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■行政相談
日時：11/10(木)・24(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

■年金相談と年金請求（予約制）
日時：11/15(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）
　11/10(木）　13:00 ～ 15:00
法律相談（弁護士）
　11/17(木）　13:00 ～ 15:00
※ 要予約（当日10:00まで）
※ 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
定員：一般４人・法律５人（先着順）
●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

11月の 11月の 納 税納 税 納期限11月30日(水)　口座振替は11月25日(金)

トイレ汲み取りの休み

６日(日)・12日(土)・13日(日)
20日(日)・23日(水・祝)・27日(日)
３日(土)・４日(日)・11日(日)
18日(日)・25日(日)・31日(土)

11月

12月

●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  10人（－  3）

死亡数  41人（＋  6）
転　入  50人（－   4）
転　出  63人（－   2）

人口と世帯人口と世帯 令和４年10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
（R４.９.30現在）（前年比）

人身事故発生件数  27人（　 6）
死者数　　　    2人（　 2 ）
負傷者数　      36人（　12）

＋
－

－

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）

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

◆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。

日 病院・医院名（所在地） 電　話

（23）3100

(20)5511

（２３）２９２８

6日
・　
13日

20日

27日

11月

たばたクリニック
(高戸)　

樋渡医院(大和町)

滝川医院(春日町)

26,698人（－ 44人）
（－23人）
（－21人）

13,301人
13,397人

９月

（－  3世帯）

日 病院・医院名（所在地） 電　話

(44）3366

（44）6300

（24）0770

（24）1212

4日

11日

18日

25日

12月

高萩それいゆ病院
(上手綱)
やすらぎの丘
温泉病院(下手綱)

石川内科クリニック
(安良川)
おじま内科・消化器内科
クリニック(東本町)

11,545世帯

〇国民健康保険税(第５期) 　　〇後期高齢者保険料(第５期)　
〇介護保険料(第３期)

～社会福祉協議会へ～
＜金員預託＞
・豊田 周子さん 100,000 円
・高萩ライオンズクラブ 100,000 円

＜物品預託＞
　県退職公務員連盟 高萩支部
 　　未使用タオル 248枚
　使用済み切手・テレカなどの収集にご協
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(１１～２月) 9：30 ～17：00

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
27 28 29 30 1 2 3

十
一
月(

霜
月)

日 月 火 水 木 金 土
4 5 6 7 8 9 10

十
二
月

『だっぺ帝国の逆襲』
  佐藤ダイン絵  青木智也監／小学館

26

　茨城出身の二人が
「茨城のことを全国の
人に知ってほしい」と
いう熱い思いでタッ
グを組み、地元住民で
さえ気づいていない
ような魅力を発掘し
ます。
　マンガと軽妙な文
章でコミカルに紹介
し、茨城弁講座や茨城の名所などを解説す
る「だっペディア」や描き下ろしストーリー
を追加した完全版。
　他県に住んでいる人はもちろん、茨城県
民にもオススメできる一冊です。11月13
日は茨城県民の日。茨城の魅力を感じてみ
ませんか？

野球で人生は
変えられる

～明秀日立 金沢監督の指導論～
金沢成奉／日本文芸社

意味がわかると
スッキリする超短編クイズ
５４字の物語Ｑ
氏田雄介著 武田侑大絵

／ＰＨＰ研究所

あなたの運は
服で絶対！よくなる

田宮陽子
／SBクリエイティブ

とんかつのぼうけん
塚本やすし／ポプラ社

どすこい すしずもう
たいけつ！うみのギャング

アンマサコ／講談社

おはなし会

11月26日（土）  11：00 ～　先着５組　
▶受付場所　図書館 児童室
（絵本）おじいちゃんのごくらくごくらく
（紙芝居）おだんご ころころ
（パネルシアター）さるかに合戦

無料

『おしゃれぼうしをかぶった
どんぐり』▶

おりがみキットプレゼント

11月19日（土）
９：30 ～　先着10 名
▶配布場所
　図書館 カウンター

無料

　モノさえ減れば収納術は
不要、掃除もカンタン！
　10年以上発信し続ける
人気ブロガーがこれまで
やってきた「モノをもたな
い暮らし」をまとめ、具体的
で「今日すぐに試せる」アイ
デアを紹介しています。

いつでも「５分で片付く」家になる

「もたない暮らし」の始め方
riamo* / すばる舎


