
と　　き　9月28日(日)　小雨決行
　　　　　午前６時　美野里公民館前出発（午前５時40分集合）
　　　　　　　　　　生涯学習センター コスモス　５時20分出発（午前５時集合）
　　　　　　　　　　小川文化センター　５時20分出発（午前５時集合）
と こ ろ　東京都　高尾山ハイキングコース（約７km）
募集人数　120名　※定員を超えた場合は抽選となります。
　　　　　（健康に自信がある方を募集します。）　
参 加 料　2,800円
申込方法　８月30日（土）～９月７日（日）午前９時～午後８時
　　　　　直接、下記の公民館へお申込みください。
　　　　　１人２名まで申込めます。
　　　　　※電話、ファツクス、メールでの受付はできません。
抽選日及び説明会
　　　　　９月12日（金）　午後７時30分～
　　　　　小川文化センター（小ホール）　※参加料はこの時お預かりします。
申込み・問い合わせ　
　小 川 公 民 館　☎５８－３１１１　毎日
　美野里公民館　☎４８－１１１０　毎日（ただし、水曜、祝日は休館）
　玉 里 公 民 館　☎２６－９１１１　毎日（ただし、月曜、祝日は休館）

金婚のご夫婦に記念品をお贈りします金婚のご夫婦に記念品をお贈りします
　今年金婚（結婚50年）を迎えたご夫婦に記念品を贈呈します。該当すると思われる方は、9月1日までに下記
ご連絡ください。
　小美玉市に住民票がある方で、昭和33年1月1日から昭和33年１2月31日までに入籍（婚姻届の提出）した
方が該当になります。（ただし昨年記念品を贈呈されている方は除きます。）

◎連絡がない場合、該当者であっても記念品を贈呈できませんので、必ず連絡してください。

秋の高尾山ハイキング参加者募集!秋の高尾山ハイキング参加者募集!
自 然 観 察 の 旅

東京

小 川 地 区　福祉事務所小川支所福祉係　☎４８－１１１１　内線2111
美野里地区　福祉事務所美野里支所福祉係（四季健康館内）　☎４８－１１１１　内線4008
玉 里 地 区　福祉事務所介護福祉課高齢福祉係　☎４８－１１１１ 内線3111

【連絡・問い合わせ】
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　小美玉市茨城空港利用促進協議会では、2010年３月開港予定の茨城空港の利用促進と知名度アップを目的に、
茨城空港プレ開港記念第１回「小美玉ゆめ未来芸術展」の絵画を募集しています。
　小美玉で育ち学び、無限の可能性を秘めた皆さん、茨城空港から未来へ羽ばたく自分の夢を描いてくださいね！！

応募対象者　市内小学校の５・６年生
応募期間　夏休み期間中に作成し、２学期始業時に担任の先生に提出してください。
規　　定　指定の画用紙（八つ切り／縦横可）
　　　　　※担任の先生から、募集要項と一緒に配布されたもの
賞　　　　グランプリ、金賞、銀賞、銅賞のほか審査員賞を予定
　　　　　※応募者全員に茨城空港特製グッズを
　　　　　　プレゼント！
　　　　　※日本を代表するグラフィックデザイナー
　　　　　　が審査します。
　　　　　※内容詳細は、担任の先生から配布された
　　　　　　募集要項をご覧ください。
主　　催　小美玉市茨城空港利用促進協議会
後　　援　小美玉市、小美玉市教育委員会ほか
問い合わせ　小美玉市茨城空港利用促進協議会事務局
　　　　　（小美玉市空港対策課内）
　　　　　☎４８－１１１１　内線1172・1173
　　　　　FAX４８－１１９９

　小美玉市は、子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを推進するために、平成20年度から「放課後子どもプ
ラン事業」を実施しています。このたび、この事業に携わって子どもたちと一緒に遊んだり生活の指導などをして
くれる指導員の方を募集します。

勤 務 日　毎週月曜～土曜日
勤務時間　月曜日から金曜日は、午後２時ごろ～午後６時
　　　　　土曜日．長期休業日は、午前８時～午後６時
勤務形態　指導員の中で交代勤務（週３～４日前後）
賃　　金　時給800円
募集対象　特に資格等は必要ありませんが、保育経験者など歓迎します。
申込方法　随時受付をしていますので、希望される方は履歴書を教育委員会
　　　　　学校教育課放課後子どもプラン推進係（小川総合支所２階）まで提出してください。
問い合わせ　☎４８－１１１１　内線 2221・2222

茨城空港プレ開港記念
第１回「小美玉ゆめ未来芸術展」の絵画を募集します！

市内小学校の５・６年生の皆さんへ
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　小川地区の小川幼稚園、野田幼稚園、吉影幼稚園、橘幼稚園の４園を統合し、平成21年度に新設を予定している
（仮称）小川統合幼稚園の園名・園章を募集します。

応募方法
　○園名・園章共通事項
　　●自作で未発表作品に限ります。
　　●一人何点でも応募できます。
　　●小美玉市にお住まいの方、または小美玉市に通勤・通学する方であれば年齢は問いません。
　○園　章
　　●カラーと白黒モノトーンの両方を、A4判のケント紙または画用紙に描いてください。
　　●作品の裏面に作品の簡単な説明（作成意図・イメージなど）・郵便番号・住所・氏名・年齢・職業（在学中の方
　　　は学校名・学年）電話番号を記載してください。
　　●園章は簡素で親しみやすく、新しい幼稚園のシンボルとしてふさわしいものにしてください。
　　●作品は折りまげないように郵送してください。持込みの場合は本庁秘書広聴課、小川総合支所教育委員会学
　　　校教育課、玉里総合支所総合窓口課までお届けください。
　○園　名
　　●専用の応募用紙、はがき、封書、ファックスまたはメールで次の必要事項を記入のうえ応募してください。専用
　　　の応募用紙の備付け場所及び持込みの場合の届け先は本庁秘書広聴課、小川総合支所教育委員会学校教
　　　育課、玉里総合支所総合窓口課です。
（必要事項）
　　●新しい園の名称（漢字の場合はふりがな） 　●名前の意味または理由　●郵便番号・住所
　　●氏名（ふりがな）　●年齢　●電話番号
応募期間　8月4日（月）～29日（金）当日消印有効
審　　査
　●作品の審査は小美玉市で行います。
　●審査の結果は入賞者本人に直接通知するとともに、市の刊行物・ホームページなどを通じて発表します。
賞及び表彰
　●採用させていただいた方には、賞状及び記念品を贈呈します。（入選した作品で、該当する者が複数の場合は、抽選により決定します。）
その他
　●応募作品は返却しません。
　●応募作品の著作権などの作品に関する一切の権利は、小美玉市に帰属するものとします。また、作品を一部修
　　正したりして使用する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

応募・問い合わせ
　　〒311－3492　小美玉市小川４－11
　　小美玉市総合支所内　教育委員会学校教育課学務係　☎４８－１１１１　内線2223　FAX５８－４５２６

)小川統合幼稚園の園名 園章を募集します(仮称)小川統合幼稚園の園名・園章を募集します(仮称)小川統合幼稚園の園名・園章を募集します(仮称)小川統合幼稚園の園名・園章を募集します

　放課後子どもプランでは、地域住民の参加・協力による、地域の大人と子どもとの交流が重要なテーマと
なっています。
　指導員とともに児童と遊んだり、ゲームをしたり、温かく見守っていただければと思います。週に1回、月に1
回でも結構です。地元の小学校の子どもたちと楽しく過ごしてみませんか？

活動日・時間　小学校の授業日の放課後等　午後2時30分ごろから午後６時ごろまで
　　　　　 ※曜日・時間は指定できます。
活動場所　市内の小学校などの余裕教室を利用して開催しています。
　　　　　 ※希望する学校を指定できます。また、複数校を掛け持ちすることもできます。
登録の仕方　教育委員会学校教育課放課後子どもプラン推進係（小川総合支所２階）まで、お申出ください。
問い合わせ　☎４８－１１１１　内線2221・2222
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　農業用廃プラスチックの適正処理するため、平成20年度の使用済み「農業用ビニール（塩化ビニル）」並びに
「農業用ポリエチレンフィルム等」の回収を下記日程で行います。
　新規に農業用廃プラスチックを排出される農業者、搬入方法や登録料・排出負担金等については、農政課振興
係（☎４８－１１１１）までお問い合わせください。
　なお、昨年までに農業用廃プラスチックを排出された農業者につきましては、別途通知にてご案内します。

【問い合わせ】
　小美玉市農業用廃プラスチック適正処理推進協議会事務局
　小美玉市役所農政課振興係　☎４８－１１１１　内線1154・1155

小美玉市農業用廃プラスチックの
回収を行います

小美玉市農業用廃プラスチックの
回収を行います

　本会では、市民の地域福祉への理解と参加、地域コミュニティの活性化を図ることをねらいに「福祉にっこり
まつり」を開催します。このイベントを盛り上げていただけるフリーマーケットの出店者を募集していますので、
どうぞお申込みください。（雨天時は、フリーマーケットを中止しますのでご了承ください。）

と　　き　9月21日（日）　午前10時30分～午後4時
と こ ろ　小美玉市生涯学習センター　コスモス
応募資格　①アマチュアであること。
　　　　　②食べ物および生き物の販売は認めません。
　　　　　※詳細は申込締切終了後に説明します。
募集区画　20区画程度
出 店 料　無　料
申込締切　8月29日（金）
　　　　　※先着順ではありません。
　　　　　　募集区画を超えた場合には、市内の方を優先させていただきます。
問い合わせ　小美玉市社会福祉協議会（本所）　☎３７－１５５１

◎回収日及び時間
　〔小 川 地 区〕

種　　類 回収予定日 搬入受付時間 集積場所

農ビ（塩化ビニル）

農ポリ（ポリエチレンフィルム等）

 　　　　10月14日（火）
平成21年  1月13日（火）
 　　　　11月11日（火）
平成21年  2月17日（火）

午前９時～午後２時

午前９時～正午

JA常陸小川
営農ステーション内

　〔美野里地区〕
種　　類 回収予定日 搬入受付時間 集積場所

農ビ（塩化ビニル）

農ポリ（ポリエチレンフィルム等）

　　　　  8月25日（月）
平成21年  2月  9日（月）
　　　　  9月26日（金）
平成21年  1月23日（金）

午前９時～午後２時

午前９時～正午

JA美野里
農産センター内

　〔玉 里 地 区〕
種　　類 回収予定日 搬入受付時間 集積場所

農ビ（塩化ビニル）
農ポリ（ポリエチレンフィルム等）

平成21年  2月  4日（水） 午後１時～午後３時
JAひたち野　玉川支店内
JAひたち野　田余支店内

ご家庭で眠っている物や手作り品はありませんか？
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児童扶養手当・特別児童扶養手当を
認定されている方へ
※児童扶養手当………父と生計をともにしていない児童のための手当
※特別児童扶養手当…障がいのある児童のための手当

　現在、この手当の認定を受けている方には、８月上旬に郵送で現況届（児童扶養手当）または所得状況届
（特別児童扶養手当）の用紙を送付します。

●期限内に、必ず提出しましょう！
　この届出がされないと８月分以降の手当の支給が止まってしまい、また提出がされないまま２年を経過し
てしまうと、認定が取り消されてしまいます。
　所得の限度額により手当が全額支給停止されている方も、必ず８月中に提出してください。
※用紙が届いていない方や記入の仕方等がわからない方は、下記へお問い合わせください。

問い合わせ
　○児童扶養手当に関すること
　　社会福祉課（玉里総合支所内）児童福祉係　☎４８－１１１１　内線3227
　○特別児童扶養手当に関すること
　　社会福祉課（玉里総合支所内）障害福祉係　☎４８－１１１１　内線3122

不妊治療費について助成を行います
　小美玉市では、不妊治療を受けられたご夫婦に対して、治療費の一部を助成する「不妊治療費助成事業」を実
施しています。

■助成を受けることができる人
　次の要件をすべて満たす方です。
　・夫または妻のいずれか一方が市内に１年以上住所を有すること。
　・特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断され、特定
　  不妊治療を受けた者であること。
　・茨城県不妊治療費補助金の交付決定を受けた夫婦であること。
※茨城県不妊治療費助成事業の申請窓口  水戸保健所　☎０２９－２４４－２８２８

■助成の内容
　　平成20年４月１日以降に開始した特定不妊治療に要した費用（入院費や食事代など治療に直接関係のな
　い費用は含まれません。）から、茨城県不妊治療費補助金を控除した額について、１年度あたり５万円を限度
　に通算２年間を補助します。

■申請方法
　茨城県不妊治療費補助金交付決定通知書の写しと領収書の写しを添えて、次の申請窓口に申請してください。
　【申請窓口】　小美玉市福祉事務所　　
　　●社会福祉課　児童福祉係（玉里総合支所）　●小川支所　福祉係（小川総合支所）
　　●美野里支所　福祉係　　（四季健康館）

■問い合わせ
　社会福祉課児童福祉係　☎４８－１１１１　内線3226・3227

　「労働力調査」は、法律で定められた統計調査で、我が国の就業の状況を調べる調査です。就業者数、完全失
業者数、完全失業率などの動向が明らかにされ、経済対策や雇用失業対策に役立てられます。
　９月に、下記の地区内において「労働力調査」が実施されます。知事から委嘱された調査員が調査対象地区内
の各世帯に名簿づくりのためにお伺いします。この名簿をもとに調査世帯を選ばせていただきます。調査の内容
を他に漏らすことや目的外に使用することは固く禁じられていますので、調査にご協力いただいた世帯に迷惑が
かかることはありません。
　ご協力をお願いします。

調査地域　小美玉市羽鳥脇山地区の一部
問い合わせ　茨城県企画部統計課　人口労働担当　☎０２９－３０１－２６４９

総務省統計局からのお願い 労働力調査のお知らせ
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　⒈ 65歳以上の方の介護保険料の納め方

　平成19年中の所得に基づき、65歳以上の方の平成20年度介護保険料が確定しました。確定した保険料額から仮算定
保険料額を差引いた残りを、納付書または、年金天引きにより納めていただくこととなります。
　保険料は小美玉市の介護保険事業運営を支える大切な財源ですので、納付にご理解とご協力をお願いします。

【問い合わせ】   介護福祉課介護保険係（玉里総合支所内）　☎４８－１１１１　内線 3115 ～ 3117

　受給している年金（老齢（退職）年金・遺族年金・障害年金）の額により２通りに分かれます。

≪納付書で納める方（普通徴収）≫

年金が年額18万円未満の方や65歳になったばかりの方、転入されてきた方
納付月は４月・６月・８月・10 月・12 月・翌年２月の６期　※１期・２期が仮算定分です。

平成20年度本算定納付書（３期から６期まで）は８月15日発送予定です。

≪年金天引きの方（特別徴収）≫

年金の受給額が年額18万円以上の方
偶数月の年６回、年金が口座へ振り込まれる前に天引きされます。　※４月・６月・８月が仮算定分です。

　　　　　　　　10月以降の天引き額については、９月下旬に発送予定の
　　　　　　　　「平成20年度介護保険料額決定通知兼特別徴収額通知書」でご確認ください。

【年金からの天引きについて】
　・天引きの対象者かどうかについては年金保険者（社会保険庁や共済組合など）により決定されます。
　・受給年金が18万円以上の方でも、下記のような場合、一時的に納付書で納めていただく場合があります。
　　①満65歳になった　②年度途中で年金の受給が始まった　③他市町村から転入してきた
　　④介護保険料額が昨年度から増額または減額になった 　⑤年金の受給額が減った、差止めとなった など
　※満65歳となり天引き対象者として把握されてから、おおむね６か月後に天引きが開始されます。
　・天引きが開始・再開される方へは、市から「特別徴収開始通知書」をお送りしています。

　⒉ 平成 20年度介護保険料額（平成 20 年４月から翌年３月までの合計額）について
　平成18年度から平成20年度までの小美玉市の基準額は年額39,100円で、所得に応じ下表のように６段階に分か
れています。

　なお、平成20年度まで高齢者の非課税限度額廃止により市民税課税となった方に対しては、昨年度に引き続き保険
料を減額する経過措置（激変緩和措置）が継続されることとなりました。

所得段階 対象となる方 年間保険料額

第１段階 生活保護受給者、または老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税
の場合

19,500 円
（基準額× 0.5）

第２段階 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80 万円以下の方で、世
帯全員が市民税非課税の場合

19,500 円
（基準額× 0.5）

第３段階 世帯全員が市民税非課税で、第 2段階以外の方 29,300 円
（基準額× 0.75）

第４段階 本人は市民税非課税だが、世帯員の誰かに市民税が課税されている場合 39,100 円
（基準額）

第５段階 本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が 200 万円未満
の方

48,800 円
（基準額× 1.25）

第６段階 本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が 200 万円以上
の方

58,600 円
（基準額× 1.5）
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　指定管理者による運営を開始してから３か月が過ぎました。
　医療センターとして、運営を指定管理者に移行した４月は、移行前
の３月と比べ、患者さまが激減しましたが、その後毎月着実に増えて
います。
　４月から６月までの患者さまのご利用状況は次のとおりです。

患者利用状況
※グラフは、
　①医療センター（４月～６月）と
　②旧国保中央病院における昨年（平成19年）４月からの患者さま
　　利用状況を比べたものです。

引き続き医療センターでは、市民の皆さまのお役に立てるよう“皆さまに慕われる病院づくり”に努めてまいります。

運営状況《患者利用状況》のご報告運営状況《患者利用状況》のご報告
～小美玉市医療センターからのお知らせ～

　市では、保有する財産を有効に活用し、自主財源の確保と企業や商店などの振興を図るために市の公式ホー
ムページに掲載する広告を募集します。 
　小美玉市ホームページは月平均23,000件（平成20年4月～6月）のアクセスがありますので、広告利用におい
ては高い効果が期待できます。

掲載位置　市公式ホームページのトップページ（http://www.city.omitama.lg.jp）の市が指定する位置
広告の種類・規格・掲載料

掲載期間　1か月を単位とし、最長12か月連続して掲載できます。掲載希望日の3週間前までにお申込みください。
広告の要件　掲載することのできる広告は、行政広報の公共性及び品位を損なうおそれがないものが対象です。 
　　　　　※詳細は、ホームページに掲載されている小美玉市ホームページ広告掲載要項をご覧ください。
申込方法　小美玉市ホームページ広告掲載申込書に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えてお申込みください。
　　　　　申込みは先着順とし、随時受付けています。 
　　　　　※申込用紙は、市役所秘書広聴課に備えてあります。また市のホームページからもダウンロードできます。
問い合わせ　秘書広聴課広報広聴係　☎４８－１１１１　内線1222

■小美玉市医療センター ■
○院長　上田守三
○診療
　月曜～土曜（日曜・祝日休診）
　〈午前〉８時30分～正午
　〈午後〉２時30分～６時30分
　　　　（土曜日は、午後５時30分まで）
○電話　☎５８－２７１１

■急患・急病のとき■

夜間や休みの日にも対応しております。
電話でご連絡のうえご来院ください。

４月

161人

83人

119人
133人

171人 164人 168人
157人 150人

21人

11人

19人

25人 26人

24人

20人

22人
14人

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

国保中央病院

医療センター

◇外　来◇
１日あたりの平均人数

◇入　院◇
１日あたりの平均人数

種　　類 規　　格
バナー広告 　縦：60ピクセル 　横：150ピクセル 　ファイル容量30KB以下

掲載料（1か月あたり）
15,000円
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　乳がんは女性のがんとしてかかる率が 1 位となっており、早期発見・早期治療が重要です。また、子宮が
んは死亡率が減少しているにもかかわらず、最近では 20 代の若い世代の発症が増えています。年に 1 回は検
診を受けましょう。
　 「しこり」等、自覚症状がある方・毎年精密検査になる方は各自医療機関で受診してください。また今年度、
人間ドック・医療機関で受診される方は受けられません。

検診会場 四季健康館 小川保健相談センター

問い合わせ
４８－０２２１

（内線4004、4006）
５８－１４１１

受付時間 午後 0時15分～午後1時

検診内容 子宮がん・乳がん検診

日　　程

9/  9（火）
9/10（水）
9/11（木）
9/12（金）
9/13（土）

9/  8（月）

各検診の一日定員数が決
まっていますので、ご希
望の受診日にならない場
合があります。ご了承く
ださい。

子宮がん
検診

乳がん検診

視触診 超音波
検診

マンモ
グラフィ

個人負担金 500 円 500 円 500 円 500 円

20～29 歳 ○

30～39 歳 ○ ○ ○

40～56 歳 ○ ○ ○

57歳以上 ○ ○ ○

（75歳以上、身障手帳1・2 級、療育手帳 Aのつく方、
生活保護の方は無料）

〈乳がん検診の対象者〉
・30～39歳の方
　視触診と超音波検診のセット検診になります。
・40～56歳の方
　 マンモグラフィは2年に1回になりますので、昨年

受診者は超音波検診のみの検診になります。
・57歳以上の方
　 視触診とマンモグラフィのセット検診で２年に１

回となります。平成 19年度乳がん検診の未受診
者が受けられます。

平成20年度
申込みが必要な方

平成19年度 子宮・乳がん検診を未受診の方は、ご希望の会場
へお申込みください。

平成20年度
 申込みが必要でない方

平成19年度 子宮・乳がん検診を受診された方は、後日問診票を
送付します。
ただし、乳がん検診を希望する57歳以上の方で、平成18年度受
診された方は申込みの必要がありません。

乳がん検診を希望する57歳以上の方で、平成19年度受診された方は、来年度の乳がん検診の対象となります。

申込期間 8月19日（火）～29日（金）　　平日 午前8時30分～午後5時30分

　ご希望の検診会場へお問い合わせください。

県や国等のお知らせ



平成 20 年 7 月 31 日　お知らせ版 9

県や国等のお知らせ県や国等のお知らせ県や国等のお知らせ

　茨城県、環境保全茨城県民会議および大好きいばらき
県民会議などが実施する「レジ袋削減運動」に小美玉市
も参加しています。
　地球温暖化を防止
するため、マイバッグ
持参にご協力くださ
い。

地球温暖化防止のため、
　  レジ袋の削減にご協力ください！
　　お買物へ行くときは、マイバッグ持参で！

■父と子■
　生涯を通じた歯と口の健康づくりを目指した「8020・
6424運動」の一環として、父と子のよい歯のコンクールを
実施します。健康な歯をお持ちの父子のご応募をお待ち
しています。

対　　象　平成20年4月1日現在で満３歳から６歳
　　　　　（就学前）のお子さんとその父親
応募方法　はがきまたはファックスで父子の①氏名、②
　　　　　生年月日、③郵便番号、④住所、⑤電話番
　　　　　号、⑥かかりつけまたは最寄りの歯科医院
　　　　　を記入し、お申込みください。申込まれた方
　　　　　には口腔診査票を送付しますので、歯科医院
　　　　　（歯科医師会会員の歯科医院）で審査を受けて
　　　　　ください。

■高齢者■
対　　象　昭和3年3月31日以前の生まれの方
　　　　　（80歳以上）
応募方法　はがきまたはファックスで郵便番号、住所、氏
　　　　　名（ふりがな）、性別、生年月日、電話番号、か
　　　　　かりつけ歯科医院または最寄りの歯科医院
　　　　　を記入し、お申込みください。申込まれた方
　　　　　には口腔診査票を送付しますので、歯科医院
　　　　　（歯科医師会会員の歯科医院）で審査を受け
　　　　　てください。
　　　　　　なお、検診は茨城県歯科医師会会員の歯
　　　　　科医院で無料で受けられます。

よい歯のコンクールに参加しませんか！

　パーキンソン病など国が指定する45疾患の医療費の公
費負担を受けている方で、有効期間が平成20年９月30日
までの医療受給者証をお持ちの方は、引き続き公費負担
を受けるための更新手続きが必要です。平成20年10月１
日以降の申請は新規扱いとなり、公費負担が受けられない
期間が発生します。申請がお済みでない方は、下記までお
早めにお問い合わせください。

対 象 者　有効期間が平成20年９月30日までの一般特
　　　　　定疾患医療受給者証をお持ちの方 

　　水戸保健所保健指導課
　　　☎029－241－0571

一般特定疾患医療受給者証の
継続申請はお済みですか？

　県では、高齢者の介護予防を推進するため「シルバーリ
ハビリ体操」の普及を図っており、この体操を普及するボラ
ンティアとして「シルバーリハビリ体操指導士」の養成講習
会の下期の受講者を追加募集します。

募集人員　175名
申込資格　平成20年4月1日現在満60歳以上で、常勤の
　　　　　職業についていない茨城県民
　　　　　※全日程に参加できること。
講習会日程

講習会場　茨城県立健康プラザ（水戸市笠原町993－2）
講習時間　午前10時～正午、午後０時45分～3時45分
　　　　　（１日５時間程度）
　　　　　（ 初日のみ9時45分開講）
講習内容　講義：介護予防とリハビリテーションの推進、解
　　　　　　　   剖生理学、老化と病気、高齢者の食生活他
　　　　　実技：いきいきヘルス体操、いきいきヘルス
　　　　　　　   いっぱつ体操他
受 講 料　無料（ただし交通費、昼食代は各自負担）
申込締切　10月１日（水）当日消印有効
申込方法　往復はがきの往信面に、①住所および郵便番号
　　　　　②氏名（ふりがな）③性別④生年月日および平成
　　　　　20年4月1日時点の年齢⑤電話番号⑥どの日程
　　　　　でも受講できる方は「可」とご記入ください。
　　　　　　都合により参加できないコースがある方は
　　　　　参加できないコースをご記入ください。「○・○
　　　　　コースは不可」とお書きください。

平成20年度シルバーリハビリ体操指導士３級
養成講習会追加受講者を募集します

問

応募期限　8月29日（金）必着
審査方法　一次：口腔診査（各歯科医院）
　　　　　二次：書類診査
主　　催　茨城県歯科医師会
　　　　　茨城県

　　　茨城県歯科医師会8020事業係
　　　〒310-0911
　　　水戸市見和2丁目292-1
   　　　☎029－252－2561
　　　FAX029－253－1075

応問

1/6（火）、9（金）、13（火）、16（金）
20（火）、 23（金）、 27（火）、 30（金）

開　催　日

49コース

50コース

51コース

52コース

10/20（月）、23（木）、27（月）、30（木）
11/ 6（木）、10（月）、13（木）、17（月）

10/24（金）、28（火）、31（金）、
11/4（火）7（金)、11（火）、14（金）、18（火）

11/21（金）、25（火）、28（金）、
12/2（火）、5（金）、9（火）、12（金）、16（火）

コース名
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　新規の高卒者から社会人や身体に障がいを持つ方な
どに対し、開かれた短期大学校としてITのプロフェッショナ
ルを育成しています。
　進路に悩んでいる方、技術を身に付けたいと考えてい
る方は、ぜひこの機会にご参加ください。

と　　き　８月27日（水）、９月27日（土）
と こ ろ　茨城県立産業技術短期大学校
内　　容　学校ガイダンス、キャンパスツアー、体験授業
　　　　　（CG体験、携帯プログラミング、ロボットプログ
　　　　　ラミング等）
対 象 者　高校生および保護者、企業の方、ITに関心
　　　　　をお持ちの方
申込方法　電話にて問い合わせるか、ホームページを
　　　　　ご覧ください。

　　　茨城県立産業技術短期大学校
　　　水戸市下大野町6342　☎029－269－5500
　　　http://www.ibaraki-it.ac.jp　

　　　　　　返信面には、ご自分の住所・氏名をご記入の
　　　　　うえご投函ください。
通　　知　受講コースは返信はがきにより、10月14日
　　　　　までにお知らせします。

　　　茨城県立健康プラザ　介護予防推進部
　　　〒310－0852　水戸市笠原町993－2　
　　　☎029－243－4217

茨城県立産業技術短期大学校
２００８オープンキャンパスのご案内

　お盆（８月13日から15日）のごみの収集業務は、通常通
り行います。

　　茨城美野里環境組合　☎４８－１５７１

茨城美野里環境組合から

　高齢者の就職を前提に、建物床ワックス清掃など専門
的な技能講習を実施します。

日　　時　8月19日（火）～28日（木）土・日・月を除く7日間
　　　　　午前9時～午後4時
会　　場　グリーンパレス石岡
対 象 者　概ね60歳前半層（58歳～67歳くらい）の方
定　　員　30名（希望者多数の場合、書類選考）
受 講 料　無料
申込方法　シルバー人材センターにある申込書に記入の
　　　　　うえ、直接申込みください。
申込締切　８月８日（金）
就職面接会　９月11日（木）（予定）

　　　石岡地方広域シルバー人材センター
　　　☎23－3399　

「ビルクリーニング技能講習会」受講者募集

　どなたでもお気軽にご参加ください。

と　　き　９月６日（土）午後１時～４時30分
と こ ろ　東海村総合福祉センター「絆」（東海村村松2005）
内　　容　○医療講演
　　　　　　村島温子先生（国立成育医療センター母性内科）
　　　　　　平野　篤先生（水戸協同病院整形外科）
　　　　　○療養相談
料　　金　無料（申込み不要）
そ の 他　はき物をご持参ください。
主　　催　（社)日本リウマチ友の会  茨城支部

　　大井川　☎029－273－4895　

公開講座「リウマチ教室」

申問

申問

申問

　法務省と全国人権擁護委員連合会は、「いじめ」や児童
虐待など子どもをめぐるさまざまな人権問題に積極的に
取り組むことを目的として、全国一斉「子どもの人権110
番」強化週間を実施し、悩みを持ったお子さんや保護者
の方からの相談に応じます。

と　　き　９月８日（月）～14日（日）
　　　　　午前８時30分～午後７時
　　　　　（ただし、土曜・日曜は午前10時～午後５時）
電話番号　☎0120－007－110（全国共通フリーダイヤル）
実施機関　水戸地方法務局
　　　　　茨城県人権擁護委員連合会
相 談 員　法務局職員・人権擁護委員
　　　　　（子どもの人権専門委員）

相談を受付けます！
全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間

　介護サービス分野への就職を希望する高年齢者の方
の講習会です。全課程修了者には茨城県の定める訪問介
護養成研修修了証明書を交付します。

と　　き　９月16日（火）～12月５日（金）までの間　23日間
と こ ろ　グリーンパレス石岡（石岡市茨城3－16－20）
受講資格　概ね60歳代前半層（58歳～67歳くらい）の全
　　　　　日程出席できる方
定　　員　30名（希望者多数の場合、書類選考になります）
受 講 料　無料、ただし介護施設実習の検便代（1,000
　　　　　円程度）は負担となります。
申込方法　シルバー人材センターにある申込書に記入の
　　　　　うえ、直接申込みください。
申込締切　９月１日（月）

　　　石岡地方広域シルバー人材センター
　　　☎23－3399

「ホームヘルパー２級課程養成講座」
受講者募集

問

　7月16日から高齢者福祉センター白雲荘では、宿泊業務
を廃止しました。長い間ご利用いただきましてありがとうご
ざいました。

　　霞台厚生施設組合福祉センター白雲荘
　　☎２６－４１２６

「白雲荘」の宿泊業務廃止のお知らせ

問

問

申問



　県では、障がいのある方への理解を深めるために、「心の輪を
広げる体験作文」・「障がい者週間のポスター」を募集します。

◆心の輪を広げる体験作文
　応募資格　小学生部門・中学生部門および高
　　　　　　 校生・一般県民部門の３部門
　テーマ　　 出会い、ふれあい、心の輪　
　　　　　　―障がいのある人とない人との

心のふれあい体験を広げよう―
　応募方法　
　　①作文の題及び内容
　　　題は自由とし、障がいのある人とない人との心のふれあいの
　　　体験をつづったもので、未発表のものひとり１編に限る。
　　②制限字数等
　　　用紙は原則として、400字詰め原稿用紙
　　　（B4判縦書き）を使用。
　　　◉小学生部門・中学生部門　原稿用紙2～4枚程度
　　　◉高校生・一般県民部門　原稿用紙4～6枚程度
　　③応募用紙の提出
　　　応募作品には、題、住所、氏名（ふりがな）、年齢（生
　　　年月日）、性別、職業または学校名（学年）、電話・
　　　ファックス番号等、障がいの有無・程度その他参考
　　　となる事項を記入した用紙を添付する。
◆障がい者週間のポスター
　応募資格　小学生部門・中学生部門の２部門
　テーマ　　障がいの有無にかかわらず誰もが能力を発揮して
　　　　　　安全に安心して生活できる社会の実現
　応募方法
　　①内容
　　　障がい者に対する理解の促進等に資するとともに、障がいの
　　　ある人とない人との間の相互理解を促進するものとする。
　　　◉小学生部門
　　　　造形的表現で訴えるものとし、標語その
　　　　他の文字は入れないこと｡　
　　　◉中学生部門
　　　　標語その他の文字を入れることは差し支えない
　　　　　が、「12月３日から12月９日は障がい者週間」の標
　　　　　語は、内閣府がポスター作成の際に入れるので使
　　　　　わないこととする。なお、応募作品は、未発表のもの
　　　　　ひとり１点に限る。
　　②規格、画材等
　　　画用紙B3判（横364mm×縦515mm）またはいわゆ
　　　る四つ切り（横382mm×縦542mm）を使用し、これ
　　　に満たない作品は、B3判または四つ切の大きさの台
　　　紙に添付する。彩色及び画材は、自由とする。
　　　なお、内閣府が｢障がい者週間のポスター｣を作成する際の
　　　レイアウトの都合上、作品は縦位置（縦長）のみとする。
　　③応募用紙の提出
　　　応募作品には、住所、氏名（ふりがな）、年齢（生年月
　　　日）、性別、学校名（学年）、電話・ファックス番号、障が
　　　いの有無・程度その他参考となる事項を記入した用
　　　紙を添付する。
応募期限　９月５日（金）（障害福祉課必着）

　　　茨城県保健福祉部障害福祉課
　　　〒310－8555　水戸市笠原町978番6
　　　☎029－301－3375　FAX029－301－3370

「心の輪を広げる体験作文」
　「障がい者週間のポスター」を募集します

応問
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平成20年度 湖北水道企業団企業職員
採用試験のご案内 

　湖北水道企業団企業職員を採用するため、上記試験を湖北水道企
業団企業職員採用試験に関する要綱に基づき次のとおり実施します。 
受付期間　 ８月１日（金）～９月８日（月）
第１次試験　10月19日（日） 

職 種 採用予定人員 受　験　資　格

技術職 
（土木） 
（電気） 
（化学）

１名 

① 昭和50年４月２日から昭和62年４月１日まで
に生まれた方 

②下記のいずれかに該当する者に限る 
　ア 大学において土木・土木（水道）、電気、化学・

化学（水道）のいずれかに関する専門課程を履
修した方または履修予定（来春卒業予定）の方 

　イ 高校および専門学校において土木または電気
に関する科目を履修し、その後土木、電気ま
たは水道事業に関する実務経験が平成21年３
月末に２年以上となる方 

　ウ 土木または電気関係以外の大学および高校を
卒業後、土木、電気および水道事業に関する実
務経験が平成21年３月末に３年以上となる方 

　エ 第三種電気主任技術者以上の資格を有する方 

一　般 
事務職 １名 

① 昭和50年４月２日から昭和62年４月１日までに
生まれた方 

②下記のいずれかに該当する者に限る 
　ア 大学卒業以上（来春卒業予定を含む）の方 
　イ 高校卒業以上の方で、一般事務に関する簿記

やコンピュータ、情報処理などの資格を有す
る方 

　ウ 高校卒業以上の方で、有資格者の下で簿記や
コンピュータ、情報処理などの実務経験が平
成 21 年３月末に２年以上となる方 

　エ 高校卒業以上の方で、一般事務の実務経験が、
平成21年３月末に４年以上となる方 

※試験の結果によって、技術職の採用枠を増やすことがあります。

申込み・問い合わせ
湖北水道企業団総務課　☎２４－３２３２

（〒315 － 8522　石岡市田島二丁目６番４号）

要項および申込書の取得は、湖北水道企業団ホームページ
（http://www.kohoku.org）からダウンロードしてください。  

◎受験手続等

◎職種、採用予定人員及び受験資格 

仮設通路と交番内の通行について
　本格的な歩道の整備につきましては、茨城県水戸土木事務所
で整備される予定です。整備されるまでの間は、安全確保のた
め、仮設通路と小川地区交番の中を通行してください。

石岡
警察
署

小川
地区

交番
871

車庫

交差点

中延住宅跡地

12

63
1

7
8

13
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生涯学習インフォメーション生涯学習インフォメーション
【問い合わせ】
生涯学習センターコスモス（生涯学習係、玉里公民館・図書館・史料館・文化ホール）☎ 26－9111
小川公民館　☎ 58－3111 ／小川図書館・資料館　☎ 58－5828 ／やすらぎの里小川　☎ 58－4580
美野里公民館　☎ 48－1110 ／羽鳥公民館　☎ 46－1519 ／羽鳥ふれあいセンター　☎ 46－4748
農村女性の家　☎ 48－1757 ／農村環境改善センター　☎ 49－1011 ／玉川地区学習等供用施設　☎ 58－4118
小川運動公園　☎ 54－0602 ／希望ヶ丘公園　☎ 47－0167
小川 B&G海洋センター　☎ 58－5744 
玉里運動公園、玉里 B&G海洋センター、スポーツ振興係　☎ 26－5761

自分のつるし飾りで“ひなまつり”を楽しみませんか。
日　　程　9/9（開講式）、10/14、11/11、12/9、
　　　　　1/13、2/10（閉講式）
時　　間　午前 9 時 30 分～ 11 時 30 分
場　　所　小美玉市農村環境改善センター 
募集人員　15 名
講　　師　西尾 孝美 先生・西田 夏枝 先生
受 講 料　2,400 円
教 材 費　6,000 円（1 回あたり 1,000 円）
持参するもの　裁縫用具一式、ボンド、定規、
　　　　　チャコペンシル
問い合わせ　農村環境改善センター　☎ 49－1011

和布の手仕事和布の手仕事（つるし飾り）（つるし飾り）
特殊な加工により、新鮮な色合いと、生花のような質感
や形を保つ美しい「プリザーブド」。枯れることなく、咲
き続ける花を使って、貴方の感性を生かしてみませんか。
日　　程　9/15（開講式）、10/20、11/17、12/15、
　　　　　1/19、2/16、3/16（閉講式）
時　　間　午前 10 時～正午
場　　所　小川公民館　　
募集人員　20 名　　　　  
講　　師　中根 啓子 先生
受 講 料　2,800 円
教 材 費　その都度、花材代として 3,000 円程度
持参するもの　ぺンチ、ハサミ、筆記用具
問い合わせ　小川公民館　☎ 58 － 3111

プリザーブドフラワーと花あそびプリザーブドフラワーと花あそび

全く経験のない方でも安心。皆さんと楽しくパソコンの
基礎を学びましょう。
日　　程　10/3（開講式）、17、11/7、21、12/5、19、
　　　　　1/9、23、2/6、20（閉講式）
時　　間　午前 10 時～正午
場　　所　小川公民館
募集人員　10 名
講　　師　青柳 成美 先生
受 講 料　4,000 円
教 材 費　資料代 2,000 円程度
持参するもの　ノートパソコン、延長コード、筆記用具
問い合わせ　小川公民館　☎ 58－3111

初心者のパソコン教室初心者のパソコン教室
まゆ玉から四季の花を咲かせてみましょう !
日　　程　10/8（開講式）、22、11/12、19、12/10、
　　　　　24、1/14、28、2/25、3/11（閉講式）
時　　間　午後 1 時～ 3 時
場　　所　羽鳥ふれあいセンター　　
募集人員　20 名
講　　師　田崎 秀子 先生
受 講 料　4,000 円
教 材 費　その都度（1 作品につき 1,000 円程度）
持参するもの　筆記用具、小バサミ、目打ち（先の細い物）、
　　　　　まゆ等を入れる箱 
問い合わせ　羽鳥ふれあいセンター　☎ 46－4748

まゆクラフトまゆクラフト

ベスト等を編みながら、楽しく手編みの基礎を学びます。
日　　程　10/9（開講式）、23、11/13、27、12/11、
　　　　　18、1/22、2/12、26、3/12（閉講式）
時　　間　午前 10 時～午後 1 時
場　　所　美野里公民館　　
募集人員　15 名
講　　師　中本 初枝 先生
受 講 料　4,000 円
教 材 費　その都度（1 作品につき 5,000 円程度）
持参するもの　編棒（ない方は後日注文も可能です）、
　　　　　のこり糸、筆記用具
問い合わせ　美野里公民館　☎ 48－1110

初心者の手編み教室初心者の手編み教室
和服に興味や関心のある方、自分で着物を着て楽しみな
がらお出掛けしませんか ?
日　　程　10/11（開講式）、11/8、12/6（閉講式）
時　　間　午後 7 時～ 9 時
場　　所　小川公民館 
募集人員　15 名
講　　師　香取 弥寿枝 先生
受 講 料　1,200 円
持参するもの　着物、帯、長襦袢、足袋、タオル、伊達締め、
　　　　　着物ベルト、和装下着、紐  
問い合わせ　小川公民館　☎ 58－3111

着付け教室着付け教室
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生涯学習インフォメーション

第３回　小美玉市民ゴルフ大会参加者募集第３回　小美玉市民ゴルフ大会参加者募集
と　　き　10月17日（金）
と こ ろ　石岡ゴルフ倶楽部
参加資格　小美玉市民・市内事業所に勤務する方
参 加 料　2,000 円
プレー費　12,800 円（キャディ・昼食・ドリンク付）
競技規則　・日本ゴルフ協会競技規則
　　　　　・小美玉市民ゴルフ大会競技規則
競技方法　新ペリア方式　18 ホールストロークプレー
申込方法　所定の申込書により参加料を添えて、右記の
　　　　　場所へ申込みください。

　　　　　◇玉里海洋センター内　スポーツ振興係
　　　　　◇小川総合支所内　教育総務課窓口
　　　　　◇希望ヶ丘公園
　　　　　※１人での申込みは４名まで可能です。
申込期間　8 月 15 日（金）～ 29 日（金）
　　　　　午前 9 時～午後 5 時
　　　　　※定員（150 名）になり次第締切ります
問い合わせ　教育委員会生涯学習課　スポーツ振興係
　　　　　（玉里 B ＆ G 海洋センター内）
　　　　　☎２６－５７６１（直通）
　　　　　☎４８－１１１１　内線 3701

小美玉市に残された古文書を手本に、読解するための基
礎を学びましょう。
日　　程　10/17（開講式）、11/21、12/5、19、1/23、
　　　　　2/6、20（閉講式）
時　　間　午前 10 時～正午
場　　所　小川公民館
募集人員　20 名
講　　師　池上 和子 先生
受 講 料　2,800 円
持参するもの　筆記用具、近世古文書辞典 
問い合わせ　小川公民館　☎ 58－3111

古文書に親しむ古文書に親しむ
資　　格　市内在住・在勤・在学の方
受付施設　○小川公民館
　　　　　　（毎日 午前 9 時～午後 5 時、※土日は除く）
　　　　　○美野里公民館
　　　　　　（毎日 午前9時～午後5時、※水曜・祝日は休館）
　　　　　○玉里公民館
　　　　　　（毎日 午前9時～午後5時、ただし、月曜・祝日は休館）
　　　　　○羽鳥公民館
　　　　　　（ 水、木、金は午前 9 時～午後 5 時、火、土は

午前 9 時～正午。ただし、水曜・祝日は休館）
　　　　　○羽鳥ふれあいセンター
　　　　　　（ 火は午後 1 時～ 5 時、水、木、金は午前 9 時～午後 5

時、土は午前 9 時～正午、ただし、月曜、祝日は休館）
　　　　　○農村環境改善センター
　　　　　　 （ 月、木、金は午前 9 時～午後 5 時、火、土は午前

９時～正午。ただし、月曜休館、祝日は受付不可）
　　　　　○農村女性の家
　　　　　　（ 水、木、金は午前 9 時～午後 5 時、火、土は

午前 9 時～正午。ただし、月曜・祝日は休館）
◎ 休館日と祝日が重なった場合は翌日も休館日になりま

すのでご注意ください。
申込方法　 受講をご希望の方は、受講料と教材費を添えて

最寄りの公民館施設に直接お申込みください。
　　　　　※ 電話、ファックス、メール等での申込みは

受付しません。
受付期間　8 月 21 日（木）～ 28 日（木）
受付時間　 午前 9 時～午後 5 時 ※受付時間は施設により異

なりますので、上記〔受付施設〕でご確認ください。
受講者の決定　先着順（定員になり次第締切ります。）
その他
　・ 募集人員に満たない講座（募集人員の半数以下の場

合）は、開講しない場合があります。その場合、受
講希望者へは電話等でお知らせします。受講料は、
領収書と引換えに返金しますので領収書は大切に保
管してください。

　・ 受講料の他に材料費、テキスト代に要する経費等は
別途受講者負担となります。

　・ 講座開始後、途中でやめられても受講料（材料費）は
返金しませんのでご了承ください。

　・ 講師の都合など、やむを得ない事情で日程等が変更
になることがあります。

　生涯学習センターコスモスのフラダンス講座（増沢倶
子代表15名）の皆さんが、７月18日に玉里保健福祉セン
ターで行われた社会福祉協議会主催の「ふれあい会食会」
でダンスを披露し、お年寄りの方がたとひとときを過ご
しました。また、おはなし会「ひこうせん」の皆さんも、
わらべ唄や俳句クイズなどをしてお手伝いしました。

～講座の成果を～講座の成果を
ボランティアで～ボランティアで～

◎各種講座の受付は、
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■
■
■

8月・9月のおはなし会8月・9月のおはなし会

生涯学習インフォメーション

文化財の巡視を行います文化財の巡視を行います
　文化財は、地域の歴史や文化の成り立ちを理解するうえで欠くことのできない私たちの貴重な歴史的財産で、将来
の文化の向上・発展の基礎をなすものです。小美玉市には、県・市指定の文化財や遺跡など多くの文化財が所在して
います。
　また、茨城県では、これらの貴重な文化財を保護するために文化財保護指導員を置き、委員による文化財の巡視を
年 3 回行っていますのでお知らせします。

○巡視対象文化財
　野中貝塚　久殿の森古墳群　稲荷前遺跡　すすき山遺跡　鷺沼遺跡　愛宕山古墳群　三所神社遺跡　
　高崎城址　中台遺跡　権現平遺跡　出口遺跡

リーダーバンクと生涯学習出前講座リーダーバンクと生涯学習出前講座
　生涯学習センターコスモスでは、「リーダーバンク（人材バンク）」と「出前講座」を開設します。市民の皆さんの豊富
な知識、経験、技能などを地域活動に生かしてください。「リーダーバンク」に登録していただいた方を、地区の集ま
り・学校・子ども会などの依頼に応じてご紹介し、「出前講座」として活躍していただきます。
　例えば、手作り料理の得意な方を地区の集まりに紹介したり、手品の得意な方を幼稚園のお楽しみ会に紹介したり
します。
“あなたの手” を借りたい “誰か” がいます。“誰か” を手助けしたい “市民（わたし）” がいます。

■リーダーバンク登録者募集
　①個人登録　あなたの経験や技能（資格）を生かしてください。
　②団体登録   グループのパワーを発揮してください。
■登録申請
　 　所定の用紙に必要事項を記入して、生涯学習センターコスモス・小川公民館・美野里公民館に直接提出または郵

送してください。
　㊟営利目的、政治宗教活動を目的とした団体などは登録できません。
　　申請を受けてから内容を確認してリーダーバンクに登録します。
■登録期間
　 　登録した日から、翌年度の３月31日までです。その後、継続される方は２年ごとに更新の手続きを行っていた

だきます。
■謝金等
　　 謝金を受け取ることはできません。交通費や材料費などは依頼者との協議により個別に決めることになります。

■出前講座依頼
　 　リーダーバンクのご利用を希望される際には、出前講座希望日の原則30日前までに所定の用紙に必要事項を記

入して、生涯学習センターコスモス・小川公民館・美野里公民館に直接提出してください。
■出前講座開始
　　平成 20年10月１日からを予定してます。

■リーダーバンク（人材バンク）の利用

リーダーバンク
登録者

リーダーバンク利用者
（各地区・子ども会・ 学校など）

生涯学習センター
コスモス
相 互 調 整

（コーディネート） 〈イメージ図〉

出前講座
の実施

打ち合わせ

紹介

紹介依頼登録申請

活動依頼
調整

問い合わせ
　●生涯学習センターコスモス　☎ 26－9111
　　〒311－3433　小美玉市高崎 291－3
　●小川公民館　☎ 58－3111
　　〒 311－3423 小美玉市小川 1661－1
　●美野里公民館　☎ 48－1110　
　　〒 319－0106 小美玉市堅倉 835

  ※ リーダーバンクおよび出前講座の所定用紙は、上記施設に備えてあ
ります。また、市のホームページ→教育委員会→「生涯学習」からダ
ウンロードできます。

【問い合わせ】   茨城県教育庁文化課　埋蔵文化財担当　☎０２９－３０１－５４５３
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自
衛
官
募
集

9月
日 月 火 水 木 金 土

7
14
21
28

1
8
15
22
29

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

小　川　図　書　館 平日 午前9時30分～午後6時      
 土日 午前9時30分～午後5時      
玉　里　図　書　館 全日 午前9時30分～午後6時      
美野里公民館図書室 全日 午前9時30分～午後10時

小美玉市図書館・図書室カレンダー

開館
時間

8月
日 月 火 水 木 金 土

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

5
12
19
26

＊■■は小川図書館･玉里図書館の休館日です。
＊■は美野里公民館図書室の休館日です。
＊■は全館･全室の休館日です。

4
11
18
25

3
10
17

　夏の思い出を絵にして、暑中見舞い・残暑見舞い
を送りませんか。心を込めて、自分らしい絵手紙を描
いてみましょう。
　絵手紙の道具や描き方に決まりはありませんが、一般
的な道具や、基本的な技法がわかる本を紹介します。
『気軽に楽しむ絵てがみ入門』　（所蔵館：小川・美野里）
『はじめての絵てがみ』　（所蔵館：玉里）

『ハリー・ポッターと死の秘宝』　（J・K・ローリング）
　ハリー・ポッターシリーズの最終巻です。前巻で明らかになっ
た”分霊箱”の存在。7つ全てを破壊しない限り、宿敵ヴォルデ
モートは何度でも復活します。ハリーたちは、全ての分霊箱を壊
し、ヴォルデモートを倒すことができるのでしょうか？
　大人気のシリーズですので、貸出中のときは予約をしてくだ
さいね。（所蔵館:全館）

Library information

8月・9月のおはなし会8月・9月のおはなし会8月・9月のおはなし会8月・9月のおはなし会

・  8月 9 日（土） 午前10時30分～   
・  8月23日（土） 午前10時30分～   
・  9月13日（土） 午前10時30分～   
・  9月27日（土） 午前10時30分～   

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　和室小川図書館 小川図書館　２階　多目的室

美野里公民館図書室 美野里公民館　2階　講座室

・  8月 9 日（土） 午前10時30分～
・  9月13日（土） 午前10時30分～

・  8月23日（土） 午前11時～
・  9月27日（土） 午前11時～

24　　 　　　  31

おススメ本紹介コーナー

絵手紙を描いてみませんか？ いよいよ完結！

2
9
16
23
30

種　  別 ２等陸・海・空士
9月19日（金）（男子）　9月21日（日）（男子）
勝田駐屯地・霞ヶ浦駐屯地
9月28日（日）（女子）　霞ヶ浦駐屯地

9月29日（月）（男子）　古河駐屯地

3月下旬～4月上旬

18歳以上27歳未満 （21年4月1日現在）

初任給：159,500円　期末・勤勉手当　年2回、4.5カ月 （19年度） 学歴・経歴等により異なります。
退職手当：（任期制隊員）陸は1任期終了時（2年）に約61万円、海・空は1任期終了時（3年）に約97万円支給されます。
2等陸・海・空士：任期終了後希望する者は選考により継続任用できます。また士長昇任1年で3曹への受験資格があります。
一般曹候補生：入隊後2年9カ月経過以降、選考により3曹へ昇任します。
航空学生：入隊後3～4年で （事業用操縦士） を取得し、課程教育終了後パイロットとして幹部へ昇任します。
自衛隊茨城地方協力本部募集課
〒310-0011　水戸市三の丸3-11-9　☎029－231－3315　
URL http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/

18歳以上27歳未満 
（21年4月1日現在）

高卒 （21年3月卒業見込み含む。）
21歳未満 （21年4月1日現在）

3月下旬～4月上旬 3月下旬～4月上旬

男子：年間を通じて受付
女子：8月1日～9月10日 8月1日～9月10日

9月20日（土）
勝田駐屯地
霞ヶ浦駐屯地

9月23日（火）
霞ヶ浦駐屯地

8月1日～9月10日

一般曹候補生 航空学生（海上・航空）

試験日
及  び
会　  場

受付期間

入隊月

応募資格

給与等

その他

問い合わせ
百里分駐所　☎52－1366
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9月のほけんがいど9月のほけんがいど

当番日

  2日
  3日
  9日
10日
16日
17日
23日
24日
30日
31日
  6日
  7日
13日
14日
15日
20日
21日
23日
27日
28日

平日の漏水当番については水道局（☎48－1111）までお問い合わせください。

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

㈱岡建設
亀山建設㈱
㈱尾形工務店
中村工業㈱
中村建設㈱
㈱岡建設
㈱内藤工務店
㈲尾形工務店
㈱大栄
中村建設㈱
㈱出沼興業
㈱内藤工務店
㈲山口水工
㈱大栄
中村建設㈱
㈲広瀬商事
㈱出沼興業
㈲尾形工務店
本田工業㈱
㈲）山口水工

☎５８－３５７２
☎５８－２９０１
☎５８－１７０１
☎５８－３０２５
☎５８－３０６０
☎５８－３５７２
☎５８－２０５０
☎５８－１７０１
☎５８－５８５１
☎５８－３０６０
☎５８－２４６７
☎５８－２０５０
☎５８－０１２９
☎５８－５８５１
☎５８－３０６０
☎５３－０８３３
☎５８－２４６７
☎５８－１７０１
☎５４－０１５８
☎５８－０１２９

興和工業㈱
金敷電設工業㈱
㈱川名工務店
㈲土井建設
㈱常陸開発工業
㈱エイブルコーポレーション
㈱）小林工業
㈲長谷川設備
㈱クボタ総建
㈱スズヤ
金敷電設工業㈱
金藤水道工事店
㈲土井建設
㈱鶴亀
仲田鋼建㈱
㈱エイブルコーポレーション
㈱大健
金敷電設工業㈱
㈲大和田建設
㈲大和田建設

☎４９－１１０３
☎４８－０２１１
☎４６－０３０５
☎４９－１８５２
☎４９－１４６６
☎４７－０８８２
☎４８－２３７５
☎４６－０５５３
☎４６－０００６
☎４６－０００７
☎４８－０２１１
☎４８－４４４０
☎４９－１８５２
☎４７－０８８１
☎４６－０３１６
☎４７－０８８２
☎４７－００１２
☎４８－０２１１
☎４８－３３５１
☎４８－３３５１

湖北水道
企業団 
☎24－3232

連絡先

8
月

9
月

●母子保健事業

●成人保健事業

と　き 事業名（受付時間） 対　象　者 と　こ　ろ
1 月 10か月児健診（13：00～ 13：30） 美野里（平成19年9月～ 10月生） 四季健康館
2 火 育児相談（9：30～ 11：00） 乳幼児と保護者 四季健康館
6 土 ハローベビー教室：育児編（9：15～ 9：30）妊婦およびご家族 玉里保健福祉センター
12 金 ４か月児健診（13：00～ 13：30） 小川・玉里（平成20年4月～ 5月生） 玉里保健福祉センター
16 火 1歳 6か月児健診（13：00～ 13：30） 小川・玉里（平成19年1月～ 2月生） 小川保健相談センター

17 水
育児相談（9：30～ 11：00） 乳幼児と保護者 玉里保健福祉センター
2歳児歯科健診（13：00～ 13：30） 美野里（平成18年6月1日～ 7月20日生） 四季健康館

18 木 ポリオ（13：00～ 13：30） 生後３か月～ 90か月未満 四季健康館
19 金 ポリオ（13：00～ 13：30） 生後３か月～ 90か月未満 小川保健相談センター
26 金 ３歳児健診（13：00～ 13：30） 美野里（平成17年3月～ 4月生） 四季健康館
30 火 ポリオ（13：00～ 13：30） 生後３か月～ 90か月未満 四季健康館

と　き 事業名（受付時間） 対　象　者 と　こ　ろ
4 木 特定健診、健康づくり健診、結核・肺がん

検診、前立腺がん検診、肝炎検査
（9：30～ 11：30、13：00～ 14：30）

申込み不要
希望者は直接健診会場へお越しください。四季健康館5 金

6 土
8 月 子宮がん・乳がん検診（12：15～ 13：00）

要予約（申込締切 8月 29日）
詳しくは8ページをご覧ください。

小川保健相談センター
9 火

子宮がん・乳がん検診（12：15～ 13：00） 四季健康館
10 水
11 木
12 金
13 土
11 木 こころのデイケア（9：30～ 10：00） 希望者※要予約 玉里保健福祉センター

18 木
こころの健康相談（9：30～ 10：00） 希望者※要予約 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 四季健康館

25 木 こころの健康相談（9：30～ 10：00） 希望者※要予約 四季健康館



※防火教室および救急講習会等については、随時各消防署にお
　いて受付を行っておりますので、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

火災の問い合わせ　☎５８－０１１９(自動音声案内)
病 院 の 照 会 等　各消防署へ電話にてお問い合わせください。

平成20年
小美玉市管内における火災・救急出場件数

区　　分

火　　災

救　　急

6月中 累　計

2

139

74

31

12

22

16

817

519

115

93

90

急　　病

交通事故

一般負傷

そ  の  他

小美玉市消防本部　〒311-3423　小美玉市小川 43-2　
　　　　　　　　　　☎５８－４５４１　FAX５８－１１９０

【問い合わせ】

１１９番通報はあわてず確実に１１９番通報はあわてず確実に１１９番通報はあわてず確実に１１９番通報はあわてず確実に１１９番通報はあわてず確実に

連
絡
先

　生活になくてはならない自動車。しかし一方で、大気汚染や交通渋滞
等の問題が生じています。
　近くに外出するときは、徒歩や自転車で移動しましょう。大気汚染や騒
音も減り、健康にもよく、まさに一石二鳥。

「もったいない」とは、ものを大切にするこころ。「もったいない」とは、ものを大切にするこころ。
～自動車を使わず燃料節約～

一般電話から
　●通報は落ち着いて、消防職員の問いかけに答えるようにしてください。
　●応急手当を確実に行えれば救命率が高まります。電話での指導に従ってください。
　●サイレンが聞こえたら、手を振るなどして消防車や救急車を誘導してください。
　　もしもの場合に備えて、住所等のメモを電話の近くに貼っておきましょう。

携帯電話から
　●携帯電話は電波状況により他の消防本部につながってしまうことがあります。その時には管轄の消防本部に転送さ
　　れますので、通報場所をよく把握してください。
　●運転中での携帯使用は大変危険です。また、道路交通法でも禁止されていますので、安全な場所に停車してから
　　119番通報してください。
　●詳しい状況を確認するため、再度消防本部から電話することがありますのでご協力願います。

その他のお願い
　●緊急時以外での119番の使用は避けてください、他からの119番が受信出来なく
　　なります。問い合わせ等があれば消防本部・最寄りの消防署までおかけください。
　●間違えて119番をかけたときは、「間違いです」と告げてください。何も言わずに
　　電話を切ると確認作業により119番回線が使用出来なくなってしまいます。
　●通報者の方に火災・救急等の内容を詳しく聞くことがあります。その時はご協力
　　願います。

全国消防イメージキャラクター｢消太｣は、より一層｢親しまれる消防｣をめざ
して、消防防災に係るさまざまな広報活動に使用することを目的に自治体消
防制度60周年を記念して作成した、消防共通のイメージキャラクターです。
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休日診療当番医(外科・歯科)

人　口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53,009人（＋22）
　男　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,851人（＋16）
　女　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,158人（＋ 6 ）
世帯数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,431戸（＋36）

人口と世帯数 （平成20年7月1日現在）

・市県民税 第2期分

・国民健康保険税　第4期分

・介護保険料　第3期分

（※納期限は、9月1日となっています。）

８月の納税・納付

緊急診療所（石岡市医師会病院内）☎23－3515
緊急診療所（内科・小児科）

献血

8月3日・10日・17日・24日・31日
◆受付　午前９時～11時30分　午後１時～３時30分

8月  5日（火）　10：00～16：00　ウェルサイト石岡
8月20日（水）　10：00～16：00　ジャスコ石岡店

8月2日・3日・9日・10日・16日・17日・23日・24日
　  30日・31日
◆受付　午後７時～10時30分

休　日

夜　間

 8月 8月 8月

(　　）は前月比

 8月 8月 8月
◆受付  午前９時～11時30分・午後１時～３時30分
日
3
10
17
24
31

  外　　　科

日
14
15
16

  歯　　　科

石岡市医師会病院
関クリニック
友部整形外科
山王台病院
田中クリニック

（石岡市）
（石岡市）
（石岡市）
（石岡市）
（石岡市）

☎（22）4321
☎（23）8300
☎（26）2339
☎（26）3130
☎（23）2288

青木歯科医院
今松歯科医院
親見歯科医院

（石岡市）
（かすみがうら市）
（石岡市）

☎（22）2777
☎ 029-833-0200
☎（24）4182

市長と直接お話をしてみませんか？　

　※対話は1人30分程度でお願いします。
　※前日までに電話でご予約のうえ、おいでください。

と　き　8月27日（水）午前10時～正午

ところ　市役所1階　相談室

【予約・問い合わせ】 秘書広聴課　広報広聴係
☎48-1111　内線1221

対話の日対話の日対話の日 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。 ※は弁護士が相談に応じます。
事前にご予約ください。

国の行政全般についての要望や苦情を伺います。
相談は無料で秘密は厳守されます。

行 政 相 談

【問い合わせ】 秘書広聴課　広報広聴係
☎48－1111　内線1221

9月 3日
午後1時～4時

9月10日
午後1時30分～4時30分

　社会福祉協議会美野里支所（四季健康館内）
　☎３６－７３３０
※社会福祉協議会本所
　☎３７－１５５１

9月17日
午後1時～4時

　社会福祉協議会小川支所
　☎５８－５１０２

9月24日
午後1時～4時

※社会福祉協議会美野里支所（四季健康館内）
　☎３６－７３３０

【問い合わせ】 社会福祉課（玉里総合支所内）　社会福祉係
☎48-1111　内線3224

人権相 談
人権問題等でお困りのことがありましたら、お気軽に
ご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。相
談は無料で、秘密は守られます。

9月4日（木） 四 季 健 康 館

午前10時～午後3時
9月10日

9月17日

9月18日

午前10時～正午
玉里総合支所2階　相談室
小出智惠子　相談委員
午後1時30分～3時30分
小川保健相談センター
中島　庸夫　相談委員
午後1時～3時
小美玉市役所1階　相談室
石﨑　渡　相談委員

次回お知らせ版 9月号の発行日は 8月28日（木）です。 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/mobile/index.html

〈編集・発行〉小美玉市役所秘書広聴課
　　　　　　 ☎ 0299－ 48－1111　内線1221


