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　茨城租税債権管理機構では一般の方も参加できる入札を実施し
ています。詳細は市納税課配布の公売広報や同機構ホームページ

（http://www.ibaraki-sozei.jp/）でご覧ください。
〈入札日時〉３月５日（火）午後０時50分（受付開始）
〈入札会場〉水戸合同庁舎（水戸市柵町1-3-1）

 茨城租税債権管理機構　☎０２９－２２５－１２２１

不動産公売に参加してみませんか

茨城租税債権
管 理 機 構 の
ホームページ

〈公売不動産〉売却区分番号 30-
200、見積価額…190 万円、公売
保証金…19 万円、物件の所在な
ど…寺田字寺田 2365 番（雑種地）
644 平方㍍

◆寺田

〈公売不動産〉売却区分番号 30-
228、見積価額…440 万円、公売
保証金…44 万円、物件の所在な
ど…〈土地〉新町６丁目甲 240
番 18（宅地）135.76 平方㍍〈建
物〉新町６丁目甲 240 番地 18（居
宅、木造瓦ぶき平家建て）50.49
平方㍍

◆新町

常総ふれあい道路

公売不動産

取手
競輪場

公売不動産

水の公園

〈公売不動産〉売却区分番号 30-246、見積価
額…950 万円、公売保証金…95 万円、物件の
所在など…〈土地〉稲字宿

しゅくはた

畑 1407 番 1（宅地）
837.54 平方㍍、同 1407 番 2（公衆用道路）8.45
平 方 ㍍、 同 1410 番 1（ 畑 ）724 平 方 ㍍、 同
1410 番 2（公衆用道路）18 平方㍍〈建物〉稲
字宿畑 1407 番地 1（工場、鉄骨造鉄板ぶき平家
建て）198.45 平方㍍、同 1407 番地・1410 番
地（工場・居宅、鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平
家建て）、248.39 平方㍍・附属建物（倉庫、木
造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建て）39.74 平方㍍

◆稲
い な

 文化芸術課　☎内線１２９２

市民ギャラリー展示予定
 文化芸術課　☎内線１２９２

※期間が変更になる場合があります。初日は午後１時から鑑賞できます

◆取手駅市民ギャラリー（取手駅東西連絡地下通路内）
～ ３ / ５（火） 取手ひなまつり

３ / ６（水）～ ３ /12（火） 取手第１陶芸クラブ作陶展
３ /13（水）～ ３ /19（火） 白山パステル画クラブ展

◆藤代駅市民ギャラリー（藤代駅橋上連絡道内）
２ /27（水）～ ３ /12（火） 1

いちろく

6 創年の会会員作品展
３ /13（水）～ ３ /19（火） 国際交流写真展
３ /20（水）～ ４ / ２（火） 藤代水墨画会展

◆とりでアートギャラリー“きらり”（取手駅西口宇田川ビル２階）
２ /22（金）～ ２ /27 （水） 取手洋画クラブ展

（10:00 ～ 18:00、最終日 17:00 まで）
３ / ９（土）～ ３ /18（月） 取手市所蔵美術作品展

（10:00 ～ 18:00、最終日 16:00 まで）

　市社会福祉協議会では地域の交流を目的として、イベントを開催しています。
２月は「歌とミニコンサート」です。ぜひご参加ください。

（社福）市社会福祉協議会　☎７４－９１１０、同藤代支所　☎８３－７３４１

期日 時間 会場 内容
22日（金） 13:30 ～ 新取手自治会館※ フォークソング、ハーモニカ
23日（土） 10:00 ～ 白山公民館 津軽三味線
23日（土） 13:30 ～ 桜が丘自治会館※ 津軽三味線
24日（日） 13:30 ～ 井野公民館 合唱、歌謡ショー
25日（月） 13:30 ～ 山王公民館 歌謡ショー
27日（水） 10:00 ～ 久賀公民館 尺八・津軽三味線
27日（水） 13:30 ～ 永山公民館 尺八・津軽三味線

※は自治会の協力で行っています

いこいの場  入場無料

　市内各公民館では、２月から３月にかけ
て公民館まつりを行います。なお、公民館
まつり期間中は一般利用はできませんので、
ご了承ください。

公民館まつり
会場・電話番号 日時 内容

永山公民館
☎７３－０３８３

２月23日（土）
午前10時～午後4時 芸能発表会、作品展示、体

験コーナー、模擬店２月24日（日）
午前10時～午後３時

久賀公民館
☎８３－６８７７

２月23日（土）
午前10時～午後４時 作品展示

24 日のみ…模擬店、喫茶室、
太鼓の演奏など２月24日（日）

午前10時～午後２時

井野公民館
☎７３－１０３２

３月２日（土）
午前10時～午後４時

芸能発表会、作品展示、模
擬店
２日のみ…着付け発表会
３日のみ…お茶席

３月３日（日）
午前10時～午後３時

山王公民館
☎８５－８３５２

３月２日（土）
午後１時～５時 作品展示、喫茶コーナー

３日のみ…模擬店、鉢物市、
ペタンク大会３月３日（日）

午前9時～午後３時

相馬公民館
☎８３－１４２９

３月３日（日）
午前９時30分～午後３時

芸能発表会、パッチワーク
展示、木版展示、スポーツ
吹き矢体験

後退費用の一部を補助
道路は４メートルの確保を

 建築指導課　☎内線３１２５

　幅が４㍍に満たない道路（狭
きょう

あい道路）は、通行しづらいだ
けでなく、地震や火災などの
災害時に、消防や救急活動に
支障を来す場合があります。
　そのため、市民の皆さんが建
築などを計画する際、道路中
心から２㍍後退することとされ
ていて、市ではその費用の一部
を補助しています（狭あい道路
補助金・右図参照）。補助事業の詳細は建築指導課までお問い合わせください。

■補助の例

２ｍ２ｍ

後退部分の
分筆測量

生け垣の伐採

道路の幅は
４㍍の確保を

塀などの撤去、
再築造

公売不動産

〈工事期間〉２月中旬～５月下旬予定
〈作業時間〉午前９時～午後５時
〈内容〉道路改良工事
〈交通規制〉作業時間中、全面通行止
めを予定

 道路建設課　☎内線１２８２

井野台３丁目
交通規制にご協力を

寺原小学校

西
取
手
駅

工事場所

〈日時〉３月５日（火）午後２時～３
時30分（開場午後１時30分）

〈会場〉取手ウェルネスプラザ
〈講師〉吉田雅紀氏（一般社団法人と
りで起業家支援ネットワーク代表
理事）

〈対象〉起業を考えている55歳以上
の方（ご夫婦での参加も歓迎）

〈定員〉先着20人
〈参加費〉無料
〈申込〉電話か電子メール（info@

toride-greenfield.jp）、
とりで生涯現役ネット
ホ ー ム ペ ー ジ（https://
toride-greenfield.jp/）で

〈締切〉２月27日（水）

 とりで生涯現
役ネット　☎８６
－７０８８

経験やノウハウ、長年の趣味で起業してみませんか
シニアのための起業成功ノート
　定年・早期退職を迎えたり子育てを卒業した方必見！これまでの経験やノ
ウハウ、趣味を生かして、「雇われない生き方」へどう踏み出すか、「マーケティ
ング（どう売るか）」「マネジメント（どう管理するか）」「マインド（心構え）」な
どの起業のいろはの”い”をお伝えします。




