
19

■法律相談（予約制）
日時：8/26(金) 13:30 ～ 15:30
場所：市役所３階 会議室
相談員：茨城県弁護士会所属の弁護士
申込み：8/22(月)の8:30以降に
　　　　電話で秘書広報課へ。
定員： ６人(先着順)※１人20分程度。
　　　 ６か月に１回限り。
●秘書広報課　☎23-7321

■行政相談
日時：8/25(木) 13:30 ～ 15:00
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

■家庭児童相談（予約制）
日時：8/9(火) 13:30 ～ 16:30
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：8/16(火)    10:00 ～ 12:00
　　                   13:00 ～ 14:00
場所：市役所２階 会議室
申込み： 相談日の１か月前から予約可。

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）
　8/18(木）　13:00 ～ 15:00
法律相談（弁護士）
　8/25(木）　13:00 ～ 15:00
※ 要予約（当日10:00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

■消費生活関連の相談
時間：平日  ９:00 ～ 12:00
　　　　　 13:00 ～ 17:00
●消費生活センター（市役所２階）
　☎23-2114

８月の ８月の 納 税納 税 納期限８月31日(水)　口座振替は８月25日(木)

９月

トイレ汲み取りの休み
 ７日(日)・13日(土)・14日(日)
15日(月)・21日(日)・27日(土)
28日(日)
 ４日(日)・10日(土)・11日(日)
18日(日)・19日(月・祝)
23日(金・祝)・25日(日)

８月

●問合せ　花貫クリーンセンター
　 　　　  ☎22-4318

守ろうよ
車のマナー
心のモラル出生数 　9人（＋  1）

死亡数  26人（－  7）
転　入  55人（－ 13）
転　出  60人（－ 　1）

人口と世帯人口と世帯 令和４年7月１日現在（前月対比）

※令和２年国勢調査の確定値を
　基準に算出しています。

人口

世帯

●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

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 ☎０５０－５４４５－２８５６

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 ☎０５０－５４４５－２８５６

電話番号受付時間相談先

24時間365日茨城おとな
救急電話相談

24時間365日茨城子ども
救急電話相談

市内の交通事故概況
（R４.６.30現在）（前年比）

人身事故発生件数  14人（－ 8 ）
死者数　　　    0人（　 0 ）
負傷者数　     22人（＋ 3 ）

＋－

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）

【受付時間】10：00 ～ 16：00　　　【受付場所】危機対策課　☎23-2215
（月、火、木、金 ※祝日除く）

◆水道の開栓・閉栓　◆水道料金収納
◆使用者名の変更等の手続き

水道課
☎22-3652

市民サービスコーナー
◆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

◆マイナンバーカード写真撮影

◆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

税務課
☎23-2115

【毎週日曜日】　８：30～12：00　　　　　　13：00～ 17：15

日曜救急医療当番医
（一次救急医療機関名）

【時間】9:00 ～ 16:00

　市報掲載の催し・事業などは、新型コロナウイルスの感染状況により、中止・
変更になる場合があります。最新の情報は、市ホームページをご覧になるか、
各問合せ先にご確認ください。

26,807人（－ 22人）
（－20人）
（－  2人）

13,360人
13,447人

6月

（－ 5世帯）

日 病院・医院名（所在地） 電　話

（23）2928

（44）3366

(44)6300

(24）0770

7日

14日

21日

28日

８月

おじま内科・消化器内科
クリニック(東本町)
高萩それいゆ病院
(上手綱)

樋渡医院(大和町)

石川内科クリニック
(安良川)

日 病院・医院名（所在地） 電　話

(24）1212

（23）3100

(24）1212

(20)5511

4日

11日

18日

25日

９月

やすらぎの丘
温泉病院(下手綱)
たばたクリニック
(高戸)

やすらぎの丘
温泉病院(下手綱)

滝川医院(春日町)

11,565世帯

〇市県民税(第２期)　〇国民健康保険税(第２期) 
〇後期高齢者保険料(第２期)

～社会福祉協議会へ～
＜金員預託＞
　匿名１名 2,000 円
＜物品預託＞
　リバティ・サポートセンター ゆい　雑巾 100 枚
　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くださり、
ありがとうございました。
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図 書 館
■問合せ　図書館　☎２３－７１７4

平日(３～10月) 9：30 ～17：50

土・日・祝日 9：30 ～17：00

水 曜 日 9：30 ～18：50

図書館

電子図書館

と し ょ か ん へ 行 こ う よ

休館日は色塗り。〇は、ファミリータイム（10：00～ 14：00）の日。小さなお子さん連れの人も気兼ねなくご利用いただける時間です。
電子図書館はこちらへアクセス ▶ https://web.d-library.jp/takahagi/

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26
28 29 30 31 1 2 3

27

八
月(

葉
月)

日 月 火 水 木 金 土
4 5 6 7 8 9 10

九
月

『人生は70代で
決まる』

綾小路きみまろ／幻冬舎

『まっぷる 首都圏発 !
おいしい道の駅ドライブ』
旺文社 旅行ガイドブック編集部／旺文社

『歩くだけで効く!
おさんぽ整体』
小林篤史／三笠書房

『ちびクワくん
おとうとなんてだいきらい』
やましたこうへい／ほるぷ出版

『ありがとう なかよし』
しもかわらゆみ／講談社

大人のための読書会

テーマ「私の好きな本（Part２）」
８月20日（土）　14：00 ～
▶場所　図書館２階 小会議室

無料

おはなし会

（絵本）おばけのてんぷら
（紙芝居）台風がきたぞ
（パネルシアター）にんじんはなぜ赤い
８月27日（土） 11：00 ～　先着５組　
▶受付場所　図書館 児童室

無料動くおりがみ『カエル』▶

おりがみキットプレゼント

８月20日（土）
　　９：30 ～　先着10 名
▶配布場所　図書館 カウンター

無料

　SDGsってなに？
　「17の目標」を達成すると、
どんないいことがあるの？
　SDGs（持続可能な開発
目標）のさまざまな疑問を、
イラストや写真とともに
やさしく解決します。

10 歳からの図形でわかる SDGs
「17の目標」と「自分にできること」
 がわかる本

平本督太郎 / メイツ出版

『ふたりは しんゆう』
アーノルド・ローベル著  三木卓訳／文化出版局　　　　　　

　おはなしのひとつ
「おてがみ」は、小学生
時代の教科書に載っ
ていた思い出深い物
語です。
　しっかり者のかえ
るくんと、少しせっか
ちでなまけ者のがま
くんの友情を描いた
作品。
　がまくんとかえるくんのやりとりや、懐か
しいイラストで気持ちが和みます。
　「ふたりはともだち」「ふたりはいっしょ」
「ふたりはいつも」「ふたりはきょうも」のお
はなしをすべて収録。
　読みごたえがあり、読み聞かせにもぴった
りな一冊です。

おすすめDVD パラサイト 半地下の家族
　カンヌ国際映画祭パルム・ドール
受賞のブラックコメディー。　
　全員失業中のキム一家（パラサイ
ト）の就職先には誰も知らない秘密
があった…。
　“半地下”で暮らすキム一家と、“高
台の豪邸”で暮らすバク一家。　
　相反する２つの家族が交差し、想
像を遥かに超える衝撃の展開が広
がっていく。　


