
8　広報とりで 2022年 1月 15日号� ※ 1月 11日時点の情報を基に編集しています。

ほどよく絶妙とりで
魅力ある市の施策や投稿情報などを紹介する�
シティプロモーションサイトです。
皆さんからの投稿募集中！
https://zetsumyo.city.toride.ibaraki.jp/

広報とりで
発行/取手市　編集/魅力とりで発信課　〒302-8585取手市寺田5139
TEL�0297-74-2141�内線1193　FAX�0297-73-5995
ホームページ：https://www.city.toride.ibaraki.jp/
e-mail：miryoku@city.toride.ibaraki.jp

市メールマガジン
広報とりでのほか、緊急・防災防犯情報、議
会情報、市政情報やイベントなどを配信し
ています。登録・利用料は無料です。

広報とりでは以下の媒体でも配信しています

市ホームページ マチイロ（アプリ）イバラキイーブックス

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。

市公式L
ラ イ ン
INE

ID:�@toridecity�か�
右コードから友だち
登録できます。

取手市の人口・世帯　
人口 105,956人 （－ 82）
男性 52,283人 （－ 50）
女性 53,673人 （－ 32）
世帯 49,550世帯（＋ 1）

※数字は 1 月
1日現在のもの
です（かっこ
内は前月比）

△

学校生活などで不安になったら相談しよう
▶ こどもの電話相談（青少年センター、西 2-35-3）※保護者も可
☎ 72-8080 平日 9:00 ～ 16:30　ファクス：73-6868
メール：seishounensoudan ＠ city.toride.ibaraki.jp

▶ 子育て相談・いじめ相談（教育総合支援センター、戸
とがしら

頭 8-10-1）
※小・中学生や保護者対象。電話・メール相談、来所（事前予約制）
☎ 63-4755 
◎月・水・金曜日は 9:00 ～ 19:30、火・木曜日は 9:00 ～ 16:30（祝日除く）
メール：sogoshien ＠ city.toride.ed.jp

2月の各種無料相談 ※会場の議会棟と福祉交流センターは市役所敷地内、福祉会館は市民会館隣です。

日時 会場 問い合わせ先

法律相談
※予約制

9日（水）9:00 ～ 11:00
予約：1月31日（月）9:00 ～ 福祉交流センター

市民協働課
☎内線1146
※法律相談は事前
予約が必要です。

◎人権相談は電話
相談も事前予約制
で行っています。

16日（水）9:00 ～ 11:00
予約：2月7日（月）9:00 ～ 藤代庁舎3階

16日（水）13:00 ～ 15:00
予約：2月7日（月）9:00 ～ 議会棟

人権相談 8日（火）9:00 ～ 11:00 議会棟

社会保険労務士相談 12日（土）9:30 ～ 11:30 議会棟

行政書士相談 27日（日）13:30 ～ 15:30 議会棟

家庭児童相談 平日9:00 ～ 16:00 取手庁舎３階 子育て支援課
☎内線1351

ドメスティック・バイ
オレンス（DV）相談 平日9:00 ～ 16:00 取手庁舎３階 子育て支援課

☎内線1351

社会福祉協議会
心配ごと相談　

毎水曜 13:00 ～ 16:00 福祉会館 社会福祉協議会
藤代支所
☎ 83-7341
電話相談専用
※水曜のみ
☎ 74-6644

第１・３木曜 13:00～ 16:00 福祉会館

日時 会場 問い合わせ先

消費生活相談 平日9:00 ～ 16:00 取手庁舎４階 消費生活センター
☎72-5022

警察の相談ダイヤル ☎ 03-3501-0110 ／ #9110（プッシュ回線固定電話・携帯電話）

取手 JAZZ  FESTIVAL  2 月 12 日（土）・13 日（日）開催 ! 問 (公財）市文化事業団☎73-3251

時間 アマチュアステージ（無料）…10:30 ～ 14:30（開場 10:00）
� プロステージ（有料）…15:30 ～ 18:10（開場 15:00）
会場 市民会館

【12 日のプロステージ】
▶岡崎ブラザーズ：岡崎好朗（トランペット）、岡崎正典（テナーサックス）、
田中菜緒子（ピアノ）、伊藤勇

ゆうじ
司（ベース）、井川晃

あきら
（ドラム）

▶大坂昌彦 4�plays music from movies：�大坂昌彦（ドラム）、山田拓児
（アルトサックス）、ハクエイ・キム（ピアノ）、安

やすかがわ
ヵ川大

だい き
樹（ベース）

【13 日のプロステージ】
▶佐山こうた＆馬場孝

たかよし
喜カルテット：佐山こうた（ピアノ）、馬場孝喜（ギ

ター）、織原良
りょうじ
次（ベース）、秋元修

しゅう
（ドラム）

▶ TOKU BAND：TOKU（ボーカル＆フリューゲルホルン）、荻原亮
りょう
（ギ

ター）、秋田慎治（ピアノ）、佐藤“ハチ”恭彦（ベース）、藤井伸昭（ドラム）

岡崎好朗 佐山こうた

大坂昌彦 TOKU

【プロステージのプレイガイド】
◎全席指定：各日 2,000 円

・電話
（公財）市文化事業団☎ 73-3251
・インターネット
イープラス（http://eplus.jp/）
・L

ラ イ ン
INE 電子チケット

取手市民会館
公式 LINE

　取手市民ビッグバンドや東京芸術大学学生バンドなど 12組のアマチュアステージのほか、プロステージ 4組もあります。

【新型コロナウイルス感染症】自宅療養者に食料品などを支援します
問 保健センター☎85-6900

・市ホームページの問い合わせフォームから
・電話：保健センター☎ 85-6900（平日 8:30 ～ 17:15）

　自宅療養となった新型コロナウイルス感染症の陽性患者や濃厚接触者で食
料品などの調達が困難になった方を対象に、市では、申請により食料品・生
活用品を配達します。

▶申請　次のいずれかの方法で

▶支援内容
　陽性患者には 1週間分、濃厚接触者には 5日分を届けます。
食料品　　パックご飯、即席麺、レトルト食品（お湯で温めるもの）、栄養調整�
� 　食品（ビタミンゼリーなど）、飲み物など
生活用品　生理用品や離乳食など必要に応じて提供します

①市内に住民登録があり現に市内に居住している方
②新型コロナウイルス感染症の陽性患者や濃厚接触者で、保健所の指示など
で自宅療養となった方
③家族などの支援を受けることができない方、もしくはインターネット通販
などで食料品・生活用品などを確保するのが困難な方

▶対象者　次の全てに該当する方

※午前中の申請分は、当日の夕方頃に配達します。午後以降の申請分は翌平
日の夕方頃の配達になります。配達は平日のみで、非対面で玄関などにお届
けする「置き配」となります。
◎市ホームページの問い合わせフォームからの申請は翌日以降の対応です。

新型コロナウイルス感染症
自宅療養者支援


