
【場　　所】小川文化センターアピオス（小川２２５）
【募集定員】６店舗（希望者多数の場合には、主催者にて抽選を行います。あらかじめご了承ください。なお、優勝チー

ムには副賞を用意しています）
【参加資格】市内に店舗を有する飲食店業、市内で活動する団体、市内在住・在勤・在学者によるグループであること。
【申込方法】申込用紙に必要事項を記入し、申込先へメール・郵便・直接持参のいずれかにてお申し込みください。

また、出店する料理のでき上がり写真を１枚添付してください。
※申込用紙は市ウェブサイトからダウンロードできます。「Ｃ級グルメ」で検索。

【募集締切】平成２５年１２月１３日（金）まで（必着）※応募状況により追加募集する場合があります。
【そ　の　他】事前説明会を平成２６年１月上旬に開催します。（参加が決定した団体の方には、別途ご案内します）

詳細は市ウェブサイトに掲載する「C級グルメ選手権出場者募集要項」を参照してください。なお、諸般の
事情により内容を一部変更することがあります。

C 級グルメの「C」って？　Community（地域）、Country（田舎の・
素朴な・地元の）、Common（庶民的な）、
Communication（会話）、Cheap（安価な）
などの意味を含んでいます。

“ 市民の市民による市民のための料理 ”“ 市民の市民による市民のための料理 ”をキャッチコピーに、飲食店業者をはをキャッチコピーに、飲食店業者をは
じめ行政区などの市内で活動する団体やグループが ｢模擬店の定番｣ をテーマとしじめ行政区などの市内で活動する団体やグループが ｢模擬店の定番｣ をテーマとし
て自慢のコミュニティグルメを販売し、来場者の投票により、C級グルメのNo.1 をて自慢のコミュニティグルメを販売し、来場者の投票により、C級グルメのNo.1 を
決定します。決定します。

2014　第
３回

C 級グルメ選手権大
会

C級グルメ選手権大
会

出店者募集 !!出店者募集 !!

ふるさとを
味わおう！ ３月２７日は３月２７日は

ボクと小美玉市のボクと小美玉市の

誕生日だよ！誕生日だよ！

【日　　時】（販　売）平成２６年３月２９日　１０：３０～１４：００
　　　　　（投　票）　　　　　　　　同　日　１０：３０～１３：３０
　　　　　（表彰式）　　　　　　　　同　日　１４：００～

市マスコットキャラクター
「おみたん」

〒 319-0192 小美玉市堅倉 835 番地　TEL 0299-48-1111　FAX 0299-48-1199　●ホームページ http://www.city.omitama.lg.jp/

美
小

玉
OMITAMA PUBLIC INFORMATION

広報小美玉
11
発行日25.10.31

No.91

平成 25年 10月 31日　お知らせ版 1

【問い合わせ】 市民の日実行委員会（秘書広聴課内）☎：48-1111（内線 1211・1202）
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市内循環バスが運行しています。
詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。

平成２６年度幼稚園児募集

園　　名 住　　所 電話番号 園　　児 募集人数

元気っ子幼稚園 小川２３４－１ 37-0067
４歳児 １００人

５歳児 １２０人

竹原幼稚園 竹原５８５ 47-0426 ４歳児・５歳児 各３５人

羽鳥幼稚園 羽鳥６３７ 46-0220 ４歳児・５歳児 各３５人

堅倉幼稚園 堅倉１２７８－２ 48-0393 ４歳児・５歳児 各３５人

納場幼稚園 納場４４４ 48-1093 ４歳児・５歳児 各３５人

玉里幼稚園 上玉里２９５６－３ 58-0118 ３歳児・４歳児・５歳児 各７０人

　各幼稚園の募集地区については、各小学校区の幼児を優先し、募集人数に満たない場合に限りその他の
学校区の幼児も対象とします。ただし、表中の募集人数を超えた場合、抽選により入園者を決定します。

対象者：市内に住民登録のある方
　　　　○５歳児（１年保育）＝平成２０年４月２日～平成２１年４月１日に生まれた子
　　　　○４歳児（２年保育）＝平成２１年４月２日～平成２２年４月１日に生まれた子
　　　　○３歳児（３年保育）＝平成２２年４月２日～平成２３年４月１日に生まれた子

申込方法
　「入園願書」に必要事項を記入の上、『入園を希望する幼児の住民票抄本』 を添えて下記の期間中に入園希望
の幼稚園へ直接お申し込みください。
　書類の提出時に、お子さんの様子をおたずねしますので、できるだけ同伴でお越しください。

【受付期間】１１月７日（木）～１２月１６日（月）まで［ 厳守 ］
　　　　　　（土曜日、日曜日、祝祭日は休業日です）
【受付時間】平日の８：３０～１６：３０まで
【入園願書】各幼稚園・教育委員会学校教育課・本庁市民課・各支所総
合窓口課・羽鳥出張所・四季の里出張所で配布しています。（市ホーム
ページからダウンロードもできます）
※入園許可通知は、平成２６年２月上旬頃、保護者の方に郵送します。

授業料・保育時間など
園　　名 授業料（月額） 保育時間

元気っ子幼稚園・竹原幼稚園・羽鳥
幼稚園・堅倉幼稚園・納場幼稚園

４，０００円
９：００～１５：００

（４歳児のみ　４月中９：００～１１：００）

玉里幼稚園 ４，０００円

４歳児・５歳児    ９：００～１５：００

３歳児　　１学期 ９：００～１１：００
　　　　　２学期 ９：００～１４：００
　　　　　３学期 ９：００～１４：００

＊その他、給食費・ＰＴＡ会費・後援会費等の経費がかかります。

幼稚園・保育所のご案内幼稚園・保育所のご案内
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通常料金200円・１日フリー乗車券500円。
割引運賃は上記の半額です。

預かり保育

幼稚園・保育所のご案内幼稚園・保育所のご案内

園　名 学校法人　市ノ沢学園　美野里幼稚園 学校法人 明光学園 ルンビニー学園幼稚園
住　所 羽鳥２６２４－８ 上玉里１１３７－５
電話番号 46-0530 58-2542
ホームページ http://www.minori-y.com/ http://www.rumbini.jp/
開園時間 ７：３０～１８：３０（延長可） ７：００～１９：１５

募集
要項

対象年齢 満３歳～５歳 満３歳～５歳
願書受付 平成２５年１０月１日～

主な経費

保育料　１５，０００円（毎月）
給食費　 ４，５００円（毎月）
通園バス　３，０００円（毎月、バス通園児）
施設維持費　１，０００円（毎月）
入園料　第１子 ･･･ ３０，０００円
　　　　第２子 ･･･ ２０，０００円
　　　　第３子 ･･･ １０，０００円

保育料（給食費込み）　２４，０００円（毎月）
通園バス　１，０００円～３，０００円
　　　　　　　　　　　（毎月、バス通園児）
入園料　第１子 ･･･ ２０，０００円
　　　　第２子 ･･･ １５，０００円
　　　　第３子 ･･･ １０，０００円
＜預かり保育＞
早朝保育　無料
延長保育　１日１００円～
※保護者が就労している場合は、１７：００
　まで無料

園　　名 早朝保育 延長保育 夏季休業保育 冬季及び
年度末休業保育

元気っ子幼稚園

月額　１，０００円
※臨時利用 1日 100 円
８：００～９：００

月額　１，０００円～
３，０００円（利用時
間に応じて )
※臨時利用
　1日 100 円～ 300 円
教育時間終了後～
１８：００

月額　１０，０００円
※臨時利用
1 日 1,000 円（15
日以内は上限 7,000
円、16 日以上は上限
10,000 円）
８：００～１８：００

月額　３，０００円
※臨時利用は1日 1,000 円
８：００～１８：００

玉里幼稚園

月額　７，０００円
※臨時利用は 1日 1,000
円（上限 7,000 円）
８：００～１８：００
※園で決定した日数は
15日程度

（預かり保育が利用できる対象児）
　・保護者が就労等（仕事・病気による入院等）により留守である家庭の園児。
　・臨時利用は、上記以外の事由で家族の急病や迎えの時間に間に合わない場合などの急用のある保護者の
　　園児。

※私立幼稚園就園奨励費補助金について
　市民税所得割課税額や扶養親族の人数に応じ、入園料・保育料の補助として私立幼稚園就園奨励
費補助金が受けられます。詳しい条件等は下記へお問い合わせください。

※詳細は各園にお問い合わせください。

市 内 私 立 幼 稚 園 の ご 案 内

【問い合わせ】 学校教育課　学務係（小川総合支所内）　☎：48-1111（内線 2223 ～ 2225）
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市内循環バスが運行しています。
詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。

平成２６年度保育所入所希望者を募集します！
( 平成２６年４月入所 )

◎募集する保育所（園）
保育所名 定員※１ 対象年齢 所在地 電話番号
ひばり保育園 　６０名 ３カ月～就学前 山野１２３７－３８ 54-0080
すずらん保育園 　９０名 ３カ月～就学前 中延７８２－２ 58-2543
さくら保育園 　９０名 ０歳児～就学前 小川３７０－６ 58-4821
さくら第二保育園 　６０名 ０歳児～就学前 飯前１２５２－３ 52-1881
納場保育園 １２０名 ２カ月～就学前 納場１１１－１ 48-1789
太陽保育園 １２０名 ４カ月～就学前 鶴田１３６－５ 48-2253
四季の杜保育園 　９１名 ４カ月～就学前 堅倉１５７０－６ 48-3888
玉里保育園 １２０名 産休明け～就学前 田木谷１０６８－１ 58-4968
玉里第二保育園 １００名 産休明け～就学前 上玉里１１２６－１ 58-2643
ミーム保育園 　７０名 ２カ月～就学前 羽鳥２７１９－３６ 28-8222
はとり保育園※２ 　６０名 産休明け～就学前 羽鳥２８１５－１ 58-2643

※１　上記の定員については、継続保育希望の児童と新規入所希望の児童の合計定員となります。
※２　羽鳥保育所については、平成２６年４月より民営化され、はとり保育園となる予定です。

※１　認定こども園の申し込みは、保育園に直接お申し込みください。

◎募集する認定こども園
保育所名 定員 対象年齢 所在地 電話番号

美野里保育園　※１ 　３１名 １歳～２歳 羽鳥２６４０－５ 46-0530

◎対象　保護者が仕事等で昼間の保育が困難な児童
　　　　小美玉市内にお住まいの集団保育可能な児童で下記の入所要件に該当する方
　　　　※育児休業取得期間中の保護者の児童は、保育の対象となりません。ご了承ください。

・子ども福祉課（玉里総合支所）（上玉里１１２２）
・福祉事務所小川支所　（小川総合支所）（小川４－１１）
・福祉事務所美野里支所（四季健康館内）（部室１１０６）
※延長受付窓口は下記の通り変更になりますのでご注
　意ください。

　必要書類を記入して、添付書類を添えて、窓口に直
接ご持参ください。
１１月１１日（月）～１１月２２日（金）
（平日　８：３０～１７：１５）
１３日・２０日（水）は受付を１９：００まで延長します。
延長受付窓口　子ども福祉課　（玉里総合支所） 
　　　　　　　福祉事務所小川支所　（小川総合支所）
　　　　　　　市役所本庁ロビー特設会場（堅倉８３５）
　　　　　　　※延長時間のみ受付
四季健康館では延長受付窓口は行っていませんのでご
了承ください。

①家庭外労働　　
家庭外で仕事をしているため、その児童の保育が
できない場合

②家庭内労働　　
児童の保護者が家庭で児童と離れて日常の家事以
外の仕事をしているため、その児童の保育ができ
ない場合

③親のいない家庭
死亡、行方不明、拘禁などの理由により親がいな
い場合

④母親の出産等　
母親が出産前後、病気、負傷、心身に障がいがあ
り、児童の保育ができない場合

⑤病人の看護等　
家庭にいる病人や、心身に障がいのある人を親が
いつも看護しており、児童の保育ができない場合

⑥家庭の災害　　
家事や風水害・地震などに遭い家を失ったり破損
したため、復旧の間児童の保育ができない場合

◎入所要件
◎入所申込書の配布及び受付窓口

◎入所の受付期間

幼稚園・保育所のご案内幼稚園・保育所のご案内
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通常料金200円・１日フリー乗車券500円。
割引運賃は上記の半額です。

児童扶養手当の額が変更されました児童扶養手当の額が変更されました

※求職中でも入所申込は受け付けます。ただし、入所期間は３カ月となります。
※平成２６年５月以降の入所申込は、入所希望月の前月１５日までに申し込みください。
　左記以外の保育所（市外など）をご希望の場合は、問い合わせ先までご相談ください。

◎添付書類

　今回、法律の一部改正により、平成２５年１０月から
児童扶養手当の額が変更となります。
　支給額については、１２月定期払い前に交付される児
童扶養手当証書をご確認ください。

平成２４年４月～ 平成２５年１０月～

全部支給（月額） ４１，４３０円 ４１，１４０円

一部支給（月額） ４１，４２０円～９，７８０円 ４１，１３０円～９，７１０円

※児童２人目は５，０００円加算、３人目から児童１人増すごとに３，０００円加算されます。

会社等（パート含む）にお勤めの方 就労証明書

自営業、農業の方 自営業申立書（民生委員の調査書が必要です）

出産を控えている方
病気、負傷により保育が困難な方

状況調査書（民生委員の調査書が必要です）
または母子健康手帳等出産予定日がわかるもの

給与のみの方

源泉徴収票（平成２５年分）

※年末調整が済んでいるものに限ります。途中退職等で年末調整が
　できなかった場合や、源泉徴収票が複数枚ある場合は、必ず確定
　申告をしてから写しを提出してください。

自営業・農業の方、給与収入で医療費
控除をされる方等

確定申告書の控えの写し（平成２５年分）

１．家庭で保育ができない証明書類（申込時にお持ちください）

２．保育料算定に必要な書類（揃いましたらお届けください）

平成２５年１０月から平成２５年１０月から

幼稚園・保育所のご案内幼稚園・保育所のご案内

【問い合わせ】 子ども福祉課　子ども福祉係（玉里総合支所内）☎：48-1111（内線3228・3229）

【問い合わせ】 子ども福祉課　子ども福祉係（玉里総合支所内）☎：48-1111（内線 3228）

児童扶養手当の額が変更されました児童扶養手当の額が変更されました児童扶養手当の額が変更されました児童扶養手当の額が変更されました
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市内循環バスが運行しています。
詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。

【問い合わせ】 医療保険課　国保年金係　☎：48-1111（内線 1105）

　１０月１日以降に、今年はじめて国民年金保険料を納付された方。
　（本年１０月から国民年金に加入された方など）

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書社会保険料（国民年金保険料）控除証明書

【受付期間】平成２５年１１月１日（金）～平成２６年３月１４日（金）
【受付時間】月曜日～金曜日　８：３０～１７：１５
　　　　　　ただし、月曜日（月曜日が休日の場合は火曜日）は１９：００まで。
　　　　　　第２土曜日は９：３０～１６：００
※祝日、１２月２８日～１月５日はご利用できません。
※一般の固定電話からは、市内通話料金でご利用できます。
※携帯電話からは、通常の電話料金がかかります。
※050 から始まる電話、070-5…と 070-6…で始まる PHS 電話の方は、☎：03-67
00-1130 へおかけください。通常の電話料金がかかります。

※控除証明書は、上記専用ダイヤルのほか、水戸南年金事務所（水戸市柳町２－５
　－１７　☎：029-227-3251）の窓口でも再発行手続きができます。

　控除証明書は、その年に納付された国民年金保険料の納付額（１０月以降の分について
は納付見込額）を証明する書類です。
　国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。
　年末調整・確定申告で、国民年金保険料を申告するためにお使いください。
　平成２５年中の「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」は日本年金機構から送付
されますが、送付の時期は今年初めて国民年金保険料を納付された日により異なります。

控除証明書専用ダイヤル　☎：0570-070-117

　平成２５年１月１日から９月３０日までの間に国民年金保険料を納付された方。

　なお、世帯主等が、ご家族（配偶者や大学生の子供等）の国民年金保険料を納付した場合は、納付した
方が社会保険料控除を受けることができます。
　手続きの際には、ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ、ご自身の社会保険料と合算して申告
してください。

１１月上旬に送付される方

来年２月上旬に送付される方

～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～

ご不明な点は



平成 25年 10月 31日　お知らせ版 7

通常料金200円・１日フリー乗車券500円。
割引運賃は上記の半額です。

総合防災訓練を実施します
　市民の防災意識の高揚を図るため、平成２５年度小美玉市総合防災訓練を実施します。
【日時】１１月１７日（日）８：３０～１１：３０（予定）
【場所】玉里運動公園 多目的広場（栗又四ケ２４０６－４）
※当日は、7：００に防災行政無線で訓練用放送を吹鳴します。取り違えのないようご注意ください。

を考える週間 １１月１１日（月）～１１月１１日（月）～

１１月１７日（日）１１月１７日（日）税

小美玉市
の

税の種類

　「税を考える週間」とは、国民の皆様に税の意義や役割、税務行政に対して理解を一層深めてもらう

ために設けられた週間です。この機会にご家庭や職場で税の仕組みや使い道、必要性を考えてみては

いかがでしょうか。

　私たちの生活に必要不可欠な道路や橋の整備。国民の安全を守る警察・消防。年金・医
療・福祉・教育など社会の助け合いの活動。これらの費用は主に税金でまかなわれています。
　税金は私たちが生きていくために必要な費用をみんなで負担する、いわば「会費」の様
なものです。私たちそれぞれが納税の義務を果たすことにより社会を支えているのです。

　小美玉市の税金は主に次のような種類があります。
　・市民税（個人・法人）…個人の方や法人の１年間の所得に応じてかかる税。
　・固定資産税…家や土地、償却資産を持っている方にかかる税。
　・軽自動車税…軽自動車を持っている方にかかる税。
　・国民健康保険税…被保険者の方の医療費をまかなうための税。

税の役割

頑張って働いて税金を

しっかり納めるぞ！

みんなで社会を

支えよう。

税金によって私たちの生活が

支えられているのじゃな。

【問い合わせ】 防災管理課　危機管理室　☎：48-1111（内線 1013・1014）

【問い合わせ】 税務課　税務係　☎：48-1111（内線 1123・1124）
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　今回は１１月に引き続き６５歳以上の男性限定の教室を開催します。
　太極拳は、ゆっくりとした動作と呼吸で行うため、リラックスした状態を作ります。また、
肩こり腰痛の予防・ストレス解消・集中力アップなどの効果があります。
　これからの季節、寒い時期だからこそ、体を鍛えて冬に負けない体力づくりをしましょう。
そして、介護予防につなげていきましょう。

【日　　時】１２月１３日（金）１０：００～１２：００
【場　　所】玉里保健福祉センター（上玉里１１２２）
【対　　象】６５歳以上で介護認定を受けていない男性の方
【定　　員】２０名（定員になり次第締め切ります）
【料　　金】無料　※ただし、安全保険加入代として３００円程度負担いただきます。
【申込締切】１１月２２日（金）　
【申込方法】電話もしくは窓口で直接お申し込みください。

の業者を利用してはダメ !!ダメ !!
　家庭からの廃家電などの廃棄物を収集するには、　家庭からの廃家電などの廃棄物を収集するには、「一般廃棄物処理業」「一般廃棄物処理業」の許可が必要です。の許可が必要です。
　許可の無い違法な回収業者を利用しないようにしましょう。　許可の無い違法な回収業者を利用しないようにしましょう。
　違法な不用品回収業者が集めたものが、不法投棄などの不適正処理や管理をされたことによって国内外で　違法な不用品回収業者が集めたものが、不法投棄などの不適正処理や管理をされたことによって国内外で
環境汚染や健康被害を引き起こした事例が報告されています。環境汚染や健康被害を引き起こした事例が報告されています。
　廃家電の処理は各家庭に配布されているごみカレンダーに従い適正に処理しましょう。　廃家電の処理は各家庭に配布されているごみカレンダーに従い適正に処理しましょう。

な不用品回収業者を利用していませんか？

廃 家 電 の 処 分

ですです

【問い合わせ】 介護福祉課　地域包括支援センター　☎：58-1282（直通）
（玉里総合支所内）　　　　　　　　　☎：48-1111（内線 3114）

【問い合わせ】 環境課　廃棄物対策係　☎：48-1111（内線 1144・1145）
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割引運賃は上記の半額です。

年末年始は手作りで年末年始は手作りで
ちょっと特別にちょっと特別に 年末特別講座

◎しめ縄つくり

◎クリスマスケーキつくり

会場 日時 人数 準備する物 参加費

農村女性の家
（納場４８１－５）

１２月２０日（金）
９：００～１２：００

１５名 ニッパー

受講料 ４００円
材料費１，８００円

玉里公民館
（高崎２９１－３）

１２月２１日（土）
９：００～１２：００

２０名
花ばさみ
ニッパー

小川公民館
（小川１６６１－１）

１２月２２日（日）
９：００～１２：００

１５名
花ばさみ
ニッパー

会場 日時 人数 準備する物 参加費

小川公民館
（小川１６６１－１）

１２月１４日（土）
９：００～１２：００

１２名
三角巾
エプロン

受講料 ４００円
材料費２，０００円

小美玉市公民館講座

【対  象  者】市内に在住・在勤・在学の方
【申込方法】参加費を添えて小川公民館まで直接お申し込みください。受け付けは先着順です。定員になり次
　　　　　　第締め切ります。
【申込期間】１１月２２日（金）～１２月６日（金）　９：００～１７：００まで

【対  象  者】市内に在住・在勤・在学の方
【申込方法】参加費を添えて各会場に直接お申し込みください。受け付けは先着順です。定員になり次第締め
　　　　　切ります。
【申込期間】玉里公民館 １１月２２日（金）～１２月６日（金）９：００～１７：００まで（月曜・祝日休館）

小川公民館 １１月２２日（金）～１２月６日（金）９：００～１７：００まで（平日のみ受け付け）
美野里公民館 １１月２２日（金）～１２月６日（金）９：００～１７：００まで（水曜・祝日休館）
農村女性の家 １１月２２日（金）～１２月６日（金）９：００～１７：００まで
（火曜日と土曜日は、午前中のみ受け付け。日曜日・月曜日・祝日は受け付けできません）

※参加希望者数が半数に満たない講座は、中止になることがあります。
※講師の都合により、開講日時等を変更する場合があります。

注意事項

生涯学習・スポーツインフォメーション

【問い合わせ】 玉里公民館　　☎：26-9111　　小川公民館　　☎：58-3111
美野里公民館　☎：48-1110　　農村女性の家　☎：48-1757
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※月曜日は休館日。月曜日が祝日の場合、火曜日も休館。
※料金等詳細は下記までお問い合わせください。

　作品展示、イベント、模擬店、体験コーナー、抽選会などお楽しみが満載です。
　皆さんお誘い合わせのうえ、ぜひご来場ください。
【日時】１１月２３日（土）１０：００～１５：００（雨天決行）
【場所】やすらぎの里小川（中延１５０８－１）※当日は、小川消防署下、臨時駐車場から１０：００～
　　　正午・１３：００～１６：００に随時送迎バスを運行します。
【主催】やすらぎ里まつり実行委員会

やすらぎ里まつり開催！

やすらぎの里小川からのお知らせやすらぎの里小川からのお知らせ

１０月１日から開館時間が変更されました
４月～５月・１０月～３月 ９：００～１７：００

６月～９月 ９：００～２０：００

【日　　時】１２月１日（日）
　　　　　　集合　７：５０　集合場所　小川文化センター　（アピオス）
　　　　　　出発　８：００　
　　　　　　文化センター（アピオス）着　１７：００頃
【募集人数】親子１５組（申込人数が募集定員を超えた場合には抽選となります）
【対  象  者】市内の小学生（１～６年生）とその保護者
【参  加  費】親子で２，２００円 ( 北本Ｂ級グルメ昼食含む） 
【申込期間】１１月５日（火）～１１月１５日（金）
【申込方法】小川公民館の窓口へ直接お申し込みください。
　　　　　　※電話・ファクス・メールでの申し込みは受け付けできませんので、ご了承ください。

おいしくておいしくて

かしこくなるかしこくなる

公民館共通事業　親子移動教室

グリコ工場見学グリコ工場見学
親子で行く親子で行く

　工場と企業ミュージアムが合体したユニークな工場見学施設、「グリコピア・イースト」が埼玉県北本市に
オープンしました。おなじみのポッキーやプリッツの製造工程・商品・映像等のほか、グリコの歴史やおも
ちゃの展示など、お菓子の知識や食文化を親子で楽しく学べる「グリコピア・イースト」へ行きませんか。

【問い合わせ】 やすらぎの里小川　☎：58-4580

【問い合わせ】 小川公民館　☎：58-3111
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割引運賃は上記の半額です。

　今回は「源氏物語」を通して日本の美とこころを追求しました。平安時代に生まれた日本の「かな文字」、
切り継ぎ、重ね継ぎなどを駆使した美麗な「料紙」など千年の時を超えて受け継がれる日本の美とこころを
お楽しみください。

【日　　時】１１月２３日（土）～２８日（木）
　　　　　　９：００～１７：００（２８日は１４：００終了）
【会　　場】四季文化館（みの～れ）風のホール
【展示作品】○会員作品
　　　　　創作…源氏物語抄
　　　　　倣書…本阿弥切
　　　　　古筆臨書…本阿弥切、関戸本古今集、高野切（第１、３種）
　　　　　その他…かるた他
　　　　　○「ぐるーぷ風」作品
　　　　　色紙…源氏物語より
【協　　力】四季文化館（みの～れ）「記念イベント応援事業」
【問い合わせ】美墨会会長　福田智子　☎：47-0518
　　　　　　　実行委員長　宮内正枝　☎：47-0272

「玉里古墳群」の形象埴輪展示「玉里古墳群」の形象埴輪展示

　玉里史料館では、茨城県立歴史館主催の特別展「はにわの世界－茨城の形象埴輪と
その周辺－」の協賛展示を開催しています。有力首長墓「玉里古墳群」から出土した
人物埴輪などの形象埴輪を展示しています。
　この機会にぜひご覧ください。
【開催期間】１２月１５日（日）まで　
【場　　所】玉里史料館展示室（高崎２９１－３）
【展示内容】権現山古墳、滝台古墳、山田峰古墳、桃山古墳、閑居台古墳から出土した
　　　　　埴輪など

「茨城７館はにわスタンプラリー」に挑戦しよう！

各館にあるスタンプを３つ以上集めると、特製クリアファイルがもらえるよ！
６つ以上集めた人には「ごうか賞品」をプレゼント !!

※「茨城７館はにわスタンプラリー」は１１月２４日（日）までの開催です。

県立歴史館関連事業

【問い合わせ】 玉里史料館（生涯学習センターコスモス内）　☎：26-9111

「玉里古墳群」の形象「玉里古墳群」の形象埴
は に わは に わ

輪展示展示

権現山古墳の馬形埴輪
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工事箇所工事箇所
終日全面通行止終日全面通行止

↑

迂回にご協力を迂回にご協力を
お願いしますお願いします
↑
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『半ノ木橋』通行止めのお知らせ『半ノ木橋』通行止めのお知らせ

【開　催　日】１１月２４日（日）雨天中止　開会式９：００～
　　　　　予備日　１２月１日（日）雨天中止
【場　　所】玉里運動公園テニスコート（栗又四ケ２３１６－１）
【参加資格】市内在住または在勤の方（成人の方のみ）
【試合方法】男女別ダブルス　トーナメント方式（参加人数によってはリーグ戦と
　　　　　なります）
【参　加　料】１名につき５００円（大会当日お支払いください）
【申込期間】１１月２１日（木）まで
【申込方法】玉里運動公園窓口まで提出してください。（申込書は窓口にあります）
　　　　　１人でも申込可能です。その際、組み合わせはソフトテニス部事務　
　　　　　局で行います。
【主　　催】小美玉市体育協会玉里ソフトテニス部
【問い合わせ】福田　☎：090-3239-8138　　大山　☎：090-9017-4859

小美玉市ソフトテニス大会小美玉市ソフトテニス大会小美玉市ソフトテニス大会小美玉市ソフトテニス大会

【問い合わせ】 建設課　特定幹線道路推進係　☎：48-1111（内線 1445）

　食欲の秋、スポーツの秋です。大いに食べて大いに卓球しませんか。小美玉市体育協会小川卓球クラブで
は現在、４０歳代から７０歳代の男女８名が、体力向上と健康維持のため、卓球を楽しんでいます。
　卓球を楽しみたい人はぜひ一度いらしてください。見学だけでも大歓迎です。
【練習日時】毎週月曜日　１９：３０～２１：３０
【練習場所】小川公民館　大ホール（小川１６６１－１）
【部　　費】８００円／月
【申し込み】天野　☎：58-3901　　舘川　☎：58-2562

小川卓球クラブ　部員募集中小川卓球クラブ　部員募集中

手軽に楽しく体力づくり手軽に楽しく体力づくり

小川卓球クラブ　部員募集中小川卓球クラブ　部員募集中

手軽に楽しく体力づくり手軽に楽しく体力づくり

　市では、園部川に架かる「半ノ木橋」（羽
鳥地内）を新しくするため工事を実施します。
　工事期間中は現在の橋を取り壊すため「全
面通行止」となります。ご不便、ご迷惑をお
かけしますが、県道２７８号へ迂回するなど、
ご理解とご協力をお願いします。

【通行止期間】
平成２５年１１月１１日
～平成２６年３月３１日

※今回の工事は橋の取り壊しと橋梁下部工事と
　なります。詳細は、市ホームページ「道路工
　事情報」から確認できます（「道路工事情報」
　でサイト内検索）。



 

平成 25年 10月 31日　お知らせ版 13

通常料金200円・１日フリー乗車券500円。
割引運賃は上記の半額です。

～　Ｍ ＲＩ（エム  アール  アイ）検査　～～　Ｍ ＲＩ（エム  アール  アイ）検査　～
　みなさんは、医師から「MRI の検査をしましょうか？」と提案を受けたことはありませんか？
今回は MRI 検査についてお話します。

　MRI は、大きな磁石の機械です。強力な磁力と電磁波を利用して体の内部を映し出し、検査をすることが
できます。
　検査は簡単で、検査着に着替えてベッドに２０～３０分程度横になるだけで完了します。（検査中は、「ドン、
ドン」と大きな音がでますが、撮影の際に磁石から出る音です）
　なお、MRI は、放射線を使用しないため、放射線被ばくの心配はありません。

MM
　マグネティック　マグネティック

agnetiagneticc（磁気）（磁気） RR
　リゾナンス　リゾナンス

esonancesonancee（（共共
きょうめいきょうめい

鳴鳴）） II
　イメージング　イメージング

maginmagingg（画像）（画像）

頭痛、めまい、もの忘れ、

腰痛、関節痛など様々な

検査ができます。

また、精度の高い診断が

可能となり、その原因を

詳しく調べることができ

ます。

　次回は、MRI 検査を利用した診断が多い『もの忘れ』

についてのお話を予定しています。

月 火 水 木 金 土
午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

総合診療科 高木 高木 伊藤 中元 中元 中元 川又
丸山
受付時間
11:00 まで

内科 中元 中元 第 1,3
武藤

第 4
松﨑

【呼吸器】
第 1,3
大津

【糖尿病】
（予約のみ）
第 2川上
第 4竹越

【循環器】
東郷

消化器外科 折居 折居 軍司 軍司 折居 折居 折居 折居 第 2村田
第 4榎本

第 2村田
第 4榎本

整形外科 康本 古俣 尾崎 尾崎 弘實 弘實 松林 松林

眼科 井上 井上 井上 井上 井上
（特殊検査） 井上 井上 井上

耳鼻咽頭科
第 1,3,5
根本

第 2西山
第 4服部

海老原 海老原

～　Ｍ ＲＩ（エム  アール  アイ）検査　～～　Ｍ ＲＩ（エム  アール  アイ）検査　～

小美玉市医療センター　放射線科　新谷・沢瀬

※リハビリテーションは、月曜日から土曜日まで行います。
※都合により、診療時間及び担当医師が変更・休診となります。
　あらかじめご了承ください。

救急は、休日・夜間も対応しています。
まずは、電話でのご連絡をお願いします。

検査については、かかりつけ医にご相談ください。検査については、かかりつけ医にご相談ください。

また、小美玉市医療センターでも『MRI』によるまた、小美玉市医療センターでも『MRI』による

検査ができますので、お気軽にご相談ください。検査ができますので、お気軽にご相談ください。

【小美玉市医療センター外来診療予定表】
○受付時間　8：30~11：30  /  12：00 ～ 16：30 ○診療時間　9：00~12：00  /  14：00 ～ 17：00

【指定管理者：医療法人財団　古宿会】

検査のイメージ

【問い合わせ】 医療センター　　　　　　　　☎：58-2711
医療保険課　地域医療推進係　☎：48-1111（内線 1107）

～　Ｍ ＲＩ（エム  アール  アイ）検査　～～　Ｍ ＲＩ（エム  アール  アイ）検査　～

お り いお り いった話の お り いお り い

ベッドがドーナツ状の装置
の中へ移動し撮影します。
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市内循環バスが運行しています。
詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。

●母子保健事業

とき ところ 事業名（受付時間） 対象者

3 火 四季健康館 育児相談（9：30 ～ 11：00） 乳幼児と保護者

5 木 四季健康館 ４か月児健診（13：00 ～ 13：30） 美野里（平成 25 年 6月～ 7月生）

7 土 小川保健相談センター ハローベビー教室：育児編（9：15 ～ 9：30）妊婦及びご家族

10 火 四季健康館 かばちゃん教室（13：00 ～ 13：30） 美野里 ( 平成 21 年 8月～ 11 月生 )

12 木 小川保健相談センター １０か月児相談（9：30 ～ 10：00） 小川・玉里（平成 25 年 1月～ 2月生）

13 金 四季健康館 １歳６か月児健診（13：00 ～ 13：30） 美野里（平成 24 年 3月 22 日～ 5月生）

17 火 小川保健相談センター ３歳児健診（13：00 ～ 13：30） 小川・玉里 ( 平成 22 年 6月～ 7月生 )

18 水 玉里保健福祉センター ２歳児歯科健診（13：00 ～ 13：30） 小川・玉里（平成 23 年 6月～ 7月 5日生）

●成人保健事業

とき ところ 事業名（受付時間） 対象者

5 木 小川保健相談センター こころのデイケア（9：30 ～ 10：00） 希望者※要予約

12 木 四季健康館 こころの健康相談（9：30 ～ 11：00） 希望者※要予約

19 木 四季健康館 こころのデイケア（9：30 ～ 10：00） 希望者※要予約

26 木 玉里保健福祉センター こころの健康相談（9：30 ～ 11：00） 希望者※要予約

平日の漏水当番については、
お客様センター（☎ 36-8811）
までお問い合わせください。

当番日
小川地区・美野里地区

当番日
小川地区・美野里地区 玉里地区

当番業者名・連絡先 当番業者名・連絡先 連絡先
１１月　２日 坪井林業（有） ☎ 47-0707 １２月　１日 亀山建設（株） ☎ 58-2901

湖北水道企業団
☎ 24-3232

１１月　３日（有）重藤建設 ☎ 53-0448 １２月　７日 倉田電気商会 ☎ 58-2909
１１月　４日（有）共立建設 ☎ 36-8015 １２月　８日（株）小林工業 ☎ 48-2375
１１月　９日（株）川名工務店 ☎ 46-0305 １２月１４日（株）内藤工務店 ☎ 58-2050
１１月１０日（有）広瀬商事 ☎ 53-0833 １２月１５日（有）マツカワ設備工業 ☎ 46-2154
１１月１６日（有）尾形工務店 ☎ 58-1701 １２月２１日 興和工業（株） ☎ 49-1103
１１月１７日（株）常陸開発工業 ☎ 49-1466 １２月２２日（株）本田工業 ☎ 54-0158
１１月２３日 金敷電設工業（有） ☎ 48-0211 １２月２３日 金敷電設工業（有） ☎ 48-0211
１１月２４日（有）山口水工 ☎ 58-0129 １２月２８日（株）美野里建設 ☎ 47-0780
１１月３０日（有）宮川建設 ☎ 48-1709 １２月２９日（株）岡建設 ☎ 58-3572

１２月３０日（有）宮川建設 ☎ 48-1709
１２月３１日 亀山建設（株） ☎ 58-2901

12月のほけんがいど

　市防災行政無線の戸別受信機の設置については、平成２６年度末の市内全域完了
を目指しています。設置希望のお申し込みは随時受け付けていますので、申請がお
済みでない方は、お急ぎください。

備えて安心‼　戸別受信機

【問い合わせ】 防災管理課　危機管理室　☎：48-1111（内線 1012 ～ 1014）

11 月・12 月の漏水修理当番
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通常料金200円・１日フリー乗車券500円。
割引運賃は上記の半額です。

１２月

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 27 28

29 30 31

１１月

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 27 28 29 30

アイソン彗星
　１１月２９日（金）に太陽に最接近するアイソン彗星は、今世紀最も明るくなる彗星と期待されてい
ます。昼間でも見ることができるかもしれません。
　ただ、彗星がどの程度明るくなるか、コマや尾がどのような見え方になるかの予想は大変難しいもの
です。明るくなると予想されながら実際にそうならなかったもの、逆に明るくならないと予想されなが
ら明るい大彗星になったものもあります。

関連本
『大彗星、現る。一生に一度の巨大彗星を見逃すな！』吉田誠一、渡部潤一
『彗星と流れ星の星ものがたり』藤井旭、『彗星』藤井旭
『新彗星発見に挑む　コメットハンティング』えびなみつる
『はじめてさがす星座と流れ星』三品隆司、『星と星座』渡部潤一監修

小美玉市図書館・図書室カレンダー

小　川　図　書　館 全日 9：30 ～ 20：00

玉　里　図　書　館 全日 9：30 ～ 20：00

美野里公民館図書室 全日 9：30 ～ 22：00

羽鳥ふれあいセンター 全日 9：30 ～ 22：00

開
館
時
間

＊■は小川図書館・玉里図書館・ふれあいセ

　　　ンターの休館です。

＊■は美野里公民館の休館です。

＊■は全館休館です。

＊■■は小川・玉里図書館の図書整理のため休館です。

＊１１月３日（文化の日）は文化祭開催中のため

玉里図書館は 9：30 ～ 17：00 まで開館します。

小川図書館・玉里図書館の開館時間が変更され、

9：30 ～ 20：00 までになりました。

どなたでも参加いただけます。ぜひお越しください。

1010
月月･･

1111
月
の
月
の

お
は
な
し
会

お
は
な
し
会

小川図書館
小川図書館　２階　多目的室

・１１月 　９日（土）１０：３０～

・１２月 １４日（土）１０：３０～

どなたでも参加いただけます。ぜひお越しください。

玉里図書館
生涯学習センター（コスモス）１階　和室

・１１月 　９日（土）１０：３０～
・１２月 １４日（土）１０：３０～

美野里公民館図書室
美野里公民館　２階　講座室

・１１月 ３０日（土）１０：３０～
・１２月 ２１日（土）１０：３０～

巡　回　場　所 時　間
　

小
川
・　

　

玉
里　

玉里保育園前 　9：30 ～ 10：00

老人ホームハートワン駐車場 10：45 ～ 11：10

野田官舎前　石崎商店駐車場 11：20 ～ 11：50

美
野
里

十二所公民館前 13：30 ～ 14：00

ミーム保育園 ( 羽鳥東 ) 駐車場 14：15 ～ 15：00

エコス美野里店　駐車場 15：10 ～ 15：30

巡　回　場　所 時　間

清風台団地中央公園前 10：30 ～ 11：00

ケアハウスほうせんか駐車場 11：10 ～ 11：40

北浦団地公民館前 13：15 ～ 13：45

江戸住宅コミュニティセンター前 13：55 ～ 14：25

小美玉敬愛の杜　駐車場 14：45 ～ 15：20

Ａコース
１１月７日・２１日　１２月５日・１９日

Ｂコース
１１月１４日・２８日　１２月１２日・２６日

図書館 インフォメーション
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市内循環バスが運行しています。
詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。

全国秋季火災予防運動全国秋季火災予防運動
実施期間　１１月 9日（土）～１１月１５日（金）まで

全国統一防火標語　「消すまでは　心の警報　ＯＮのまま」
　これから空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節を迎えます。火災予防運動は市民の皆さんの防火に対する
意識を高め、火災の発生を防止することにより尊い生命や貴重な財産の損失を防ぐことを目的としています。

住宅用火災警報器を設置し
大切な「命」や「財産」を守りましょう

　建物火災における死因のほとんどは一酸化炭素中毒によるものだと言われています。
　一酸化炭素によって動けなくなったり、意識を失ったりして焼死したケースや、中毒死したケースが
多いのです。

・一酸化炭素は無色・無臭で感知しにくい気体ですが、毒性は強力です。
・軽い中毒は頭痛、吐き気、気分が悪いなど風邪の症状に似ています。
・手足がしびれて動けなくなることもあります。
・重症になると、脳神経を破壊し、意識不明や死亡にいたることもあります。

　「住宅用火災警報器」は、消防法により平成２３年６月１日からすべての住宅への設置及び維持が義務づけ
　られました。設置する場所は、すべての寝室と２階以上にある寝室へ通じる階段です。
　台所への設置は任意です。ガス漏れ警報機ではありませんのでご注意ください。

防災フェア開催
【日時】１１月９日（土）９：３０～１５：００
【場所】小川消防署車庫前（小川４３－２）
　防災フェアは、秋季火災予防運動期間中に市民の皆さんに防災
について関心を持っていただくことを目的に開催しています。消
防車両展示、消火訓練、煙体験ハウス、住宅用火災警報器アンケ
ートなどを行います。家族、友人をさそってお越しください。

小美玉市消防本部だより小美玉市消防本部だより小小美美玉玉市市消消防防本本部部だだよよりり

区　　分 ９月中 累　　計
火　　災 1 24
救　　急 146 1,473 
急　　病 86 945
交通事故 16 150
一般負傷 21 196
そ の 他 23 182

小美玉市管内における火災・救急出場件数＊ＡＥＤの使用法を含めた救急講習会等およ
び防火教室は、随時各消防署において受け
付けを行っています。受講希望者は下記ま
でご連絡ください。

◇小川消防署　５８－４６１１
◇美野里消防署　４８－２２６６
◇玉里消防署　５８－０５５５

平成２５年火災発生・救急出場件数

連　絡　先
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通常料金200円・１日フリー乗車券500円。
割引運賃は上記の半額です。

市内各施設における環境放射線モニタ測定結果市内各施設における環境放射線モニタ測定結果

単位：マイクロシーベルト／時

　「平成２３年３月１１日に発生し
た東北地方太平洋沖地震に伴う原子
力発電所の事故により放出された放
射性物質による環境の汚染への対処
に関する特別措置法｣ の除染基準
｢毎時０．２３マイクロシーベルト｣
を超える施設はありませんでした。

　５５回目の測定において、市内各施設
では 0.073 ～ 0.173 マイクロシーベル
ト／時の測定結果が出ました。市では、
追加被ばく線量 ｢年間 1ミリシーベル
ト以下｣ を目指して放射線対策に取り組
んでいます。追加被ばくの考え方として
は、国により０．２３マイクロシーベル
ト (地上高１m)とされています。

　市内の各施設において、ガンマ線の空間線量を測定した結果は以下のとおりです。なお、保育園 (所 )･ 幼稚
園 ･小学校 ･運動公園の子ども広場は地表より５０ｃｍ、それ以外の施設は１ｍの位置で測定しています。
※測定には ｢ＰＡ－１０００　Ｒａｄｉ (株式会社　堀場製作所 )｣ を使用しています。
※今後も定期的な測定を行い、広報紙、ホームページにて公表するほか、市内各庁舎にも結果を掲示します。
なお、市ホームページにはより詳しい情報が掲載されています。　http://city.omitama.lg.jp/

保育園
保育所 54 回目 55 回目

施設名称
測定日 測定日
測定結果 測定結果

ひばり
保育園

9月 11 日 10 月 9日
0.099 0.100

すずらん
保育園

9月 11 日 10 月 9日
0.087 0.088

さくら
保育園

9月 11 日 10 月 9日
0.099 0.098

さくら第２
保育園

9月 11 日 10 月 8日
0.106 0.104

納場
保育園

9月 11 日 10 月 9日
0.114 0.107

ミーム
保育園

9月 11 日 10 月 9日
0.116 0.137

羽鳥
保育所

9月 11 日 10 月 9日
0.131 0.126

太陽
保育園

9月 11 日 10 月 9日
0.106 0.108

四季の杜
保育園

9月 11 日 10 月 9日
0.101 0.093

玉里
保育園

9月 11 日 10 月 9日
0.101 0.101

玉里第二
保育園

9月 11 日 10 月 9日
0.095 0.097

小学校 54 回目 55 回目

施設名称
測定日 測定日
測定結果 測定結果

小川
小学校

9月 11 日 10 月 9日
0.101 0.081

野田
小学校

9月 11 日 10 月 9日
0.087 0.093

上吉影
小学校

9月 11 日 10 月 9日
0.099 0.096

下吉影
小学校

9月 11 日 10 月 8日
0.114 0.106

橘
小学校

9月 10 日 10 月 8日
0.108 0.102

竹原
小学校

9月 10 日 10 月 9日
0.108 0.111

羽鳥
小学校

9月 11 日 10 月 9日
0.143 0.130

堅倉
小学校

9月 10 日 10 月 8日
0.088 0.084

納場
小学校

9月 10 日 10 月 9日
0.081 0.087

玉里
小学校

9月 11 日 10 月 9日
0.106 0.097

玉里北
小学校

9月 10 日 10 月 9日
0.115 0.114

玉里東
小学校

9月 11 日 10 月 8日
0.111 0.113

幼稚園 54 回目 55 回目

施設名称
測定日 測定日
測定結果 測定結果

元気っ子
幼稚園

9月 11 日 10 月 9日
0.152 0.144

竹原
幼稚園

9月 11 日 10 月 9日
0.119 0.109

羽鳥
幼稚園

9月 11 日 10 月 8日
0.103 0.101

堅倉
幼稚園

9月 10 日 10 月 8日
0.107 0.108

納場
幼稚園

9月 10 日 10 月 9日
0.094 0.099

玉里
幼稚園

9月 10 日 10 月 8日
0.128 0.120

美野里
幼稚園

9月 10 日 10 月 9日
0.108 0.104

ルンビニー
学園幼稚園

9月 11 日 10 月 9日
0.094 0.084

運動施設 54 回目 55 回目

施設名称
測定日 測定日
測定結果 測定結果

小川
運動公園

9月 11 日 10 月 4日
0.112 0.119

小川 B&G
海洋センター

9月 11 日 10 月 4日
0.114 0.100

中根野球場
9月 11 日 10 月 4日
0.083 0.078

下吉影
薬師台球場

9月 11 日 10 月 4日
0.114 0.129

野田野球場
9月 11 日 10 月 4日
0.087 0.111

希望ヶ丘
公園

9月 11 日 10 月 5日
0.153 0.153

改善
センター

9月 11 日 10 月 5日
0.132 0.128

羽鳥
運動広場

9月 11 日 10 月 5日
0.173 0.173

納場
運動広場

9月 11 日 10 月 5日
0.137 0.129

堅倉
運動広場

9月 11 日 10 月 5日
0.130 0.131

ふれあい
運動広場

9月 11 日 10 月 5日
0.125 0.129

玉里
運動公園

9月 11 日 10 月 4日
0.137 0.134

公園 54 回目 55 回目

施設名称
測定日 測定日
測定結果 測定結果

東平
児童公園

9月 11 日 10 月 8日
0.129 0.131 

仲丸池公園
9月 11 日 10 月 8日
0.114 0.121 

堅倉
わんぱく公園

9月 11 日 10 月 8日
0.117 0.117 

羽木上
森林公園

9月 11 日 10 月 8日
0.138 0.135 

横町公園
9月 11 日 10 月 8日
0.108 0.107 

玉里
ふれあい公園

9月 11 日 10 月 8日
0.121 0.108 

四季の里
芝生広場

9月 12 日 10 月 10 日
0.127 0.125

中学校 54 回目 55 回目

施設名称
測定日 測定日
測定結果 測定結果

小川南
中学校

9月 11 日 10 月 8日
0.098 0.090

小川北
中学校

9月 11 日 10 月 8日
0.067 0.073

美野里
中学校

9月 11 日 10 月 9日
0.077 0.084

玉里
中学校

9月 11 日 10 月 9日
0.095 0.093

給食センター 54 回目 55 回目

施設名称
測定日 測定日
測定結果 測定結果

小美玉学校
給食センター

9月 11 日 10 月 9日
0.111 0.108

玉里学校
給食センター

9月 11 日 10 月 9日
0.109 0.113庁舎 54 回目 55 回目

施設名称
測定日 測定日
測定結果 測定結果

本庁
9月 13 日 10 月 23 日
0.101 0.110

小川総合支所
9月 11 日 10 月 9日
0.102 0.100

玉里総合支所
9月 12 日 10 月 9日
0.092 0.106

小川文化センター
( アピオス )

9 月 11 日 10 月 9日
0.101 0.096

生涯学習センター
コスモス

9月 10 日 10 月 8日
0.128 0.131

やすらぎの里
小川

9月 11 日 10 月 9日
0.111 0.116

単位：マイクロシーベルト／時

【問い合わせ】 防災管理課　放射線対策係　☎：48-1111( 内線 1013･1014)
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市内循環バスが運行しています。
詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。

農業振興地域整備計画を見直しています
　市では、平成２５年度に自然的、経済的、社会的諸条件を考慮し、長期的観点から農業振興地域整備計画（優
良農地の保全など）の総合見直しを行っています。
　整備計画の変更（個別的な農振編入・除外）の申請は、受け付けを休止していましたが、下記の期間は臨
時で受け付けをしています。

編入・除外等臨時申請受付期間
１１月　５日（火）～１１月２９日（金）　※厳守

検 査 件 数：８４件（うち農産物：２３件、学校給食：６１件）検出件数：０件
検出下限値：１０Ｂｑ／ｋｇ　使用機器：ＴＮ３００Ｂベクレルモニター

【検査結果について】
・学校給食食材の検査では、放射性ヨウ素、放射性セシウムともに全て「不検出（検出下限値未満）」でした。
・学校給食課では、放射性物質の不安解消のために ｢給食使用食材の生産地公表｣ ｢給食まるごと放射能測定｣
　を平成２４年６月１日より実施し、市のホームページで公表しています。

　市では、給食食材及び市民持込の市内産農産物の放射能測定を行っています。なお、測定結果については
市ホームページ及び本庁 1階 ｢放射能物質検査室｣ 前でデータの公表を行っています。

食品放射能測定結果 ( ９月測定分 )

【問い合わせ】 農政課　振興係　☎：48-1111( 内線 1152 ～ 1155)
学校給食課　　　☎：56-4855

※１０月１日現在

原子力災害対策特別措置法による出荷制限を受けている農産物は次の通りです。

①原木しいたけ ( 露地 )　②タケノコ　③あめりかなまず ( 養殖は除く )　④うなぎ　⑤ぎんぶな ( 養殖は

除く )　⑥いのしし肉

食品衛生法の新基準値
(平成２４年４月１日から )

放射線
セシウム

飲料水 10

乳児用食品 50

牛乳 50

一般食品 100

※単位：Bq（ベクレル )/kg
※同一検査品目で、放射性物質が
複数個検出された場合、測定値
欄には最大値を記載します。

【問い合わせ】 農政課　農政係　☎：48-1111( 内線 1156・1157)

種　別 検査品目 測定件数 放射性セシウム
総数 検出数 Cs-134 Cs-137 Cs合計

農産物

米 4 0 不検出 不検出 不検出
栗 7 0 不検出 不検出 不検出

サトイモ 1 0 不検出 不検出 不検出
そば 1 0 不検出 不検出 不検出
ゆず 1 0 不検出 不検出 不検出
柿 1 0 不検出 不検出 不検出

原木しいたけ 2 2 34 89 123
菌床しいたけ 1 0 不検出 不検出 不検出
井戸水 2 0 不検出 不検出 不検出
もつご 1 0 不検出 不検出 不検出
わかさぎ 1 1 不検出 24 24
合鴨 1 0 不検出 不検出 不検出

農産物等小計 23 0
学校給食食材小計 61 0

合計 84 0
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通常料金200円・１日フリー乗車券500円。
割引運賃は上記の半額です。

　人にはみんな人権があり、それぞれが個人として尊重さ
れなければなりません。しかし、残念ながら女性に対する
人権侵害は依然として続き、大きな社会問題となっていま
す。
　水戸地方法務局及び茨城県人権擁護委員連合会は、平成
１２年からさまざまな活動を通じて女性の人権問題に取り
組んでいて、悩みを持った女性が気軽に相談できる専用の
電話「女性の人権ホットライン」を設置しています。
　職場における男女差別やセクハラ、夫・パートナーから
の暴力やストーカーなどの女性に対するあらゆる人権侵害
について、お気軽にご相談ください。
　秘密は厳守します。
【女性の人権ホットラインダイヤル】
☎：0570-070-810（全国共通ナビダイヤル）
１１月１８日（月）～２４日（日）８：３０～１９：００
※土日は１０：００～１７：００まで
【相談員】法務局職員または人権擁護委員
【問い合わせ】
水戸地方法務局人権擁護課　☎：029-227-9919

　常磐線は、年々輸送力の増強や快適性の向上が図られて
います。今年３月１６日のダイヤ改正では、「スーパーひ
たち」や「フレッシュひたち」などの特急列車がすべて新
型車両に置き換えられ、朝時間帯に上り２本、夕時間帯に
下り１本が増発され、利便性が大きく向上しています。ま
た、平成２６年度には常磐線の東京駅乗り入れも予定され
ています。
　装いも新たにますます便利になった常磐線をぜひご利用
ください。
【問い合わせ】
茨城県企画部企画課交通対策室　☎：029-301-2536

　１０月２０日（日）から茨城最低賃金が「時間額７１３
円」に変わりました。
【問い合わせ】
茨城労働局労働基準部賃金室　☎：029-224-6216

　狩猟期間とは、狩猟者（狩猟免許を有し、県に狩猟登録
した人）が銃器等を使用して、鳥獣（狩猟鳥獣として定め
られている鳥獣）を捕獲できる期間のことです。期間中は
野山やその周辺に出かける場合には十分ご注意ください。

※危険な狩猟や違法行為を行っている狩猟者を見かけた時
　は、すぐに石岡警察署（☎：28-0110）や最寄りの交番
　へ連絡してください。

　市内の商工業者や各種団体、農業団体が一堂に会し、
様々な催し物を行い、市内の産業を広くＰＲします。
【日時】１１月１６日（土）９：００～１６：００

１１月１７日（日）９：００～１５：００
※雨天決行

【場所】水戸市総合運動公園体育館・体育館前駐車場（見川町）
※駐車場が大変混み合いますので、バスなどの公
　共交通機関を利用してください。

【内容】商工部門…水戸の地場産業展、工業製品の展示、
県産品特設コーナー、ふるさとの菓子まつりなど
農業部門…農産物の共進会・出展物即売会、農業
機械展示販売など

【主催】水戸市産業祭実行委員会（水戸商工会議所、水戸
農業協同組合、水戸市常澄商工会、水戸市内原商
工会、水戸市）

商工課または農政課、水戸商工会議所 ☎：029-224-3315
JA 水戸上中妻営農資材センター ☎：029-251-8621

　あんこうの吊るし切り、あんこう汁の配布（収益の一部
はチャリティとなります）など冬の味覚「あんこう」を存
分に堪能できるイベントです。ステージでは、郷土芸能、
キャラクターショー、模擬店、ガールズ＆パンツァー声優
トークショーなど楽しいイベントが目白押し！！
　商店街歩行者天国エリアでは、痛車・痛バイク・痛チ
ャリコンテストを開催します。
【日時】１１月１７日（日）９：００～１５：００

※雨天決行
【会場】大洗マリンタワー前芝生広場
【内容】あんこう汁配布、あんこう吊し切り実演、郷土芸能、

キャラクターショー、ガールズ＆パンツァー声優
トークショー、模擬店、痛車・痛バイク・痛チャ
リコンテストなど

大洗のまつり実行委員会
☎：029-267-5111（商工観光課内）

第３８回水戸市産業祭
水戸市

大洗あんこう祭
大洗市

問
問

・・・県や国等のお知らせ・・・

ますます便利になった常磐線を使おう！

茨城県の最低賃金が改定されました

「女性の人権ホットライン」強化週間

９月末現在の小美玉市の事故発生状況
　　　　　　　　　　（前年比）
○発生件数１２９件（－２０）
○死者数　　　１名（＋　１）
○負傷者数１８０名（－１４）
○物損件数８２８件（＋７０）
※平成２５年１月１日からの累計件数

石岡警察署からのお知らせ

平成２５年１１月１５日～平成２６年２月１５日
は狩猟期間です
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市内循環バスが運行しています。
詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。

不動産会場公売を行います

住生活総合調査にご協力ください 第２５回鉾田農業高等学校文化祭『緑苑祭』

借金の返済でお困りの方へ　多重債務者向け無料相談会を実施します

　鉾田農高産の花類（シクラメン・ポインセチア等）野菜
類（ゴボウ・ダイコン等）、米などの農産物、及び焼き菓
子などの加工品を販売します。ぜひ、お越しください。
（販売品目は、都合により変更になる場合があります）
【日時】１１月１６日（土）９：３０～１３：３０（雨天決行）
【場所】茨城県立鉾田農業高等学校　農場
　　　 （☎：0291-36-3329）
【内容】学科企画、農産物・加工品販売、模擬店等

「広報おみたまお知らせ版１０月号」の１５ページ
「子どものための音楽ものがたり　ピーターとおお
かみ」に誤りがございました。お詫びして訂正い
たします。
（誤）一村　和子　→（正）一村　誠子

　国土交通省では、都道府県、市町村の協力のもとに、
１２月１日、全国各地で「平成２５年住生活総合調査」を
行っています。
　この調査は、住生活基本法に基づく住生活の安定・向上
に係る総合的な施策を推進する上で必要となる基礎資料を
得るために、居住環境を含めた住生活全般に関する実態や
居住者の意向・満足度等を総合的に調査するもので、５年
ごとに実施するものです。
　今回は、１０月に実施された住宅・土地統計調査（総務
省）に回答いただいた世帯の中から一部を抽出し、全国で
約９万２千世帯を対象に行いますが、本県では、一定の抽
出方法により無作為抽出した約５，３００世帯に調査をお
願いすることとなっています。
　１１月２１日から１２月１０日までの間、統計調査員証
を持った調査員が、対象となった世帯を訪問しますので、
調査をお願いする皆様には重ねてお手数をおかけします
が、ご協力をお願いします。
【問い合わせ】
茨城県土木部都市局住宅課　☎：029-301-4745

　茨城租税債権管理機構では、一般の方も参加できる入札により不動産公売を実施します。
　なお、公売は予告なく中止になる場合がありますので、事前に問い合わせ先までご確認ください。
【日時】平成２６年１月１４日（火）１２：５０　受付開始
　　　　　　　　　　　　　　　　　１３：２０　入札開始
【場所】水戸合同庁舎２階大会議室 （水戸市柵町１丁目３番１号）

売却区分
番号

所在地 地目 地積
見積価格

（公売保証金）
買受適格証明書

２５－１０１

小曽納字小曽納６７８番 田 ５９０㎡
１，６２０，０００円
（１７０，０００円）

必要小曽納字小曽納７０１番 田 ４，２１８㎡
小曽納字小曽納７０７番 田 ２，２０６㎡
小曽納字小曽納７２０番 田 ６１０㎡

※農地につき「買受適格証明書」が必要となります。当該証明書の申請期限等詳細は、小美玉市農業委員会へお問い合わ
　せください。

【問い合わせ】茨城租税債権管理機構（水戸合同庁舎５階） ☎：029-225-1221 
　　　　　　小美玉市農業委員会事務局　　　　　　　　☎：0299-48-1111（内線 1501 ～ 1503）

日時 場所（住所） 定員
１１月１０日（日） 茨城県水戸合同庁舎（水戸市柵町１－３－１） １０名
１１月１１日（月） 茨城県土浦合同庁舎（土浦市真鍋５－１７－２６） １０名
１１月１２日（火） 古河市三和庁舎（古河市仁連２０６５） １０名
１１月１３日（水） つくば市豊里交流センター ( つくば市高野１１９７－２０) １０名
１１月１４日（木） 神栖市保健・福祉会館（神栖市溝口１７４６－１） １０名
１１月１５日（金） 日立シビックセンター（日立市幸町１－２１－１） １０名
１１月１６日（土） 茨城県水戸合同庁舎（水戸市柵町１－３－１） １０名

　借金の返済にお困りの方のための法律相談会を県内各地で開催します。
　当日は弁護士・司法書士が無料で相談に応じますので、借金の返済にお困りの方は、一人で悩まずに、まずはご相談く
ださい。事前予約制で、定員になり次第締め切ります。
　※各会場の相談会では、「心の健康相談」を併せて実施します。ご希望の方は申込時または相談会当日にお申し付けく
　　ださい。

【相談時間】１３：００～１６：３０（一人４０分程度）
【申し込み・問い合わせ】茨城県生活環境部生活文化課　生活グループ　☎：029-301-2829
　　　　　　　　　　　平日　８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５

お詫びと訂正
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通常料金200円・１日フリー乗車券500円。
割引運賃は上記の半額です。

・各家電メーカーのホームページ
・Nite（ナイト）独立行政法人 製品評価技術基盤機構のホームページ（社告・リコール）

受験種目 陸上自衛隊　高等工科学校生徒

応募資格
平成２６年４月１日現在、１５歳以上１７歳未満（平成９年４月２日から平成１１年４月
１日までの間に生まれた方）の男子で、中学校卒業者または中等教育学校の前期課程修了者
（平成２６年３月に中学校卒業または中等教育学校の前期課程修了見込みの方を含む）

受付期間 平成２５年１１月１日（金）から平成２６年１月１０日（金）まで（締切日必着）

試験期日
１次　平成２６年１月１８日（土）
２次　平成２６年２月１日（土）から４日（火）までの間の指定する１日

試験場
１次　受付時または受験票交付時にお知らせします。
２次　第１次試験合格通知でお知らせします。

その他
１次　筆記試験、作文
２次　口述試験（個別面接）及び身体検査

　茨城県小美玉市百里１７０番地（航空自衛隊百里基地内）自衛隊茨城地方協力本部百里分駐所
　☎：0299-52-1366

※詳しくは、下記までお問い合わせください。

　シャープ株式会社が１９９９年８月～２００６年１２月に製造した下記の全自動洗濯機が、まれに発煙、発火する恐れ
があることが判明致しました。当該製品を使用している方は、使用を控え、下記の窓口へご連絡ください。

ES-70EE ES-C75D ES-LC80B
ES-72EM ES-CL75D ES-M7K
ES-73EM ES-CY75D ES-N75D
ES-74EM ES-D75D ES-N7K
ES-75N ES-D75E2 ES-T730V
ES-80EE ES-D85E2 ES-T830V
ES-82EM ES-DD8E ES-TG74V
ES-83EM ES-FG74V ES-TG84V
ES-84EM ES-FG84V ES-U70C
ES-A70E ES-G70V6 ES-U70D
ES-A80E ES-G80V6 ES-U80C
ES-AG70D ES-KG73V ES-U80D
ES-AG80D ES-KG83V ES-V73V6
ES-B75D ES-LC70B ES-V83V6

　品番・製造番号は、以下のとおり表示されています。
【対象機種】
４２機種（１９９９年８月～２００６年１２月）

※各家庭で使用している家電製品のリコール情報については、下記を参照してください。

【機種名の確認方法】
操作部の左右いずれかに機種名を記載しています。

平成２５年度自衛官募集要項

ES －○○（機種名）

【受付窓口】
専用フリーダイヤル ( 無料）　☎：0120-404-660
受付時間　月～土曜日　９：００～１８：００、日曜・祝日　９：００～１７：００
【インターネット相談窓口】
http://www.sharp.co.jp/support/announce/es_info_130729.html（「シャープ　洗濯機」で検索）
スマートフォンや携帯電話の方は右記QRコードから 
※お客様からいただきました住所・氏名・電話番号などの個人情報は、対象製品の点検・修理の目的以外には使用
　しません。

シャープ株式会社にて無料で点検・修理が出来ます。

シャープ全自動洗濯機　点検・修理のお知らせ
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この広報紙は、環境に優しい大豆インキで印刷しています。

携帯電話から市政情報がご覧になれます。
http://www.city.omitama.lg.jp/m/

次回お知らせ版１２月号の発行日は１１月２８日（木）です。

人口と世帯数（平成２５年１０月１日現在）

世帯数……………………２０，０９７戸 ( ＋　２３）

　男　……………………２７，１１７人 ( ー　　６)

人　口……………………５３，４９７人 ( ー　２８)

　女　……………………２６，３８０人 ( ー　２２)

※住民基本台帳法の改正により、平成２４年９月から
外国人住民も含んだ数値になっています。

（　　）は前月比

1111月月 緊急診療（内科・小児科）

緊急診療（石岡市医師会病院内）２３－３５１５

休日

3・4・10・17・23・24

◆受付　午前９時～１１時３０分　

　　　    午後 1時～３時３０分

夜間
2・3・4・9・10・16・17・23・24・30

◆受付　午後６時～９時３０分

1111月月 休日診療当番医（外科）

◆受付　午前９時～１１時３０分・午後１時～３時３０分

日 場　　所 住　　所 電話番号

3  石岡市医師会病院  大砂 10528-25 22-4321

4  山王台病院  東石岡 4-1-38 26-3130

10  石岡市医師会病院  大砂 10528-25 22-4321

17  石岡市医師会病院  大砂 10528-25 22-4321

23
 石岡循環器科脳神経
 外科病院 

 小美玉市栗又四ケ  
 1768-29 

58-5211

24  石岡第一病院  東府中 1-7 22-5151

【問い合わせ】
市長公室　秘書広聴課　広報広聴係
☎：48-1111　内線 1221

より豊かで魅力あるまちづくりのための意見を、市長
に直接お話ししてみませんか？

と　き　１１月２８日(木 )　１０：００～１２：００
ところ　市役所１階　相談室

　　　※対話は１人３０分程度でお願いします。
　　　※事前にご予約ください。

対話の日

１１月　６日　

１１月２７日※

社会福祉協議会小川支所

☎：58-5102

１１月１３日※

１２月　４日　

社会福祉協議会美野里支所

( 四季健康館内 )

☎：36-7330

１１月２０日　

１２月１１日※

社会福祉協議会本所

☎：37-1551

心配ごと相談
悩んでいること、困っていることなどがありましたら、
お気軽にご相談ください。
相談は無料です。
相談内容：健康、医療、教育、福祉、財産等について
※は弁護士が相談に応じます。事前にご予約ください。
【時間】１３：３０～１６：３０( お一人様２０分 )

行政書士無料相談会
【開催日】１１月１９日(火 )１３：００～１６：００

予約は不要です（受付順）

【場所】市役所本庁舎　１階ロビー

【相談内容】遺産分割・相続・遺言関係の相談や

土地活用、国籍、各種契約などに関すること

（必要に応じ、行政書士以外の専門家、専門機関

の紹介なども行います）

【相談員】茨城県行政書士会水戸支部　会員

【問い合わせ】水戸支部事務局　木村　☎：029-251-3101

１１月の納税・納付

（※納期限は、１２月２日です）

・国民健康保険税　第７期

・後期高齢者医療保険料　第５期

～税や料金などの納付は口座振替が便利です～
口座振替は納付忘れや納付場所に行く手間が省けます
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１１月１９日
１３：３０～１５：３０
玉里総合支所　２階　相談室
大山　進　相談委員

１１月１９日
１３：３０～１５：３０
小川総合支所　１階　会議室
村尾　實　相談委員

１１月２１日
１３：３０～１５：３０
小美玉市役所　２階　政策会議室
石﨑　渡　相談委員

行 政 相 談

【問い合わせ】
市長公室　秘書広聴課　広報広聴係
☎：48-1111　内線 1221

国の仕事に関する苦情・要望などの相談を伺います。
相談は無料で秘密は厳守されます。


