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おじいちゃん・おばあちゃんのおでかけ
をサポート！「おたっしゃパス」
高齢者の皆さんが、お得にコミュニティバス
や関東鉄道路線バスを使える定期券「おたっしゃ
パス」を、市役所４階・都市計画課窓口、コミュニティバス運行
事業者窓口で販売しています！

2020 年９月前半号

■コミュニティバス限定おたっしゃパス
コミュニティバス全路線で乗り降り自由！
▶対象：65 歳以上の方
▶料金：１カ月 3,000 円から
■コミュニティバス・路線バス共通おたっしゃパス
コミュニティバス全路線・関東鉄道路線バス（市内のみ）で乗
り降り自由！ ただし、深夜バスは利用できません。購入時には
初回のみ顔写真（縦３cm ×横 2.4cm）が必要です。
▶対象：70 歳以上の方
▶料金：１カ月 4,000 円から
今号の表紙：コミュニティバス大集合

バスロケーションシステム「バスゴー」、使ってますか？
web サイト「バスゴ―」にアクセスすると、バスの現在地や時
刻表・運賃などが確認できます。バスの到着時間もほぼリアルタ
イムで表示されるので、待ち時間の無駄がなくなります。ぜひご
利用ください！

❶
●

下 記 QR コ ー ド、 ま た
は検索サイトから「バス
ゴー」で検索！
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コミュニティバス
リニューアルから１周年！

04 「たつのこ産直市場」来店客数 10 万人到達
ありがとうございます！
05 相談急増！「お試し」のつもりが定期購入に !?

「バスロケーション
システム BusGO!」
をクリック。

❸
●

❷
●

目

＞をクリックし、
「龍ケ崎市コミュ
ニティバス」アイ
コンをクリック。

❹
●

路線や停留所
を選択。

バスの
現在地

バスの状況な
どが確認でき
ます。時刻表
や運賃も確認
できますので
ご利用くださ
い！

コミュニティバスのアンケートにご協力ください！
リニューアルから１年、コミュニティバスは現在多くの皆さん
にご利用いただいています。より一層便利で使いやすいコミュニ
ティバスにしていくため、皆さんの利用状況やご意見などを調査
するアンケートを実施します。
アンケートは右の QR コード、または各コミュニティセンター、
西部・東部出張所、市民窓口ステーションで９月 30 日まで実施
しています。数分でできる簡単なアンケートです。
今バスを利用している方はもちろん、使ったこと
のない方・使う予定のない方も、将来の移動手段の
確保のため、よりよい公共交通環境の整備のため、
ぜひご協力をお願いします！
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市の認知症に関する取り組みを紹介します

12

お知らせ／みんなの掲示板
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まいりゅうのマスク着用啓発ポスター／ま
いりゅうと一緒／図書館だより
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まいりゅうをさがせ ! ／たつのこマルシェ
／りゅうほークイズ

20

まちのできごと／休日当番医

龍ケ崎市民憲章

1. 互いに信じ、助けあい、あたたかい心の輪をひ
ろげましょう
1. 知性と教養を深め、人間性あふれる文化をそだ
てましょう
1. からだをきたえ、仕事にはげみ、思いやりのある明
るい家庭をきずきましょう

1. 自然を愛し、清潔で、水と緑の美しいまちをつ
くりましょう

1. 心をあわせ、未来に生きる若い力をのばしま
しょう

◦市の花：ききょう
◦市の鳥：白鳥
◦市の木：松
◦市制施行日：昭和 29 年
３月 20 日
龍ケ崎市公式 SNS
ryugasaki_city

ryugasaki.city
ryugasaki-city
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問

都市計画課☎内線 467

令和元年９月にコミュニティバスを全面リニューアルしてから、ちょうど１年が経ちました。
リニューアルでは、運行本数の増加や運行時間の拡大、乗継券や１日乗車券など新たな割引メニューの導
入、交通結節点（関東鉄道竜ヶ崎駅・済生会病院・サプラ）へのデジタルサイネージ（バスの到着予定時刻
や遅延などの運行状況が確認できる電光掲示板）の設置など、さまざまな点から利便性の向上を図りました。
おかげさまで多くの皆さんにご利用いただいています。
コミュニティバスは今後も皆さんの日常生活の足として、精一杯走り続けます！

リニューアル効果で利用者も増加！目指せ年間利用者 20 万人！
平成 30 年度は約 19 万 2,000 人だった利用者が、令和
元年度には 19 万 7,000 人を越え、リニューアル前より約
5,000 人増加しました！
今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、利用
者の一時的な減少が続いていますが、コミュニティバスは
地域の皆さんのため、今も走り続けています。引き続き、
ご利用ください！

コミュニティバス利用者推移
20 万
19 万 8,000
19 万 6,000
19 万 4,000
19 万 2,000
19 万人

約 5,000 人
アップ !

平成 30 年度

バス停での待ち時間を少しでも快適に…バス待ち環境快適化事業「まてまて」
突然の雨や夏の暑い日など、コミュニティバスを
バス停で待っているのがつらいという時に、少しで
も快適にお待ちいただけるよう、バス停近くの店舗
や施設にご協力いただき、バス待ち快適化事業「ま
てまて」を行っています。
右ポスターの「まてまて」の表示があるバス停近
くの店舗や施設を、無料で利用できます。利用でき
るバス停や設備については、市公式 HP をご確認く
ださい。
■利用できる設備
施設により利用できる設備が異なりますので、
「ま
てまて」ポスターの表示をよくご確認の上ご利用く
ださい。
▶例
◦店舗内 : 店舗内で待機できます
◦軒下 : 風雨をしのぐ際などに利用できます
◦ベンチ
◦トイレ など
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この
ポスターが
目印です！

「まてまて」
協力施設名

利用できる
設備など

令和元年度

＼農産物等直売所「たつのこ産直市場」／

来店客数 10 万人到達ありがとうございます！
問

たつのこ産直市場☎ 62-0715

たつのこ産直市場は、市が運営する農産物等直売所です。平成 30 年４月にオープンして以来、徐々に利
用者が増え、８月 20 日に 10 万人目のお客さまをお迎えすることができました。
たつのこ産直市場で販売する農産物は、全て龍ケ崎や近隣市町村の農家さんが生産したものです。今後も、
地元で採れた新鮮野菜だからこそ味わえる、旬のおいしさをお届けできるよう努めていきます。ぜひご来店
ください！
産直市場のここがオススメ！
◦龍ケ崎産のお米にこだわり、複数銘柄を販売中
◦市内の方で 10㎏以上のお米を購入した方限定に、お米の配達も実施（フェア期間など繁忙時期を除く）
◦見かけることの少ない、珍しい野菜も入荷
◦毎週金曜日は市役所正面玄関前で新鮮野菜を出張販売中（中止の場合あり）
９月 19 日（土）～ 22 日（火）は「新米フェア」を実施します！
◦玄米コシヒカリ 30㎏を特別価格で販売！その他お米全品 10％引き（もち米除く）
◦新米 30㎏以上お買い上げの方に、数量限定でさつまいも約１㎏をプレゼント
◦お彼岸用切り花販売
※期間中の精米は５㎏のみ承ります／生産状況により販売内容を変更する場合があります

店舗情報

■場所：馴馬町 2618
（文化会館敷地内）
■営業時間：午前 10 時～午後６時
■定休日：月・火曜日
（祝日の場合は営業）

新型コロナウイルス対策

◦いばらきアマビエちゃんに登録しています
◦マスクの着用と最少人数でのご来店をお願いします。また、混雑時に
は入店制限をする場合があります。混雑が少ない午後の時間帯のご
来店がお勧めです
◦状況により、フェアの中止や内容を変更する場合があります

秋の全国交通安全運動にご協力ください
問

生活安全課☎内線 491

９月 21 日～ 30 日は秋の全国交通安全運動期間です。秋は日が暮れる時間が早くなり、
歩行者の識別が難しくなります。ドライバーは早めのライト点灯を心掛け、歩行者は反射
材を身に着けるなど、一人一人が交通事故の防止に努めましょう。
スローガン

夜道こそ

自分をアピール

反射材

お年寄りを交通事故から守りましょう
令和元年度中の茨城県内の高齢者（65 歳以上）の死者数は 65 人で、全死者数の 60.7％を占めています。
■ドライバーにできること
□高齢者を見かけたら減速や一時停止するなど、
高齢者の動きに対応できる優しい運転を心掛
けよう
□夜間はヘッドライトで十分に照らされていな
い対向車線にも、高齢者がいないか注意して
運転しよう

■高齢者の方にできること
□夕方から夜間にかけての外出の際には、白などの
明るい色の服装を心掛けよう
□持ち物や靴に反射シールを貼り付けるなど、ドラ
イバーに自分の存在を知らせるようにしよう
□車を運転する時は、早めのライト点灯や安全な速
度での運転を心掛けよう
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＼９月は高齢者向け悪質商法・ニセ電話詐欺被害防止共同キャンペーン月間です／

相談急増！「お試し」のつもりが定期購入に !?
問

龍ケ崎市消費生活センター☎ 64-1120
受付時間：午前 10 時～ 11 時 30 分／午後１時～４時 30 分

令和元年度の高齢者の皆さんからの相談件数
龍ケ崎市消費生活センターが受け付けた相談 561 件のうち、60 歳以上の高齢者の相談は 344 件でした。
これは相談件数の６割を占め、依然として高齢者が消費者トラブルに遭う割合は高い状況です。
最近多い定期購入トラブル
■相談事例
①サプリメントを初回お試し価格
として購入。体に合わず解約を
申し出たが、定期購入だとして
拒否された
②通信販売でお試し価格 500 円
の健康食品を注文した。一度限
りだと思ったが２回目が届い
た。解約したいが電話がつなが
らない
③通信販売で青汁を注文したら定
期コースだった。毎月商品が届
くが中止し返品したい

HP や SNS の広告イメージ

サプリ

通常価格 5,000 円
（送料 500 円）

１回目無料！
（送料 500 円のみ）
２回目以降
特別価格 20％ OFF
4,000 円！（送料無料）
今すぐ注文する

④ SNS で知った化粧品の無料お
試しを注文したら定期購入に
なった。解約したい
【「発表情報」（国民生活センター）
（http://www.kokusen.go.jp/news/data/
n-20160616_1.html）をもとに作成】

◦１回だけのつもり
◦定期購入した覚えはない
◦２回目はいらない
◦ 500 円しか払いたくない

※５カ月以上の購入が
条件です

■相談事例からみる問題点
◦「定期購入」の表示が分かりにくい
◦「解約はできない」旨の表示が分かりに
くい
◦解約を申し出たところ、通常価格を請求
される
◦事業者への解約の申し出が困難

１回目

??

消費者

サプリ

２回目

サプリ

２回目の商品が
届き定期購入
だと気付く

◦定期購入が条件と記載し
ている
◦途中でやめるなら１回目
と２回目の通常料金と
送料を払ってほしい

事業者

■消費者へのアドバイス
◦契約内容や解約条件を確認しよう
◦定期購入と気付かずに契約してしまった・解約したいが
方法が分からない・事業者からの請求に納得できないな
ど、トラブルが生じた場合には龍ケ崎市消費生活セン
ターまたは消費者ホットライン☎ 188 に相談しよう

商品注文前のチェックポイント
□事業者名や連絡先等の記載があるか
□契約内容や解約条件について記載があるか
■記載がある場合は
【契約の内容】
□定期購入が条件になっていないか確認
【解約の条件】
□定期購入期間内に解約が可能か確認
□解約の申し出先や方法を確認
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商品の注文前には、
必ず契約内容について
確認しよう！
困ったときは
☎ 188 に相談してね！

消費者庁 消費者ホットライン 188
イメージキャラクター イヤヤン

＼９月は茨城県認知症を知る月間です／

市の認知症に関する取り組みを紹介します
問

地域包括支援センター☎内線 277

認知症は、誰にでも起こりうる脳の病気です。さまざまな原因で脳の働きが悪くなったりすることで、記
憶力や判断力が低下し、日常生活に支障が生じます。
認知症の方やそのご家族ができる限り住み慣れた地域で暮らし続けていくためには、世代を問わず、地域
全体で認知症を正しく理解し、地域で支えていく体制作りをしていくことが必要です。
当市で行っている認知症に関するさまざまな取り組みを紹介します。ぜひご参加・ご活用ください。
認知症に関するご相談は、地域包括支援センターで受け付けています
地域包括支援センターは、高齢者に関する総合相談窓口です。物忘れや認知症に関する相談も、随時受け
付けています。
■認知症初期集中支援チーム
保健師や社会福祉士などの専門職と専門医がチームとなり、認知症の疑いがある方
やそのご家族の困りごとや心配ごとなどの相談に応じながら、早期診断・早期対応に
向けた支援を行っています。
認知症を「知る」
■図書館に期間限定・特設コーナー
９月 30 日（水）まで、中央図
書館で「認知症について」
の特設コーナーを設置し
ています。この機会にぜ
ひご一読ください。

■認知症サポーター養成講座
市で講座を開催しています。５人
以上の方が集まりご依頼いただく
と、出前講座として実施することも
可能です。詳細は地域包括支援セン
ターまでお問い合わせください。

■認知症講演会
今年度の講演会は、令和
３年３月ごろ開催予定で
す。詳細は、市広報紙『りゅ
うほー』でお知らせします。

だれかと「話す」「語る」「つながる」
■介護者のつどい
認知症のご家族を介護している方が
集まり、情報交換や勉強会を通じて交
流を図っています。
▶日時：毎月第１木曜日・第３火曜日
午後１時 30 分～３時 30 分
▶場所：地域福祉会館

■認知症カフェ
認知症の方とそのご家族、地域の方々など、誰もが気軽に参
加できる交流の場です。
オレンジカフェりゅう
▶日時：月１回・水曜日
午後１時～３時
※日程は地域包括支援セン
ターへお問い合わせください
▶場所：地域福祉会館

ゆずのきカフェ
▶日時：毎月第４土曜日
午後１時～３時
▶場所：認知症疾患医療
センター池田病院

認知症の方や家族を見守る
■徘徊高齢者等事前登録事業
あらかじめ登録いただいた本人の情報を警察と共有することで、徘徊の
ため行方の分からなくなった際、早期に発見し、できるだけ早くご家族の
もとへ帰れるようにする仕組みです。登録は無料です。
▶対象：徘徊などの心配がある方
▶申請できる方：本人、対象者の親族など
▶申請方法：申請者の印鑑・対象者の写真２枚（全身が写っているもの・
顔がよく分かるもの）を持参し、市役所１階・地域包括支援センターで
申し込み
▶その他：登録した方には、本人特定のツールとなる「おかえりマーク」
を配布しています

＼おかえりマーク

／

「おかえりマーク」を付けた方
が１人で行動している場合、
徘徊の可能性があります。そ
のような時は、地域包括支援
センターまたは警察署へご連
絡ください。
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■チームオレンジ
認知症の方やそのご家族を地域の中で見守っていく取り組みです。ステップアップ講
座を受講した「認知症サポーター」などが地域で支援チームをつくり、認知症の方やそ
のご家族のニーズに合わせた具体的な支援を行っていきます。
当市でも、今後ステップアップ講座を開催し、チームオレンジを発足していく予定です。
コロナ禍でもできる、認知症の方・そのご家族のための「こころのケア」を紹介します
筑波大学附属病院認知症疾患医療センターで、認知症の方やご家族などを対象と
した「新型コロナウイルス感染症に関連したこころのケア」パンフレットを作成
しました。筑波大学附属病院認知症疾患医療センター HP からダウンロードでき
ますので、ぜひご活用ください。
パンフレットから、１人でもできるセルフケアの方法をいくつか紹介します。
■自粛生活を過ごす「こころ」と上手に付き合うヒント
◦心の中を整理しましょう
◦考え方を工夫してみましょう
◦人と話してみましょう
◦日常生活のリズムを保ちましょう
◦対処方法を探してみましょう
◦心をリラックスさせる方法（ストレッチ・呼吸法など）を身に付けましょう
■すぐに使えるリラクゼーション【京都府立医科大学附属病院精神科・心療内科 集団精神療法資料より】
―実践編①―体の力を緩める
—実践編②―呼吸を整える
①両腕に力を入れる

②両肩に力を入れる

両手で握り拳を作って腕を
曲げ、ゆっくりと力こぶを
作ります。

両肩をゆっくりと上に
あげます。

①大きく息を吸う

すぅ～っ

◦ゆったりとした姿勢で
椅子に座ります
◦鼻から大きくゆっくり
息を吸い込みます

ぎゅ――――――――っ

③顔にも力を入れ、
数を数える

④全部の力を緩める

両目をぎゅーっと閉じます。

全部の力をゆっくり緩
めます。

この状態で５つ数えます。
１・２・３
４・５

①～④を繰り返しましょう。

だら～ん

②口から息を吐く
◦口からゆっくり息を吐
き出します
◦ふーっと細く長くゆっ
くり吐き出すことがコ
ツです

ふ～っ

①～②を繰り返しましょう。

■快適な睡眠のすすめ
◦朝の光と朝食が１日の体のリズムを作ります。決まった時間に起き、光を浴びて、朝食をしっかり食べま
しょう
◦昼寝は午後３時までに。15 分程度の時間がベストです
◦就寝前のテレビやカフェイン摂取などは控えましょう
◦リラックスすることが快眠の手助けとなります。自身に合ったリラックス法を実施してみよう
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できることから始めて、脳梗塞・心筋梗塞を予防しよう！
問

保健センター☎ 64-1039

茨城県は、脳梗塞・心筋梗塞による年間死亡数が全国平均を上回っています。健診などで血圧や血糖・コ
レステロールなどの異常を指摘された方は、放っておいてはいけません。「１に運動 ２に食事 しっかり
禁煙 最後にクスリ」をスローガンに、日々の生活を見直し、定期的に受診しましょう。また、保健センター
では、保健師・管理栄養士による健康相談を行っています。相談を希望する方はお問い合わせください。
予防のためにできること
■まずは運動
意識して体を動かしましょう。ウォーキングや、家
の中での動画・テレビで体操を見ながらの筋トレ・ス
トレッチなどがおすすめです。マスクを着用すると運
動強度が上がる場合があるので、こまめに水分補給・
休憩などして、体調に留意しながら行いましょう。
高齢者や病気のある方は、かかりつけ医に相談の上
で運動しましょう。

■食事も大切
茨城県民は、１日の望ましい塩分摂取量より
約３ｇ塩分を取りすぎています。
加工食品などには、多くの塩分が含まれてい
ます。醤油やソースなどの調味料を使う時は、
「かける」のではなく、まずは料理を「そのまま」、
または「つける」習慣に変えていきましょう。

■禁煙しましょう
たばこの煙などの有害物質は、COPD（慢性閉塞性
肺疾患）など日常生活が制限される病気を、自分と周
りの人に引き起こします。治療をしても肺の機能は元
には戻りません。自分のためにも、家族など周りの方
のためにも、禁煙するようにしましょう。

■薬をすすめられたら、指示通り服用を
運動・食事・禁煙で症状が改善しない方は、
医師の診断のもとで薬による治療を続けること
も、心筋梗塞・脳梗塞の予防になります。
もちろん運動・食事・禁煙は続けましょう。

私立幼稚園・認定こども園 2021 年４月入園者募集
問

こども家庭課☎内線 270

市内の各幼稚園・認定こども園で、入園説明会を実施します。詳細は各園へ直接お問い合わせください。
入園願書は 11 月２日（月）から直接各園で受け付けます。
竜ヶ崎愛宕幼稚園
馴馬町 496 ☎ 62-4140

◦説明会：中止
◦園見学：随時受け入れ。１日２組まで・電話か HP から要予約

龍ケ崎文化幼稚園
川原代町 543-3 ☎ 66-0343

◦説明会：９月 26 日（土）午前 10 時～正午
◦園見学：随時。要問い合わせ

認定こども園ぶどうの木竜ヶ崎幼稚園
羽原町 1366-3 ☎ 62-0573

富士見幼稚園
奈戸岡 2-98 ☎ 62-6249

めばえ幼稚園
中谷原 8362 ☎ 62-8300
認定こども園竜ヶ崎みどり
佐貫 1-6-6 ☎ 66-1400

認定こども園北竜台ふたば文化
若柴町 1507 ☎ 66-3777

認定こども園あいゆう園
八代町 2901 ☎ 64-3333

ながと夢認定こども園
貝原塚町 3072-4 ☎ 62-3309
しらはね認定こども園
白羽 1-5-2 ☎ 61-3319

◦説明会：９月 19 日（土）・10 月 14 日（水）午前 10 時～ 11 時 45 分
◦園見学：予約制。要問い合わせ

◦説明会：９月 12 日（土）午前 10 時～ 11 時 30 分
◦公開保育：９月７日（月）～ 11 日（金）。要電話予約
◦説明会：９月 19 日（土）午前 10 時～ 11 時 30 分
◦園見学：随時。要電話予約

◦説明会：９月 26 日（土）・10 月 15 日（木）午前 10 時～正午
◦園見学：随時

◦説明会：９月 26 日（土）午前 10 時から・10 月 16 日（金）午後２時から。
必ず子どもと一緒に参加

◦説明会：９月 26 日（土）午前 10 時 30 分から。各家庭１人のみ参加可。
要電話予約
◦説明会：９月 14 日（月）～ 18 日（金）午前 10 時～ 11 時。要電話予約
◦説明会：９月 24 日（木）～ 30 日（水）午前 10 時～ 11 時。要電話予約
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＼ 10 月１日に国勢調査が全国一斉に実施されます／

にご協力ください！
問

商工観光課☎内線 560

日本国内に住む全ての人と世帯を対象とした、５年に一度の大調査「国勢調査」を実施します。
調査結果は、災害時に必要な物資を備える際の参考や、コンビニの出店計画に利用されるなど、
わたしたちの生活の身近なところに役立てられています。国勢調査の詳細は QR コードから「国
勢調査 2020 総合サイト」をご覧ください。調査にぜひご協力ください。
調査方法
◦９月中旬から調査員が各世帯を訪問します。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、説明はインター
ホン越しに行い、調査書類は郵便受けに入れるなど、できる限り調査員と対面しない非接触の方法で行う
ようにします。ご協力をよろしくお願いします
◦できる限りインターネットでご回答ください。郵送も可能です
◦調査書類が届かない場合や調査票が必要な場合、調査員による回収を希望する場合には、商工観光課統計
グループ☎内線 560 へご連絡ください
■インターネット回答期間

９月 14 日（月）～ 10 月７日（水）

■調査票（紙）での回答期間

10 月１日（木）～７日（水）に郵送

調査について
■個人情報は厳格に保護されます
国勢調査では、統計法によって厳格な個人情報保護が定められています。国勢調査に従事する者（調査員
など）には、統計法によって守秘義務が課せられています。
■国勢調査を装った「かたり調査」にご注意ください
国勢調査で金銭を要求することはありません。銀行口座の暗証番号やクレジットカード番号などをお聞き
することもありません。
国勢調査を装った不審な訪問者や、不審な電話・Ｅメールなどにご注意ください。不審に思った際には、
速やかに市役所にお知らせください。調査員は、その身分を証明する「国勢調査員証」を携帯しています。

木造住宅耐震化、耐震シェルター等設置を補助します
問

都市計画課☎内線 462

掲載事項以外にも要件がありますので、詳細はお問い合わせください。
木造住宅の耐震化補助
■受付期間：11 月２日（月）まで
■対象：昭和 56 年５月 31 日以前の基準で
建築された木造住宅（２階建て以下）
■耐震診断費の助成：15 戸まで／診断費用
の３分の２以内（最大３万円）まで補助
■耐震改修計画費の助成：５戸まで／計画費
用の３分の２以内（最大 10 万円）補助
■耐震改修費の助成：３戸まで／高齢者世帯
（65 歳以上の方のみの世帯）は改修費用の
３分の１以内（最大 40 万円）
・一般世帯（高
齢者世帯を除く世帯）は改修費用の４分の
１以内（最大 30 万円）まで補助
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耐震シェルターなどの設置費用補助
昭和 56 年５月 31 日以前に建築確認を受けて建築さ
れた木造住宅に、耐震シェルター・防災ベッドを設置す
る費用の助成を実施しています。助成を受けるには、事
前に耐震診断を実施する必要があります。
■受付期間：令和３年３月１日（月）まで
■対象：耐震診断結果の上部構造評点が 1.0 未満のもの
■助成：４戸まで／購入・運搬・設置に要する費用の２
分の１以内（最大 20 万円）まで助成
◦耐震シェルター：住宅内の一部に木材や鉄骨で強固な箱
型の空間（シェルター）を作り、安全を確保するもの
◦防災ベッド：金属製のフレームなどでベッドの上部を覆
い、就寝中の安全などを確保するもの

＼龍ケ崎市公共施設再編成／

第２期行動計画の取り組み状況をお知らせします
問

企画課☎内線 473

市では、公共施設の全体最適化と持続可能な財政運営の両立を目的に、公共施設再編成を進めています。
現在取り組んでいる、公共施設再編成の第２期行動計画【計画期間：平成 29 年度～令和４年度】の主な
事業についてお知らせします。
公共施設再編成の主な取り組み
■令和元年度の実績
▶まいん「健幸」サポートセンターの開設
市街地活力センター「まいん」の漫画・インターネットサー
ビス事業終了に伴い、１階フロアの改修を行いました。主に高
齢者層を対象とした介護予防・認知症対策など、健康寿命の維
持・延伸を目的とする各種プログラムの提供や、利用者同士の
交流促進拠点として、『まいん「健幸」サポートセンター』を
新たに開設し、既存施設の有効活用を図りました。

まいん「健幸」サポートセンター

▶教育センター体育館・プール解体工事
老朽化していた旧馴馬小学校の体育館とプールを解体しました。
老朽化した活用見込みのない建物を解体することで安全性が確保でき、また今後の維持管理費用などの財
政負担を縮減できました。
■令和２年度の取り組み
▶施設の長寿命化計画（個別施設計画）の策定
総合運動公園などを対象とした「スポーツ施設」やコミュニティセンターなどを対
象とした「コミュニティ施設」、八原保育所などを対象とした「児童福祉施設」など、
公共施設を 16 に分類し、施設の長寿命化計画（個別施設計画）を策定します。
施設の劣化状況診断の結果や利用者数の推移などを踏まえ、長期的な施設整備の在
り方や管理方針などを検討していきます。
▶旧北文間小学校施設の解体・利活用のための体育館トイレなどの改修
平成 30 年度に策定した「旧北文間小学校個別施設計画」に基づき、最も建築年数が浅い第４期校舎を除く、
校舎・プールの解体を行うとともに、施設利活用のため、プール跡地の駐車場整備と、体育館の照明・トイ
レなどを改修します。
築年数が古く、活用見込みのない建物を解体することで、維持管理費用などの財政負担縮減を図ります。
また、活用できる施設を改修することで、新たな施設の建築費用などの財政負担抑制となるほか、利便性の
向上に努めることで住民福祉の増進を図ります。

旧北文間小学校校舎解体前

旧北文間小学校校舎解体後

解体前の写真・右奥の校舎を残し、解体しました。
今後は駐車場の整備と、体育館の改修を行います。
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ご存知ですか？「エコショップ」
「エコオフィス」
問

環境対策課☎内線 421

市では、ごみの減量化やリサイクルの推進など、環境に配慮した取り組みを積極的に行っている店舗や事
業所を、それぞれ「エコショップ」「エコオフィス」として認定しています。一人一人が自分の立場ででき
るエコを実行し、みんなの手で“地球環境にやさしいまち”を育てましょう。市では随時、「エコショップ」
「エコオフィス」を募集しています。詳細はお問い合わせください。
エコショップの取り組み：１つ以上で認定
①環境にやさしい商品 ( エコマーク商品・再生品・リ
ターナブル容器入り商品など ) の積極的販売
②環境にやさしい商品コーナーなどの設置
③包装紙の簡素化・無包装化の呼びかけなどの簡易包
装の推進
④レジ袋の削減のための買物かごなど持参の促進
⑤取扱商品の修理などの実施
⑥広告チラシなどへの再生紙の使用
⑦空き缶の店頭回収の実施
⑧空きビンの店頭回収の実施
⑨紙パック容器の店頭回収の実施
⑩トレイの店頭回収の実施
⑪ PET ボトルの店頭回収の実施
⑫その他ごみの減量化、資源化など環境に配慮した取
り組みで市長が認めるもの
■エコショップ認定店（認定順）／令和２年７月末日現在
◦㈲塚本ストア【光順田】
◦ FOOD OFF ストッカー佐貫店【若柴町】
◦ランドロームフードマーケットキッチン＆テーブル
店【中根台】
◦㈲ AB ストア【佐貫町】
◦㈱タイヨー竜ヶ崎店【川原代町】
◦地酒と自然食品の店えびはら【栄町】
◦ランドロームフードマーケット龍ケ岡店【松ケ丘】
◦カスミ龍ケ岡店【藤ケ丘】
◦㈱イトーヨーカ堂竜ヶ崎店【小柴】
◦ケーズデンキ竜ヶ崎店【小柴】
◦ミニストップ竜ヶ崎北方店【北方町】
◦パン・アトリエクレッセント【松ケ丘】
◦チャレンジ工房どらすて【上町】
◦㈱ニューライフ【出し山町】
◦㈲スパイラルガーデン【若柴町】
◦ミマスクリーンケア㈱つくば工場【向陽台】
◦茨城日産自動車㈱竜ヶ崎店【中根台】
◦茨城日産自動車㈱サティオ竜ヶ崎店【川原代町】
◦ヒラデ・スタイル㈱【緑町】
◦福祉の店りゅう【上町】
◦ウエルシア龍ケ崎長山店【長山】
◦ミニストップ龍ケ崎白羽店【白羽】
◦ G BOX【松ケ丘】
◦㈱フロンティア住まいるラボ龍ケ崎店【中根台】
◦ケーズデンキたつのこまち龍ケ崎モール店【中里】
◦フードスクエア龍ケ崎中里店【中里】
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エコオフィスの取り組み：３つ以上で認定
①紙類の使用量抑制・再生利用の促進
②事務用品などの再生利用促進
③食品廃棄物の減量・リサイクルの推進
④簡易包装の推進・容器の削減
⑤使い捨て商品の使用量削減の推進
⑥紙類の分別・リサイクルの推進
⑦グリーン購入の推進
⑧従業員への環境教育の実施
⑨空き缶・空きビン・ペットボトルなどの分別・
リサイクルの推進
⑩地球環境に配慮した生産・事業活動の推進
⑪ごみ減量化・リサイクルに関する情報発信の推進
⑫その他ごみの減量化、資源化など環境に配慮
した取り組みで市長が認めるもの
■エコオフィス認定事業所（認定順）

令和２年７月末日現在

◦東京電力パワーグリッド㈱竜ヶ崎支社【寺後】
◦龍ケ崎市商工会【上町】
◦水戸信用金庫龍ケ岡支店【藤ケ丘】
◦大和ハウス工業㈱竜ケ崎工場【板橋町】
◦不二建設㈱【若柴町】
◦㈱ニューライフ【出し山町】
◦㈲スパイラルガーデン【若柴町】
◦積水メディカル㈱つくば工場【向陽台】
◦ミマスクリーンケア㈱つくば工場【向陽台】
◦ヒラデ・スタイル㈱【緑町】
◦（社福）龍ケ崎市社会福祉協議会【馴柴町】
◦龍ケ崎市総合福祉センター【川原代町】
◦障害福祉サービス事業所ひまわり園【高須町】
◦タカラビルメン㈱【中根台】
◦鍵林製菓㈱【根町】
◦（公財）龍ケ崎市シルバー人材センター【馴馬町】
◦㈱イトーヨーカ堂竜ヶ崎店【小柴】
◦平成観光自動車㈱【泉町】
◦㈱竹屋【立野】
◦㈱泰成工業所【羽原町】
◦㈱フロンティア住まいるラボ龍ケ崎店【中根台】
◦農事組合法人 長戸北部営農組合【板橋町】
◦（社福）龍ケ崎市社会福祉協議会佐貫西口支所
まいりゅうサロン【佐貫町】

市役所代表番号☎ 0297-64-1111

龍ケ崎市敬老会中止のお知らせ及び記念品の配付・敬老祝金の支給
問
■

介護福祉課☎内線 283 ／社会福祉協議会（総合福祉センター内）☎ 62-5851

今年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、敬老会の式典を中止しますが、75 歳以上の方
への記念品の配付や、敬老祝金（88 歳・100 歳・最高齢者）の支給は実施します。
対象の方には、９月上旬に「龍ケ崎市敬老会式典中止のお知らせ（兼記念品引換券・敬老祝金引換券）」
のはがき（白色・ピンク色）を発送しましたので、日時・場所などをご確認の上、お受け取りください。
■日時 ９月 26 日（土）・27 日（日）午前８時 30 分～午後５時

■場所 市役所・１階ロビー

■対象 市内在住の昭和 21 年３月 31 日以前に生まれた方
■持ち物 引換券のはがき

「ピンク色のはがき」が届いた方（88 歳・100 歳の方）には「敬老祝金」をお渡しします。対象要件あり。
◦本人来場の場合＝はがきと印鑑
◦代理の方の場合＝はがきと代理人の印鑑・身分証（免許証や保険証）
・委任状（本人の署名・押印のあ
るもの）。委任状欄に署名・押印がない場合、祝金をお渡しできませんので、ご注意ください

記念品の後日受け取りについて
■白色のはがきの方

①９月 28 日（月）～ 10 月 30 日（金）の平日午前８時 30 分～午後５時 15 分に市役所・介護福祉課で
受け取り
②９月 28 日（月）～ 10 月 23 日（金）は次の施設でも受け取れます
◦東部・西部出張所：平日午前８時 30 分～午後５時 15 分
◦市民窓口ステーション：午前 10 時 30 分～午後７時（土日祝日可／ 10 月３日は休業日のため不可）
◦総合福祉センター：月～土曜日午前８時 30 分～午後５時 15 分（祝日可）
◦地域福祉会館：平日午前８時 30 分～午後５時 15 分
◦社会福祉協議会中央支所・佐貫西口支所：月～土曜日午前８時 30 分～午後５時 15 分（祝日不可）

■ピンク色のはがきの方

９月 28 日（月）～ 10 月 30 日（金）の平日午前８時 30 分～午後５時に市役所・介護福祉課で受け取り

＼素敵な「ネコ」の写真

大募集！／

問 龍ケ崎市地域公共交通活性化協議会・小山■
■
E o-hero44@jcom.home.ne.jp ／都市計画課☎内線 467
コミュニティバス車内に「ネコ」の写真を掲示する「走る美術館」を開催します。開催にあたり、皆さん
からすてきな「ネコ」の写真を募集します。“我が家のかわいい猫を皆さんにも見てもらいたい！”“たまた
まだけど素敵な写真が撮れた！”という方、ぜひご応募ください。
応募方法

９月 18 日（金・必着）までに住所・氏名・年齢・連絡先（電話番号）を明記し、写真データ
を添付して、E メールで龍ケ崎市地域公共交通活性化協議会副会長・小山E o-hero44@jcom.
home.ne.jp へご応募ください。インターネット環境がない方は CD-R などにデータを保存し、
市役所・都市計画課へご提出ください。

掲示期間

11 月～令和３年２月ごろ予定

注意事項

応募する写真は１人１枚まで、写真データの容量は１MB 以下

その他 ◦応募写真の中から選考の上、10 ～ 40 件程度の写真を掲示予定
◦写真は、
「ご自身で飼っている猫」「ご自身で撮影した写真」に限ります
◦写真の使用権は、主催者に帰属するものとします
◦応募されたデータの返却はいたしませんのでご了承ください
◦掲示期間など「走る美術館」の内容は、変更となる場合があります
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問問い合わせ
レス／■
U URL ／■
ココミュニティセンター／ 申し込み先／■

おしらせ

凡例＝ 日時／ 場所／ 対象／ 定員／ 持ち物／

申し込み方法／ 料金／ 注意／

いざという時のために！龍ケ崎市の SNS などを紹介します

８月
日現在の情報で掲載しています。新型コロナウイルス感染症の影響により、感染拡大防止の観点からイベント等の中止・延期などを行う場合がありますのでご了承ください。

28

共通事項／■
Eメールアドレ

シティセールス課☎内線 371
市では、公式 HP のほか、各 SNS・メール配信サービスでも情報を配信しています。イベント情報のほか、
台風などの災害時には、警報に関する情報や避難所情報などもいち早くお届けしています。
いざという時のために、ぜひご登録・ご利用ください。
市公式 Facebook

市公式 LINE
イベント情報や市内
のできごと、実績報告
など、文章多めにさま
ざまな情報をお届けし
ています。

週 ２ 回 程 度 の ペ ー ス で、
市内のさまざまな情報をゆ
るめの文章でお届けしてい
ます。

ryugasaki-city

ryugasaki.city
市公式 Twitter

まいりゅう公式 Twitter
イベント情報やお
知 ら せ な ど、 約 140
文字以内で簡潔にお
届けしています。

お天気情報や気に
なるイベントなどを、
まいりゅうがお届け
しています。

machidukuri1

ryugasaki_city
メール配信サービス

暮らしに役立つ情報を携帯電話やパソコンにメールでお届けする「メール配信サービス」を、無料（通信費
は自己負担）で行っています。災害情報なども配信しています。
■配信している情報
◦市からのお知らせ

◦防犯情報

◦イベント情報

◦防災無線

市からの多様なお知らせ情報を配信

市内のイベント情報を配信

◦健康情報

検診などの健康に役立つ情報を配信

◦子育て情報

子育てに役立つ情報を配信

不審者情報など防犯情報を配信

防災無線で放送した内容を配信。行方
不明者情報など警察が放
送する防災無線の情報は、
「ひばりくん防犯メール」
（右 QR コード）で配信

◦災害情報

地震などの災害に関する情報を配信
【気象庁が発表する特別警報・警報、震
度情報（龍ケ崎市の震度３以上）など】

◦図書館だより

新刊・イベント・休館情報などを配信

◦議会情報

議会開催情報などを配信

■登録方法
QR コードから登録、または「t-ryugasaki@sg-m.jp」へ空メール送信後、返信されたメール
に従って登録。
※パソコンからのメールや「@sg-m.jp」からのメールを受信できるように設定してください
13︱『りゅうほー』令和２年９月前半号
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受付時間（予定）

10 月７日（水）

松葉小学校

午後１時～１時 15 分

10 月 22 日（木）馴馬台小学校 午後１時～１時 20 分

午後１時～１時 20 分

10 月 23 日（金） 馴柴小学校 午後１時～１時 20 分

10 月 12 日（月） 大宮小学校

午後１時 15 分～１時 35 分

10 月 29 日（木） 八原小学校 午後１時～１時 25 分

10 月 14 日（水） 城ノ内小学校

午後１時～１時 20 分

11 月６日（金） 龍ケ崎小学校 午後１時～１時 20 分

10 月 15 日（木）龍ケ崎西小学校

午後１時～１時 20 分

11 月 18 日（水）川原代小学校 午後１時～１時 20 分

10 月 20 日（火） 長山小学校

午後１時～１時 20 分

学校名

終了後に順次再開予定
●市民窓口ステーション：
終日休業します
市民窓口課☎内線２０１

令和２年度「ひとり暮
らし高齢者の調査」

※介護保険施設などへ入所
し、施設に住民登録してい
る方を除く 調査方法：９
月中旬ごろに調査票を郵送
訪問調査は中止します
が、地域での見守り活動の
一環で、民生委員が対象者
宅を訪問することがあり
ます
介護福祉課☎内線
２７６

県民交通災害共済に
ご加入ください

共

加入者が交通事故により
災害を受けた場合に、実治
療日数に応じた共済見舞金
をお支払いする制度です。
９月 日以降の加入は、会
費が次のとおりです。加入
を希望する方は、市民窓口
課または各出張所でお申し
込みください。
共済期間：申込日の翌日から
日まで

対象の交通

済金：一般４５０円／中学

令和３年３月
生以下２５０円

事 故： 共 済 期 間 中 に 日 本 国 内
の道路上などを運行中の自
動車・バイク・自転車等の接
市民

触・衝突・転落・転覆などの
事故に伴う人の死傷
窓口課☎内線２０６

学校名

実施日

教育総務課☎内線 293
問
■

２０２０薬師市龍ケ崎
商業まつり「いがっぺ
市」中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染
症の拡大防止のため、 月
日（月・祝）に本町商
店街通りで予定していた
２０２０薬師市龍ケ崎商業
まつり「いがっぺ市」は中
止します。
龍ケ崎市商工会☎ ‐
１４４４

市民窓口課

65

受付時間（予定）

実施日

10 月９日（金） 久保台小学校

月３日（土）に一部
のサービスなどが停止
します
月３日（土）は、市庁
舎電気設備点検のため、次
のサービスが停止・休業し
ます。ご不便をおかけしま
すが、ご理解・ご協力をお
願いします。
● コンビニ交付サービス：
各種証明書（住民票の写し・
印鑑登録証明書・課税所得証
明書・非課税証明書）の発行

市では毎年、市内高齢者
の実態を把握し、急病や不
慮の事故などに巻き込まれ
た時の緊急連絡先をあらか
じめ把握することで、日頃
の見守り活動等に役立てる
ことなどを目的として、
歳以上のひとり暮らしの方
全員を対象に民生委員によ
る訪問調査を実施していま
す。今年度は新型コロナウ
イルスの感染拡大防止の観
点から訪問はせずに、新た
に対象となった方に対して
のみ、郵送での調査を実施
する予定です。ご協力をお
願いします。
４月１日現在で住民基本
台帳上ひとり暮らしとなっ
ている 歳以上の方で次の
要件に該当する方／①昨年
度に 歳に到達した方／②
昨年度中に市外からの転
入、または配偶者の死亡な
ど住民票の異動があった方

31

30

11

62

サービスが停止します※点検

65

65

23

10

10

令和３年４月新入学児の就学時健康診断のお知らせ

令和３年４月から小学校に就学予定のお子さんを対象に、就学時健康診断を実施します。

対象者には９月中旬までに「就学時健康診断通知書」
（封書）を郵送します。指定日に受診できない方や
転居などで会場を変更したい場合は、事前に教育総務課へご連絡ください。

■就学時健康診断日程表

︱14
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廣瀬☎０９０‐２５４４
‐５６１６
●テニス
月 日（日） 申込締
切： 月７日（水）
ダ
ブルス（男子・女子・ミッ
クス・壮年男子）
・
時田☎０９０‐２３１１‐
７０１８
mtsports95@
gmail.com
＝ スポーツ都市推進
課☎内線２３７

ひとりの演奏会

日帰り湯ったり館

湯ったり館へ行こう！
旧馴柴村コース
大きなお風呂につかり、
お友達との食事や農業公園
の散策など、午後のひとと
きをお楽しみください。
月 日（火） 行程：
午前 時 分・ＪＲ龍ケ崎
市駅東口出発→ 時 分・
長 山 ■コ 出 発 → 時 分 ・ サ
プラ出発→湯ったり館→午
後３時・湯ったり館出発→
サプラ→長山■
コ→３時
分・ＪＲ龍ケ崎市駅東口到
着 交通手段：湯ったり館
マイクロバス
人／最
少催行人数 人
５２０
円
所定の場所以外での
乗降不可／館内への飲食物
の持ち込み禁止／時間厳守
９月 日（金）午前
時から電話で申し込み
・ 湯ったり館☎ ‐
１１２６

①水曜コース＝ 月７日
～ 月４日の毎週（水）／
②金曜コース＝ 月９日
～ 月６日の毎週（金）／

はじめてスイミング

クラブ・ドラゴンズ

40

国民年金付加年金制
度のお知らせ
国民年金第１号被保険者
および任意加入被保険者
が、定額保険料に付加年金
保険料・月々４００円を上
乗せして納めることで、
老齢基礎年金を受給する際
に付加年金が上乗せされま
す。上乗せされる付加年金
は「２００円×付加保険料
の納付月数」となり、毎年
支給されます。付加年金保
険料は申し込んだ月の分か
ら支払います。加入条件な
どの詳細はお問い合わせく
ださい。
保険年金課☎内線２５８

28

いずれも午後５時～６時
市内在住の４歳～小学２
年生
たつのこアリー
ナ・プール
各 人
４１００円／実施日以降の
キャンセルは返金なし
９月 日（水）午後３
時から電話で申し込み
たつのこアリーナ☎ ‐
８６７４
クラブ・ドラ
ゴンズ☎０８０‐７００５
‐９９４６

12

64

風しん抗体検査が無
料で受けられます

茨城県からのお知らせ

16

対象の方は、茨城県内の
協力医療機関で風しん抗体
検査が無料で受けられま
す。詳細は茨城県ＨＰから
「風しん抗体検査」で検
索、またはお問い合わせく
ださい。
①妊娠を希望する女性／
②妊娠を希望する女性の配
偶者などの同居者／③風し
んの抗体価が低い妊婦の配
偶者などの同居者
茨城
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10 月後半号締め切り：９月 25 日（金）／ 11 月前半号締め切り：10 月９日（金）

みんなの掲示板

10

10

10

40

60

30

11

50

25

10

10

「市民スポーツフェス
ティバル」参加者募集

22

大昭ホール龍ケ崎のピ
アノ「スタインウェイＤ
２７４」を弾いてみません
か。参加無料。
９月 日（日）～ 日
（火・祝）午前９時～午
後５時
大昭ホール龍ケ
崎・大ホール
市内在
住・在勤・在学の方
先
着 人／１人 分間
９月 日（土）午前９時
から窓口で申し込み 大昭
ホール龍ケ崎（文化会館）
☎ ‐１４１１（月曜休
館）
90

13

10

18

E

20

10

10

11

11

10

10

12

12

64

ホリスティックアロマセラピーアロマハンドケアマスター
タッチングケアでセロトニン・オキシトシンの分泌を促し、鎮静・安眠などリラックス効果が得られます。
事前に申込。
10 月から月１回の半日体験
主に龍ヶ崎コミュニケーションハウスまたはまいりゅうサロン
定 10 人		
1,000 円／回（材料費別途）
・
大井川☎ 090-5575-9465

日現在の情報で掲載しています。新型コロナウイルス感染症の影響により、感染拡大防止の観点からイベント等の中止・延期などを行う場合がありますのでご了承ください。

25

８月

申込方法など詳細はお問
い合わせください。原則と
して、市内在住・在勤・在
学の方を対象としていま
す。
●バドミントン
月４日（日） 申込締
切：９月 日（金）
・

おしらせ

10

■厚生労働省委託事業
いばらき県南若者サポートステーション無料就労相談
・
いばらき県南若者サポートステーション
☎ 029-893-3380 029-893-3381 E info@
saposute-tsukuba.jp

若者の社会的自立を支援し、それぞれの状況に
原則毎月第１・３水曜日午後１時～４時（１
応じた就労相談や定着・ステップアップ支援を行
月～３月・５月を除く）／１人あたり 30 分間
います。無料。事前に申し込み。
市役所・附属棟会議室
希望日の１週間前までに電話で申し込み。
毎月第４水曜日午後１時～５時
受付時間は月～金曜日午前 10 時～午後４時
市民活動センター
15 歳～ 39 歳の若年無業者およびその家族
※ 40 歳代の方も相談可
■社会福祉協議会の無料相談事業
・

◦法律相談

社会福祉協議会☎ 62-5176
◦心配ごと相談

予約不要・相談日にお越しください。
①９月 25 日（金）② 10 月９日（金）午後
１時 30 分～３時 55 分（１人あたり 45 分間）
①９月 15 日（火）② 10 月６日（火）午後
内容 個人生活に関連する法律案件
１時 30 分～４時 30 分（４時最終受付）
３人
心配ごと相談員
①９月 18 日（金）まで② 10 月６日（火）
までに電話で申し込み／応募多数の場合は抽選。 共通 ＝
地域福祉会館・相談室
定員に満たない場合は締切後に先着順で受付
弁護士
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県保健福祉部疾病対策課☎
０２９‐３０１‐３２３３

事業主の皆さんへ

一般の方や自営業の方で税務のことを誰に相談
したらよいか分からない方は、まずご相談くださ
い。分かりやすく丁寧に説明します。

（水）から次の所在地で業務
を行いますので、お知らせし
ます。詳細は水戸地方法務局
ＨＰをご覧いただくか、お問
い合わせください。
新所在地：水戸市北見町
１番１号
水戸地方法
務局☎０２９‐２２７‐
９９１１※電話番号の変更
はありません

関東信越税理士会竜ケ崎支部☎ 63-3008

茨城県警察運転免許センター

・

運転免許更新受付に
おける感染症対策

運転免許センターでは、
運転免許証の更新手続きに
あたり、新型コロナウイル
スの感染拡大防止のため、
次の取り組みを実施してい
ます。ご理解・ご協力をお
願いします。詳細は茨城県
警察ＨＰをご覧いただく
か、お問い合わせくださ
い。
実施内容：マスク非着用の
方の入場禁止／入場時の検
温および体調確認／整理券
配布による講習受講人数の
茨城県警察運転免
制限
許センター更新免許係☎
０２９‐２９３‐８８１１

■税理士による無料税務相談

新しい働き方・休み
方を実践するために
年次有給休暇を上手
に活用しましょう

茨城労働局では、新型コ
ロナウイルス感染症対策と
して、新しい働き方・休み
方を実践するために、労働
者のさまざまな事情に応じ
た柔軟な働き方・休み方に
対応する「時間単位の年次
有給休暇制度」や、計画的
な業務運営のため、事業主
があらかじめ休暇取得日を
割り振る「年次有給休暇の
計画的付与制度」の導入に
ついて、周知啓発を行って
います。詳細はお問い合わ
せください。
茨城労働局雇用環境・均
等室☎０２９‐２７７‐
８２９４

水戸地方法務局（本
局）移転のお知らせ

日

水戸地方法務局（本局）

は庁舎移転に伴い、９月
23

おしらせ

たつのこアリーナ 2020 年度第３期教室参加者募集

８月
日現在の情報で掲載しています。新型コロナウイルス感染症の影響により、感染拡大防止の観点からイベント等の中止・延期などを行う場合がありますのでご了承ください。
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・■
問

たつのこアリーナ☎ 64-8674

申込 申込開始日の午後１時から電話で申し込み（子どもスクールは午後３時から電話受付）
。受付開始日
は市内在住の方のみ電話受付、翌日以降は市内・市外の方ともに電話・窓口で受け付け。クラスごとに申込
開始日が異なりますので、下表をご確認ください。

■フィットネス教室
曜日

火

水

木

金

成人（高校生以上）

教室名
はじめてエアロ
ヨガ
大人の卓球スクール（初級）
キックボクシングエクササイズ
キックボクシングエクササイズ
シェイプ up エアロ
はじめてヨガ
デトックスヨガ
ズンバ
バランスコーディネーシヨン
骨盤ピラティス
プラーナヨガ
フィットネスフラダンス
健康アップ教室（
65 歳以上）
ポップなキック
ヨガ
ヨガ
ひきしめピラティス
ズンバ
たのしいフラダンス
ヨガ
ヨガ
マットピラティス
大人の卓球スクール（中・上級）
初級エアロ
ズンバ
初心者エアロ
けんこう太極拳・太極舞
デトックスヨガ

時間
募集人数
回数
9:45 ～ 10:30
20 人
全 10 回
11:00 ～ 12:00
10 人
全 10 回
12:15 ～ 13:45
10 人
全９回
19:00 ～ 20:00
＊
全 10 回
20:20 ～ 21:20
25 人
全 10 回
9:45 ～ 10:30
15 人
全 10 回
9:45 ～ 10:30
15 人
全 10 回
11:00 ～ 12:00
20 人
全 10 回
11:00 ～ 12:00
20 人
全 10 回
11:00 ～ 12:00
10 人
全 10 回
12:30 ～ 13:30
20 人
全 10 回
12:45 ～ 13:30
20 人
全 10 回
14:00 ～ 15:00
10 人
全 10 回
14:00 ～ 15:00
5人
全 10 回
19:15 ～ 20:15
20 人
全 10 回
20:20 ～ 21:20
10 人
全 10 回
10:00 ～ 11:00
10 人
全 10 回
10:30 ～ 11:30
15 人
全 10 回
11:30 ～ 12:30
15 人
全 10 回
12:00 ～ 13:00
15 人
全 10 回
13:30 ～ 14:30
＊
全 10 回
15:00 ～ 16:00
5人
全 10 回
19:30 ～ 20:30
10 人
全 10 回
9:15 ～ 10:45
10 人
全６回
10:00 ～ 11:00
10 人
全 10 回
11:20 ～ 12:20
20 人
全 10 回
12:40 ～ 13:25
25 人
全 10 回
13:40 ～ 14:40
15 人
全 10 回
15:00 ～ 16:00
20 人
全 10 回

料金
4,000 円
5,250 円
7,380 円
5,250 円
5,250 円
4,000 円
4,000 円
5,250 円
5,250 円
5,250 円
5,250 円
4,000 円
5,250 円
2,650 円
5,250 円
5,250 円
5,250 円
5,250 円
5,250 円
5,250 円
5,250 円
5,250 円
5,250 円
4,920 円
5,250 円
5,250 円
4,000 円
5,250 円
5,250 円

＊

■子どもスクール
曜日

9/15 ㊋
13:00 ～

10/6 ㊋

9/16 ㊌
13:00 ～

10/7 ㊌

9/17 ㊍
13:00 ～

10/1 ㊍

9/18 ㊎
13:00 ～

10/2 ㊎

募集人数はお問い合わせください

小・低学年＝小学１～３年生／小・高学年＝小学４～６年生／幼児＝３歳以上

教室名
Jr. バスケット（小・低学年）
火 Jr. バスケット（小・高学年）
Jr. バスケット（中学生）
Jr. 体操スクール（幼児）
Jr. 体操スクール（小学生）
水 Jr. フットサル（小・低学年）
Jr. フットサル（小・高学年）
Jr. フットサル（中学生）
Jr. ダンス（小・低学年）
金
Jr. ダンス（小・高学年）

時間
募集人数
料金
回数
17:30 ～ 18:30
15 人
18:45 ～ 19:45
5人
全９回
9,900 円
20:00 ～ 21:00
15 人
16:00 ～ 17:00
20 人
17:15 ～ 18:15
20 人
17:15 ～ 18:15
20 人
全 10 回 11,000 円
18:30 ～ 19:30
20 人
19:45 ～ 20:45
20 人
16:50 ～ 17:50
5人
全 10 回 11,000 円
18:00 ～ 19:00
＊

＊

17︱『りゅうほー』令和２年９月前半号

申込開始日 教室開始日

申込開始日

教室開始日

9/15 ㊋
15:00 ～

10/6 ㊋

9/16 ㊌
15:00 ～

10/7 ㊌

9/18 ㊎
15:00 ～

10/9 ㊎

募集人数はお問い合わせください

まいりゅうのマスク着用啓発ポスターをご活用ください！
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスク着用が呼びかけられていま
す。市では、マスコットキャラクター「まいりゅう」のイラストを使用した、マ
スク着用啓発ポスターを制作しました。
データは PDF 形式で全 9 色。市公式 HP 内「マスク着用啓発
ポスター（まいりゅう版）をご活用ください」（QR コード、また
は「まいりゅう ポスター」で検索）からダウンロードできます。
ぜひご活用ください！
■利用方法
PDF ファイルをご自身でダウンロードし、印刷してご利用ください。店頭や施
設内などに自由に掲示できます。

旅先やお出かけ先
でまいりゅうのぬ
いぐるみキーホル
ダーと一緒に撮影し
た写真を募集！ 写
真 と 撮 影 場 所・ 氏 名・ 住 所・ コ メ ン
トを添えてシティセールス課「まい
りゅうと一緒」係E
りゅうと一緒」係
E citysales@city.
ryugasaki.lg.jp へ。

群馬県
ら
沼田市か
ん―
―中野さ
ラベンダーのいい香りでまい
りゅうもリラックス。でもハチが近
くにくるとちょっとドキドキです。

図書館だより ☎ 64-2202
今月の新刊
児童

『も～っとわけあって絶滅しました。』 丸山貴史
『こども SDGs』 秋山宏次郎
『雨ふる本屋と雨かんむりの花』 日向理恵子

絵本

『あるひあるとき』 あまんきみこ
『ポッポーきかんしゃ』 とよたかずひこ
『おおきなかぶとちいさなかぶ』 きしらまゆこ

９月のおはなし会

文学

『風を結う』 あさのあつこ
『オフマイク』 今野敏
『ファルセットの時間』 坂上秋成
『君に読ませたいミステリがあるんだ』 東川篤哉
『88 歳の自由』 曽野綾子

その他

『古代史再検証大化の改新』 関裕二
『個人事業の教科書１年生』 宇田川敏正
『365 日のゆる養生』 坂口珠未
『運動しないでキレイに痩せる』 鮎河ナオミ
『なんでも自分で修理する本』 片桐雅量

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します。

９月の休館日

９月 14 日（月）

『りゅうほー』令和２年９月前半号

︱18

目の不自由な方へ、『りゅうほー』を音訳したＣＤおよび『りゅうほー』点訳版を無料配布しています。詳細・お問い合わせは社会福祉協議会☎
︲５１７６まで。

62

まいりゅうの写真やイラ
ス ト な ど を 募 集 し ま す。 氏
名（P.N 可 ）・ 住 所・ コ メ ン
ト を 添 え て、 り ゅ う ほ ー 編
集室「まいりゅうを探せ」係
E citysales@city.ryugasaki.lg.jp へお寄せください。

撮影のお手伝い
をしたよ～ん！
９月後半号をお
楽しみに♪

「たつのこマルシェ」は、龍ケ崎で採れた新
鮮野菜や物産品の販売など、
“ふれあい”と“お
いしさ”が集まる交流の場です。
お楽しみイベントは、新型コロナウイルス感
染症の拡大防止のため、お休みします。
毎月第２土曜日はマルシェへお越しくださ
い！
▶日時：９月 12 日（土）
午前 10 時～午後１時
▶場所：さんさん館前（たつのこやま隣）
▶今月のおすすめ：新米・ぶどう・梨など（予定）

◦マスク着用のご協力をお願いします
◦周囲の方との距離を十分に開けた上で適宜
マスクを外すなど、熱中症対策にご協力く
ださい

Twitter やってる
よ～ん！
龍ケ崎のことやイ
ベント情報、今日
のお天気をゆる～
くお届け中！
@machidukuri1
をフォローして
ねっ！

◦県の感染拡大防止システム「いばらきアマ
ビエちゃん」に登録しています。ご来場の
際は、会場に掲示してある宣誓書から、ご
登録をお願いします
問まちづくり・文化財団☎ 62-2227（月曜休館）
※小雨決行、荒天中止。新型コロナウイルス感染症の感
染拡大状況によっては、中止の場合があります。当日の
開催状況などは財団 Facebook をご確認ください

「湯ったり館」優待券と
図書カードが当たる！

①
A
②
B
③
C
④
D
⑤
E

①～⑤のヒントをもとに下のマスに文字を入れてくだ
さい。Ａ～Ｅの文字を順に並べると答えになります。
ヒント（ヨコ）
①マスクを着用すると運動強度が上がる場合があるの
で、●●●に水分補給・休憩などして、体調に留意し
ながら行いましょう。
②バス停近くの店舗や施設にご協力いただき、バス待ち
●●●●●事業「まてまて」を行っています。
③築年数が古く、活用見込みのない建物を解体することで、
維持管理費用などの財政負担●●●●●を図ります。
④たつのこ産直市場で販売する●●●●●●は、全て龍
ケ崎や近隣市町村の農家さんが生産したものです。
⑤保健師や社会福祉士などの専門職と専門医がチームと
なり、認知症の疑いがある方やそのご家族の●●●●
●●心配ごとなどの相談に応じながら、早期診断・早
期対応に向けた支援を行っています。

応募方法 答え（例「９月号答＝●●●●●（ABCDE に入る文字）」）と郵便番号・住所・氏名（ふりがな）
・年齢・
電話番号・『りゅうほー』の感想やご意見などをはがきに書いて、〒 301-8611 市役所りゅうほークイズ係ま
でお送りください。令和２年９月 30 日（必着）。応募は 1 人 1 枚まで。正解者の中から抽選で 10 人に、1,000
円分の図書カードと「湯ったり館」の優待券 2 枚を差し上げます。当選者は 10 月後半号で発表します。
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広報
龍ケ崎
９月
前半号

地域活性化等に関する
包括連携協定を締結

「私の地元応援募金」寄贈！

毎月第１・３月曜発行
（１月号は第３のみ）

8 月 6 日、明治安田生命保険相互会社・伊吹浩
光つくば支社長（写真右）から、新型コロナウイル
ス感染症拡大を踏まえた社会貢献の取り組みとし
て、従業員募金と会社寄付による「私の地元応援募
金」41 万 8,600 円を寄贈いただきました。
「新型コロナウイルス感染症が一日も早く収束
し、社会全体が元気を取り戻すことを願っていま
す」とのことでした。

※「私の地元応援募金」は「地元の元気プロジェクト」
の一環で、従業員が自分にゆかりのある団体などに募金
し、会社は寄付を上乗せして、地域を支援するものです

市は、北竜台地区で大規模商業施設「サプラスク
エア」を運営する筑波都市整備株式会社および株式
会社イトーヨーカ堂と、活力ある地域社会の形成・
発展および市民サービスの向上のため、「地域活性
化等に関する包括連携協定」を締結しました。
8 月 6 日に締結式を行い、3 者が多様な分野で包
括的な連携と協力関係を築き、協定に基づき協働の
取り組みを推進してくことを確認しました。

（写真左）筑波都市整備㈱ 石原孝代表取締役社長
（写真右）㈱イトーヨーカ堂 尾城晃子京葉常磐ゾーンマ
ネジャー

「シルバー会員募集中！」ラッピングバスが運行
8 月から、関東鉄道の管内路線バスに「シルバー会員
募集中！」のラッピングを施したバスが運行しています。
（公社）茨城県シルバー人材センター連合会が募集した
「令和 2 年度高齢者活躍人材確保育成事業」のモデルセ
ンターに（公社）龍ケ崎市シルバー人材センターが指定
され、管内路線バスの関東鉄道バス車両をラッピングし
たものです。
シルバー事業に興味のある方は、龍ケ崎市シルバー人
材センター☎ 64-3641 にお問い合わせください。

休日当番医

診療時間：午前９時～午後４時

9/13（日）

菊地整形外科 ☎ 64-6111

山村医院 ☎ 66-0555

9/20（日）

山本医院 ☎ 66-3348

中村クリニック ☎ 64-6655

9/21（月）

竜ヶ崎医院 ☎ 62-0550

秋本脳神経外科 ☎ 64-3311

9/22（火）セントラル腎クリニック龍ケ崎 ☎ 62-1212 いしかわクリニック ☎ 62-0378

■９月の納付 国民健康保険税③／介護保険料③／後期高齢者医療保険料③／保育料徴収金／市営住宅使用
料／放課後児童健全育成事業保護者負担金 ※納期限（口座振替日）は９月 30 日です
還付金詐欺にご注意ください！
見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

相手の言葉をうのみにせず、市役所などにご確認ください

再生紙を
使用しています

●この広報紙は、㈱茨城読売 IS に委託し、市内の全世帯に発行日から４日間
で配付しています。配付についてのお問い合わせは市シティセールス課まで

