県外の医療機関で受ける
・市が助成している任意の予防接種を、市外の医療機
　関で受ける
手続きの流れ　
①接種日の10日前までに、電話で申し込む。
②市から必要な書類が届く。
③②の書類を持って、医療機関で予防接種を受け、接

種費用を支払う。
④接種日の年度末までに、必要書類を健康増進課に提
　出する。
⑤後日、接種費用の助成額が指定口座に振り込まれる。
※対象となる予防接種の種類など、詳しくはホームペー
　ジをご覧ください。
問合せ　健康増進課（☎826‐3471）　
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日時　８月19日（金）　午後２時から
　　　（受け付けは午後１時30分から）
場所　本庁舎３階　301会議室
内容　土浦市環境白書（令和３年度年次報告）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）

土浦市環境計画進行管理委員会お知
らせ

日時　８月19日（金）　午後１時15分から
　　　（受け付けは午後１時から）
場所　市立図書館（アルカス土浦館）４階　研修室３・４
内容　令和３年度事業報告、令和４年度事業計画、
　　　図書館サービス計画の策定について　ほか
傍聴定員　15人（先着順）
問合せ　市立図書館（☎822‐3025）

土浦市図書館協議会お知
らせ

第２回土浦市地域公共交通活性化協議会お知
らせ

日時　８月19日（金）　午前10時から
　　　（受け付けは午前９時30分から）
場所　本庁舎３階　301・302会議室
内容　右籾地区コミュニティ交通の
　　　運行計画（案）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）

第１回土浦市協働のまちづくりファンド
運営委員会

お知
らせ

日時　８月18日（木）　午後２時から
　　　（受け付けは午後１時30分から）
場所　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）

日時　８月22日（月）　午後１時30分から
　　　（受け付けは午後１時から）
場所　本庁舎２階　201会議室
内容　土浦市の空家等対策の状況について　ほか
傍聴定員　５人（先着順）
問合せ　生活安全課（☎内線2241）

第１回土浦市空家等対策協議会お知
らせ 個人事業税は便利な口座振替でお知

らせ

　口座振替を利用すると、納期限を忘れる心配や、金
融機関へ納付に行く必要がなくなります。
申込方法　８月中旬ごろに発送する納税通知書同封の
　　　　　はがきで
問合せ　土浦県税事務所（☎822‐7203）

金婚をたたえる集いを開催しますお知
らせ

　長年の社会貢献に感謝の意を表し、今後も健康で明
るい毎日を送っていただけるよう願いを込めて、結婚
生活50年を迎える夫婦を集いにお招きします。
日時　11月17日（木）
　受付・記念撮影…正午～午後１時30分
　式典・伝統芸能鑑賞…午後１時30分～３時30分
場所　クラフトシビックホール土浦（市民会館）
対象　市内に居住し、次のいずれかに該当する夫婦
・結婚生活50年（昭和48年に結婚）を迎える夫婦
・昨年度の対象者（昭和47年に結婚）で、昨年度参加
　できなかった夫婦

内容　夫婦ごとの記念撮影、祝状贈呈、伝統芸能鑑賞
　　　など
申込方法　はがきに夫婦それぞれの氏名、生年月日、

　　　　住所、電話番号、結婚年月日、車いす利用
　　　　の有無を記入し郵送、または電話で
申込締切　８月31日（水）
※夫婦のどちらかが体調が悪いなどの事情により式典
　に出席できない場合は、１人だけでも参加できます。
　申し込み時にお伝えください。
問合せ　高齢福祉課（☎内線2480）
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日時　８月27日（土）　午前10時～午後０時30分
場所　つくば香風寮（つくば市高崎）
内容　里親制度の説明、里親の体験談
定員　30人（先着順）
参加方法　会場またはオンラインで
申込方法　氏名（フリガナ）、参加方法を記入し、メー

　　ルまたは電話で
申込締切　８月20日（土）
※後日配信する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@doujinkai.or.jp）

第１回里親制度説明会お知
らせ

日時　９月４日（日）　午後２時から
場所　県南生涯学習センター（ウララビル　５階）
内容　映画上映会、「南京玉すだれ」実演、
　　　多文化共生講演会「多様な隣人との共存～東南ア
　　　ジアのイスラームを事例として～」
　　　（講師：大正大学教授　伏木香織さん）
定員　100人（先着順）
申込方法　住所、氏名（フリガナ）、電話番号を記入し、

　　　　メールまたは電話で
問合せ　土浦市国際交流協会事務局（☎826-9051、
　　　　  kokutab14@city.tsuchiura.lg.jp）

多文化共生カフェ催　
　し

　いばらき出会いサポートセンターでは、会員登録制
によるパートナー探しの支援を行っています。
　新たに導入したAIマッチングシステムをより活用
していくため、11月1日（火）
までに新規入会する女性の
登録料が無料となるキャン
ペーンを行います。
※入会登録方法など、詳しくはホームページをご覧く
　ださい。
問合せ　同センター（☎029‐224‐8888）

いばらき出会いサポートセンター
からのお知らせ

お知
らせ

陸上自衛隊夜間飛行訓練お知
らせ

日程　８月23日（火）、24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　８月20日（土）　午前10時～午後４時
　　　８月24日（水）　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）

社会保険労務士による無料年金相談相　
　談

戦没者などのご遺族の方に第11回特別弔慰金を支給していますお知
らせ

　今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者などの
尊い犠牲に思いを致し、国として改めて弔慰の意を表
すため、戦没者などのご遺族に特別弔慰金を支給して
います。請求期限を過ぎると、特別弔慰金を受給する
ことができなくなりますので、ご注意ください。
　なお、令和２年４月以降に、すでに第11回特別弔
慰金を受給している方は対象外となります。
支給対象　
　令和２年４月１日時点で、「恩給法による公務扶助
料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」
などを受ける方（戦没者などの妻や父母）がいない場合
に、右記の順番による先順位のご遺族１人

◎戦没者などの死亡当時のご遺族で
１．令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援

　護法による弔慰金の受給権を取得した方
２．戦没者などの子
３．戦没者などの、①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹
　　※要件により順番が入れ替わることがあります。
４．１～３以外の戦没者などの三親等内の親族
　　※戦没者などの死亡時に１年以上継続で生計関係

　　を有していた方に限ります。
支給内容　額面25万円、５年償還の記名国債
請求期限　令和５年３月31日（金）
※請求手続きなど、詳しくはお問い合わせください。
問合せ　社会福祉課（☎内線2308）
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環境保全課から体験イベントのご案内催　
　し

◆桜川エコアドベンチャーツアー沢遊び
日時　９月３日（土）　午前８時30分～午後５時
行き先　筑波ふれあいの里（つくば市臼井）
集合・解散場所　ラクスマリーナ（川口二丁目）
内容　船に乗って水質調査体験、沢遊び
定員　15人（定員を超えた場合は抽選）
持ち物　昼食、濡れてもよい服装、着替え、飲み物
申込締切　８月17日（水）

沢の水の水質調査

土浦で生まれてよかった「矢口新聞」展催　
　し

日時　８月20日（土）～9月25日（日）
　　　午前10時～午後６時
　　　※月曜休館（９月19日を除く）
場所　土浦市民ギャラリー
内容　令和２年の岡本太郎現代芸術賞
　　　に入選した、土浦市在住の作家
　　　かえるかわる子さんの作品展示 「矢口新聞」

◆企画展開催記念イベント「スタンプラリー」
内容　展示期間中、市内の施設や店舗に設置されたスタ

　　ンプを３つ以上集めた方に、記念品をプレゼント
※スタンプの台紙や記念品は土浦市民ギャラリーで配

布します。

◆企画展開催記念イベント「ワークショップ」
日時　８月27日（土）
　　　第１部…午前11時～正午
　　　第２部…午後２時～午後３時
場所　土浦市民ギャラリー　オープンギャラリー３・４
内容　はがきサイズの段ボールに紙や布を貼って、オ

　　リジナルのポストカードと封筒を作成
講師　かえるかわる子さん
定員　各10人（先着順）
申込方法　電話または直接
申込期間　８月９日（火）　午前10時から

問合せ　土浦市民ギャラリー（☎846‐2950）

日時　８月20日（土）　午後４時～８時　※荒天中止
場所　小町の館
内容　竹筒灯ろうづくり体験、
　　　ミニ縁日　ほか
問合せ　小町の館
　　　　（☎862‐1002）

竹筒灯ろう

小町宵まつり催　
　し

◆第１回桜川探検隊
日時　８月23日（火）　午前９時30分～午後１時
行き先　ラクスマリーナ（川口二丁目）
集合・解散場所　茨城県霞ケ浦環境科学センター（沖宿町）
内容　霞ヶ浦でカヌー体験、センターで野外学習
定員　10人（定員を超えた場合は抽選）
持ち物　濡れてもよい服装、着替え、飲み物
申込締切　８月12日（金）

◎共通
対象者　小学生
※小学３年生以下は保護者の同伴が必要です。
申込方法　ホームページから
問合せ　環境保全課（☎内線2364）

沢の生物散策

茨城県近代美術館　企画展催　
　し

期間　９月19日（月）まで　
　　　午前９時30分～午後５時
内容　「どっちがどっち？
　　　いわいとしお×岩井俊雄
　　　―100かいだてのいえと
　　　メディアアートの世界―」
問合せ　
　同館（☎029‐243‐5111）

「映像装置としてのピアノ」
（1995年）
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一次試験　９月18日（日）
申込期限　８月12日（金）　午後５時
申込方法　ホームページから
※受験資格など、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ　土浦警察署警務課（☎821‐0110）

募　
　集

令和５年４月採用
茨城県警察官募集

一次試験　10月29日（土）、30日（日）
申込期間　８月25日（木）～９月５日（月）
申込方法　ホームページから
※受験資格など、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ　茨城海上保安部管理課（☎029‐263‐4118）

募　
　集

令和５年４月採用
海上保安大学校学生採用試験

対象者　小・中学生
応募規定　大きさ…はがきサイズ、画材…自由
作品テーマ　きれいな海で楽しく遊んでいる人々の様子、

　　　　　海の生き物たちがいきいきとしている様子、
　　　　　未来に残したい海　など
応募締切　９月９日（金）（消印有効）
※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　鹿島海上保安署（☎0299‐92‐2601）

未来に残そう青い海
海上保安庁図画コンクール作品募集

募　
　集

対象　花壇づくりによる花いっぱい運動に継続して取
　　　り組んでいる、またはこれから取り組もうとし
　　　ている団体・学校
助成額　１団体・学校あたり５万円以内
※支援する団体は、書類審査のうえ、選定します。
申込締切　９月30日（金）
※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　チャレンジいばらき県民運動事務局
　　　　（☎029‐224‐8120）

花壇づくり団体募集募　
　集

日時　９月24日（土）　午前９時～正午
場所　市消防本部　３階講堂（駐車場は庁舎東側）
内容　「普通救命講習Ⅰ」
　　　心肺蘇生法、AEDの実技、窒息時の解除法、

止血法　など
定員　50人（先着順）
持ち物　動きやすい服装、修了証（過去に土浦市消防

本部で救命講習を受けたことがある方のみ）
申込方法　氏名（フリガナ）、電話番号、性別、土浦市

　　消防本部での救命講習受講経験の有無を記
　　入し、８月15日（月）からメールまたは電話で

問合せ　消防本部警防救急課（☎821‐0119、
　　　　  119kyuukyuu@city.tsuchiura.lg.jp）

救命講習会講　
　座

心肺蘇生法・AEDの実技

　つくば市内の６つの研究教育施設を巡る、つくばサ
イエンスツアーバスの１日乗車券を購入すると、なぞ
ときゲームに参加できます。
期間　８月28日（日）まで　※月曜運休
　　　午前９時15分～午後５時
※参加方法など、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ　つくばサイエンスツアーオフィス
　　　　（☎029‐863‐6868）

謎解きサイエンスミステリー
「暗号だらけの招待状」

催　
　し

日時　８月20日（土）　午後７時～８時30分
場所　江戸崎総合運動公園（稲敷市荒沼）
内容　打ち上げ花火（約１万発）　など
※会場内は、桟敷席購入者のみ入場できます。
※桟敷席の購入方法など、詳し
　くはホームページをご覧くだ
　さい。
問合せ
　いなしき夏まつり実行委員会
　（☎029‐892‐2000）

2022いなしき夏まつり花火大会催　
　し
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日時　９月６日（火）、13日（火）、16日（金）、27日（火）、
10月４日（火）、７日（金）　午前10時15分～45分

（全６回）　※１回のみの参加も可能です。
対象者　乳幼児の保護者
講師　青木きよ子さん（親業訓練協会）　ほか
内容　子育てに関する、Zoomを使ったオンライン講座
　　　※９月16日（金）と10月７日（金）は、市立図書館

　（アルカス土浦館）おはなしのへやで開催します。
定員　50人（先着順）
申込方法　ホームページから
申込期間　８月８日（月）～26 日（金）
問合せ　生涯学習課（☎内線5162）

	乳幼児期親力アップ講座講　
　座

日時　９月１日（木）　午前10時～11時30分
場所　亀城プラザ
講師　徳山弘美さん
　　　（生前整理アドバイザー認定指導員）
内容　生前整理の基礎知識
定員　30人（先着順）
申込方法　電話で
問合せ・申込先　土浦市消費生活センター（☎823‐3928）

くらしのセミナー
「物の片づけから始める生前整理」

講　
　座

日時　昼間コース　９月７日～11月16日の水曜日
　　　午後１時～２時30分　（全10回）　
　　　夜間コース　９月８日～11月17日の木曜日
　　　午後６時30分～８時　（全10回）　
場所　ワークヒル土浦
講師　田中アルバさん
定員　各12人（定員を超えた場合は抽選）
受講料　各コース１万円（材料費を含む）
申込方法　往復はがきに、希望コース名、住所、氏名、

　　年齢、電話番号を記入し郵送、または郵便
　　はがきを持って直接

※申し込みできるのは、１人につき１コースまでです。
申込締切　８月21日（日）（必着）
問合せ　ワークヒル土浦（☎826‐2622、
　　　　〒300‐0027　木田余東台四丁目１‐１）

陶芸講座講　
　座

日時　８月21日（日）　午後２時～４時
講師　筑波大学附属病院医師・看護師
内容　乳がんの検査・手術・薬物治療　など
申込方法　ホームページから
申込締切　８月14日（日）
問合せ　筑波大学附属病院　総合がん診療センター
　　　　（☎029‐853‐8096）

WEB市民公開講座
「乳がんを学ぼう」

講　
　座

日時　９月３日（土）　午前10時30分～午後３時
　　　９月17日（土）・18日（日）　午前10時～午後３時
　　　10月22日（土）　午前９時～正午　（全４回）
場所　上高津貝塚ふるさと歴史の広場
内容　出土品をモデルにした土器づくり（自由作品不可）
講師　上高津貝塚土器づくりの会
定員　20人（先着順）
参加費　300円（材料費）
持ち物　昼食
申込方法　電話または直接
※小学３年生以下は保護者の同伴が必要です。
問合せ　上高津貝塚ふるさと歴史の広場（☎826‐7111）

体験講座
「縄文土器をつくろう」

講　
　座

ボイラー関係講習のご案内

◆ボイラー実技講習
日時　学科　９月９日（金）、10日（土）
　　　　　　午前９時～午後５時
　　　実技　９月11日（日）　午前９時～午後５時
◆普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
日時　９月14日（水）　午前９時～午後５時、
　　　９月15日（木）　午前９時～午後４時
◎共通
場所　茨城県JA会館本館（水戸市梅香一丁目）
定員　各50人（先着順）
申込期間　８月22日（月）～26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）

講　
　座


