
新 刊 案 内 すっきりと心地よく

新刊続々！
HPをチェック

いちばんやさしい
キャッシュレス
決済の教本

川野 祐司／インプレス

絶対得する！
ウラ技ALL BEST

普遊舎ムック
普遊舎

リノベーションでつくる
心地よくて

おしゃれなわが家
主婦と生活社

疲れない体をつくる
疲れない食事

柏原 ゆきよ
PHP研究所

そして旅にいる
加藤 千恵

幻冬舎

3/28（土） 14：30～　おはなし会
絵　　　本

紙　芝　居

パネルシアター

じがかけなかったライオンのおうさま
三つのねがい
いなかのねずみとまちのねずみ

3/14（土） 14：30～　子ども映画会

●まほうつかいのノナばあさん

3/21（土） 14：30～　おりがみ教室

●チューリップ　●いちご　●ふうせん

防災コーナー
　東日本大震災から９年を迎えようとしています。
　地震による被害は、地震の揺れそのものより、揺れによっ
て起きる家屋の倒壊や家具などの転倒、落下などによるも
のが多く、また、人は地震が起きると、揺れている間に移動
しケガをしてしまう場合があります。
　シェイクアウト訓練を行い、地震直後は「まず低く、頭を守
り、動かない」ことを意識しましょう。

■問合せ　危機対策課 ☎23-2215

日　　時　3月11日（水） 12：45
実施方法　「防災行政無線」と「たかはぎＦＭ」から訓練開始

放送を配信しますので、みなさんは、家庭や学
校、職場等(その場）で、一斉に安全確保行動

（①DROP ! ＝まず低く! 、②COVER ! ＝頭を
守り ! 、③HOLD ON !＝動かない ! ）を実施し
てください。

高萩市シェイクアウト訓練高萩市シェイクアウト訓練高萩市シェイクアウト訓練

■問合せ 図書館 ☎23-7174

【開館時間】
平日（3～10月）

土・日・祝日
水曜日

9：30～17：50
9：30～17：00
9：30～18：50

【安全確保行動】

提供：効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議

まず低く 頭を守り 動かない

ファミリータイム開催！
【3/28】 第４土曜日 14：00～16：00

ファミリータイム開催！
【3/28】 第４土曜日 14：00～16：00

ファミリータイム開催！
【3/28】 第４土曜日 14：00～16：00

家族みんなで本を楽しむ時間は、
館内が多少にぎやかに
なっても大丈夫。
小さなお子さんも歓迎です♪

図書館カレンダー
●は休館日
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◆高萩市子ども読書活動推進計画を作成しました

4月
日 病院・医院名（所在地） 電　話

5日 松岡クリニック（下手綱） （22）1000

12日 たばたクリニック（高戸） （20）5511

19日 樋渡医院（大和町）（23）2928

26日 石川内科クリニック（安良川） （44）3366

市内に住所を有する人が対象です

トイレの汲み取りの休み

3月
7日（土）、8日（日）、15日（日）、
20日（金・祝）、22日（日）、29日（日）

4月
４日（土）、５日（日）、12日（日）、18日（土）、
19日（日）、26日（日）、29日（水・祝）

●問合せ　花貫クリーンセンター　☎ 22-4318

■家庭児童相談（予約制）
日　時：3月10日（火）  午後1時30分～4時30分
場　所：市役所 1 階会議室
内　容：養護・障害・非行・育成など
相談員：児童相談所の児童福祉司・家庭児童相談員
申込み：電話で下記へ。
◦子育て支援課　☎２３－２１２９

■年金相談と年金請求（予約制）
日　時：3月17日（火）
　　　　午前１０時～１２時、午後１時～２時
　　　　（相談時間は 1 人 30 分）
場　所：市役所２階会議室
申込み：相談日の１カ月前から予約可。
　　　　電話で下記へ。
◦日立年金事務所　お客様相談室
　☎０２９４－２４－２１９３

■心配ごと相談（予約制）
一般相談（民生委員）
　3 月12 日（木）午後１時～３時
法律相談（弁護士）
　3 月19 日（木）午後１時～３時
※相談は要予約（ただし、当日は午前１０時まで）
定員：一般４人・法律５人（先着順）
※法律相談には、弁護士のほか、
　一般相談員（民生委員）も同席します。
場所：総合福祉センター内の会議室
◦社会福祉協議会　☎２３－８３４１

●小児の二次救急医療機関（日立総合病院）☎0294-23-1111（代表）
●小児以外の二次救急医療機関（県北医療センター高萩協同病院）☎23-1122（代表）
●急な病気で心配な時

日曜救急医療当番医です　　〔時間〕 午前9時～午後4時

　（一次救急医療機関名）

人身事故発生件数	 5件（－	 4）
死者数	 0人（－	 1）
負傷者数	 8人（－	 9）

守ろうよ
車のマナー
心のモラル

高萩市内の交通事故概況
（R2.2.17現在）（前年比）

人口と世帯 令和2年2月１日現在（前月対比）

人口 27,749人（－	35人）
男13,758人（－	15人）

女13,991人（－	20人）

１月 出生数	 17人	（＋	12）
死亡数	 41人	（＋	 5）
転	入	 44人	（－	 5）
転	出	 55人	（＋	19）

世帯 11,590世帯（－	17世帯）※平成27年国勢調査の確定値を
基準に算出しています。

食品等の放射性物質測定をご利用ください
（自家栽培作物、井戸水、畑の土など　※要予約）

【受付場所】危機対策課（市役所３階）☎23-2215【受付時間】10：00～16：00
	 （月、火、木、金	※祝祭日を除く）

相談先 受付時間 電話番号

茨城おとな
救急電話相談

24時間365日
プッシュ回線の固定電話、携帯電話から

短縮ダイヤル	＃７１１９　または、０３－５３６７－２３６５

茨城子ども
救急電話相談

24時間365日
プッシュ回線の固定電話、携帯電話から

短縮ダイヤル	＃８０００　または、０３－５３６７－２３６７

3月の 納 税 納期限3月31日（火）　口座振替は3月２5日（水） 〇国民健康保険税（第9期）

■消費生活関連の相談
開設日：平日の午前９時～正午、
　　　　午後１時～５時（祝日除く）
◦消費生活センター（市役所 2 階）　☎２３－２１１４

■行政相談
日時：①3月12日（木） ②3月26日（木） 午後1時30分～3時
場所：市役所 1 階会議室
◦行政相談委員
　棚谷　　稔さん　☎ ２３－０１４１
　矢代　博一さん　☎ ２２－４３６５

市民サービスコーナー ８：30～12：00
13：00～17：15【毎週日曜日】

税務課
☎23-2115

◆市県民税課税所得（非課税）証明書の交付
◆納税証明書の交付
◆市税等の収納（固定資産税都市計画税、軽自動車税、市民税県民
税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料）

市民課
☎23-2116

◆住民票の写しの交付　◆印鑑登録　◆印鑑登録証明書の交付
◆全部事項証明【戸籍謄本】の交付　◆軽自動車税用住所証明書の交付
◆個人事項証明【戸籍抄本】の交付　◆戸籍の附票の写しの交付
◆ビン・ペットボトル用ネットの配布

市役所の休日窓口 【土・日・祝祭日】８：30～17：15

水道課
☎22-3652

◆水道の開栓・閉栓　◆水道料金収納
◆水道料金口座振替変更手続き　◆使用者名の変更等の手続き

日 病院・医院名（所在地） 電　話

1日 石川内科クリニック（安良川）（44）3366

8日 おじま内科・消化器内科クリニック（東本町）（44）6300

15日 高萩それいゆ病院（上手綱）（24）0770

22日 やすらぎの丘温泉病院（下手綱）（24）1212

29日 滝川医院（春日町）（23）3100

3月

～社会福祉協議会へ～
＜金員預託＞
◦（公財）全国友の会 水戸友の会 3,000円
◦高萩グラウンド・ゴルフクラブ 20,000円
＜物品預託＞
使用済み切手・テレカ、ペットボトルキャップ、プルタブ
収集にご協力いただきまして、ありがとうございました。

ありがとうございました

★随時メンバー募集中★ H
P

この有料広告の収入で、まちづくり団体に助成しています。

有料広告 有料広告
15 市報たかはぎ　2020.3


