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毎年９月９日（救急の日）を含む１週間は「救急医療週間」です。
救急医療週間に伴い、救急のイベントを開催します。お気軽にご参加ください。

○問合せ　　高萩消防署　　☎２２－０１１９

日　　時 ９月８日（日）10：00 ～ 13：00

場　　所 ベイシア高萩モール店　敷地内

内　　容 救急車の展示、AED の使用体験コーナー　など

９月９日は救急の日

※詳しくは、環境衛生課までお問い合わせください。

○問合せ　　環境衛生課　一般廃棄物グループ　　☎２３－７０３１

高萩市生ごみ処理容器等設置事業補助

内　　容 家庭での生ごみの減量に取り組んでいただける人のために、生ごみ処理容器（電動式処理機含む）ま
たは発酵促進剤の購入費用の一部を助成します。

対 象 者

以下のすべてにあてはまる人が対象です。
　◆市内に住所を有し、居住している人
　◆生ごみ処理容器等で生ごみを堆肥化したものを自家処理できる人
　◆市税等を滞納していない人
　◆当該補助金の交付を受けたことがない、または交付から５年を経過している人

対象機器と
補助金額

【電動式生ごみ処理機】
 　購入費用の２分の１に相当する額で 15,000 円を限度とします。（１世帯１基まで）

【生ごみ処理容器】
　１基につき 3,000 円を限度とします。（１世帯２基まで）

【発酵促進剤】
　購入価格の２分の１に相当する額で 2,000 円を限度とします。
※種類によっては補助対象外の場合があります。
　事前確認を希望する場合は、環境衛生課までご連絡ください。

申請方法 環境衛生課（市役所２階）にある申請用紙にご記入・押印のうえ、
商品がわかる領収書（レシート不可）を添付し、環境衛生課までご提出ください。

高萩市資源物集団回収事業補助

内　　容 資源物の集団回収に協力する登録団体に対し、資源物の回収量に応じて補助金を交付します。

対象団体

以下のすべてにあてはまる団体が対象です。
　◆概ね 20 世帯以上で構成した常会または子ども会など、営利を目的としない団体であること
　◆資源物を分別して回収し、リサイクルセンターへ提供できる団体であること
　◆市長が指定する日に資源物を回収できる団体であること
　◆年６月以上かつ６回以上資源物を回収できる団体であること

ごみ減量化の補助金のご案内
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難病患者の人の生活支援のため、難病患者福祉見舞金（１人年額 10,000 円）を申請により支給します。
まだ申請がお済みでない人は、お早めにお手続きください（毎年申請が必要です）。

○申請・問合せ　　社会福祉課　社会福祉グループ　　☎２３－７０３０

申請期限 ９月 30 日（月）まで　※土日祝日を除く

対 象 者 保健所長発行の「指定難病特定医療費受給者証」または
「小児慢性特定疾病医療受給者証」を交付されている人で、高萩市に住民登録がある人

申請方法

以下のものを持参の上、社会福祉課窓口（市役所１階）までお越しください。
　①指定難病特定医療費受給者証または小児慢性特定疾病医療受給者証
　②本人または保護者名義の通帳
　③印鑑

支給予定 令和元年 11 月

難病患者福祉見舞金の申請はお早めに！

10 月 19 日（土）に開催する「高萩まちなか大パーティー 2019」でのプロムナードフェスタ（フリーマー ケット）
の出店者を募集します。ぜひお申し込みください。

○問合せ　　高萩市商工会　　☎２２－２５０１

日　　時 10 月 19 日（土）９：30 ～ 14：00　【受付】８：40 ～

場　　所 高萩駅前イトーヨーカドー跡地

出 店 料 1,000 円（１区画５ｍ×５ｍ）車を乗り入れて販売可能です。
※募集区画が埋まり次第締め切りますので、お早めにお申し込みください。

申 込 み

参加申込書にご記入いただき、出店料を添えてお申し込みください。
【申込受付開始】９月６日（金）９：00 ～
　◆緑屋時計店　　　　　大和町２－９８　☎２２－２７７８（木曜定休）
　◆高萩市商工会青年部　下手綱２０００　☎２２－２５０１（土日祝日休）

注意事項

・会場内の事故防止のため、出店者の車両は午後２時まで移動できません。（厳守）
・会場の都合上、極端に車高を下げた車両は入場できない場合があります。
・地面は凹凸があるため、イス等の用意をおすすめします。
・食料品、刃物、コピー品など法律で禁止されているものは販売できません。

プロムナードフェスタ（フリーマーケット）2019 の出店者募集！

だんだんに日の短くなるこの季節は、夕暮れ時の事故に注意しましょう。
◆運動の重点：①子供と高齢者の安全な通行の確保
　　　　　　　②高齢運転者の交通事故防止
　　　　　　　③夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の事故防止
　　　　　　　④全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
　　　　　　　⑤飲酒運転の根絶
◆交通事故死ゼロを目指す日：９月 30 日（月）

○問合せ　　総務課　総務グループ　　☎２３－２１１９

秋の全国交通安全運動「９月 21日～ 30 日」
～夕暮れは　明るい服と　反射材～
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最低売却価格を公表する売払いです。物件の詳細や契約などの注意事項についてはお問い合わせください。

市有地一般競争入札による売払いのお知らせ

○問合せ　　財政課　管財グループ　　☎２３－２１１３

受付期間 ９月５日（木）～ 10 月４日（金）９：00 ～ 17：00
※土日祝日および平日 12：00 ～ 13：00 を除く

応募方法
参加申込書に必要書類を添付し、財政課（市役所３階）にご提出ください。
入札応募様式集（申込書）・入札のご案内は、財政課窓口で入手または市ホームページからダウンロー
ドできます。

入　　札 【入札日時】10月７日（月）14：00～　高萩市役所２階　会議室２－１
落札者の決定は、最低売却価格以上の最高額の人を落札者とします。

そ の 他 期間中に申し込みがない場合は、先着順にて売払いいたします。
なお、先着順で受付いたしますので、既に売却済となった場合はご了承ください。

売　払　い　物　件

番号 所在地 地目 地積（㎡） 最低売却価格（円）
物件Ａ 高浜町２丁目１３７番２ 宅　地 235.97 5,710,000
物件Ｂ 高浜町２丁目１３７番３ 宅　地 235.97 5,920,000
物件Ｃ 高戸２８８－１　外３筆 雑種地 1,498   16,170,000
物件Ｄ 有明町１丁目８４番 宅　地 579.51 13,500,000

≪物件紹介図≫≪案内図≫ 
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天皇陛下御即位記念
第74回国民体育大会　いきいき茨城ゆめ国体2019

９月28日（土）～10月8日（火）

高萩市企画部企画広報課

市内中学校運動会・体育祭
会　場 市内中学校

問合せ 学校教育課　☎２３－１１３５

９月７日（土）

軟式野球
日　時 ４日（金）　１回戦（２試合）

５日（土）　２回戦（１試合）
場　所 高萩市民球場

10月４日（金）・５日（土）

スローガン 飛べ　羽ばたけ　そして未来へ
問合せ 国体推進課　☎２３－２０１９

オレンジカフェ・ほのぼの

場　所 グループホーム ひたちの森　高萩（有明町２－９８）

参加費 無料 申込み 不要

　「オレンジカフェ・ほのぼの」は、介護について心
配のある人や地域の人などが集まって、お茶を飲みな
がら交流して楽しい時間を過ごしていただく場所で
す。簡単な体操をしたり、医療・介護の専門職の人に
認知症のことや介護の相談をすることができます。

問合せ 高齢福祉課　☎２２－００８０

９月14日（土）14：00～15：30

高萩のぞみ大学　オープンキャンパス「健康講座」

会　場 高萩市文化会館

　ご自身の健康を考える機会としてお気軽にご参加く
ださい。

内　容 【第１部】「高齢者のトータルケア（健康寿
命延伸）向けて」
講師：多賀医師会　会長　横倉　稔明　氏

【第２部】「シルバーリハビリ体操」
講師：シルバーリハビリ体操指導士

入　場 無料 申込み 不要

問合せ 中央公民館　☎２３－１１２５

９月７日（土）13：30～

令和元年度（前期）障害者就職面接会
受　付 12：30 ～

会　場 国民宿舎　鵜の岬
※当日は十王駅から会場までの送迎バスがあります。

問合せ ハローワーク高萩　☎２２－２５４９

９月17日（火）13：00～15：30

秋の全国交通安全運動
会　場 市内一円

スローガン 夕暮れは　明るい服と　反射材

主　催 総務課　☎２３－２１１９

９月21日（土）～30日（月）

場　所 高萩市文化会館
種　目 規定２種目（スナッチ、クリーン＆ジャーク）

ウェイトリフティング
競技内容 ２日（水）　成年男子　55kg 級、61kg 級、67kg 級、73kg 級

３日（木）　成年男子　81kg 級、89kg 級、96kg 級、106kg 級
４日（金）　成年男子　+109kg 級
　　　　　　少年男子　55kg 級、61kg 級、67kg 級、73kg 級
　　　　　　少年男子　81kg 級、89kg 級、96kg 級
５日（土）　少年男子　81kg 級、89kg 級、96kg 級
　　　　　　女　　子　ー 55kg 級、59kg 級
６日（日）　少年男子　102kg 級、+102kg 級
　　　　　　女　　子　ー 71kg 級

10月２日（水）～６日（日）

　「令和元年度 美しい環境づくり花壇コンクール」に
参加された 28 団体の花壇を紹介します。

令和元年度　美しい環境づくり花壇コンクール作品展

会　場 高萩市役所１階　市民ラウンジ

問合せ 企画広報課　☎２３－２１１８

９月７日（土）～16日（月・祝）８：30～17：15

高萩市イベントカレンダー
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