
　現在、車道や歩道の一部において、樹木の張出しや雑草などの繁茂による通行の妨げや防犯上危険な個所が見受け
られます。枝の張出し、倒木が原因で車両や歩行者に事故が発生した場合、当該樹木の所有者が責任を問われる場合
がありますのでご注意ください。

　①観賞用樹木の枝や生垣が、車道や歩道に張出している。
　②枯れ木や折れ枝、雑草などによる通行障害がある。（またはそのおそれがある）
　③竹林の繁茂による通行障害がある。（またはそのおそれがある）

　このような樹木の所有者の皆さまには、トラブルに巻き込まれることのないように、樹木・雑草の伐採または枝払いを
お願いします。
　また、普段の管理に加え、強風や大雨の後には特にご注意ください。

〈作業時の注意事項〉
　 ⒈ 電線や電話線のある個所の作業は、危険を伴う場合がありますので、事前に最寄りの東京電力（株）またはNTT
　　　各支店に連絡し、立会いのもとで行ってください。
　 ⒉ 作業にあたっては、通行する車両・自転車及び歩行者の安全確保と樹木からの転落防止などを十分ご配慮ください。
　 ⒊ 道路交通を止めて作業する場合は、石岡警察署への道路交通法の手続きが必要となりますのでご相談ください。

問い合わせ　水戸土木事務所管理課　☎０２９－２２５－４０６１
　　　　　　小美玉市役所　管理課　☎４８－１１１１　内線1434

窓口での本人確認にご協力ください窓口での本人確認にご協力ください
－５月１日から窓口での届出、証明書の請求に本人確認が法律上のルールになりました－

　戸籍法及び住民基本台帳法が改正されたことにより、５月１日から住民票の写しや戸籍謄本などを申請する
とき、また、婚姻や養子縁組の届出、転入や転出の届出のときに申請窓口で本人確認が必要となります。
　市役所では、すでに窓口での本人確認を行っていましたが、より厳格に行うようになりました。窓口においで
の際は、運転免許証などの顔写真がついた本人確認ができる証明書類をお持ちください。
　また、保険証など顔写真が無い証明書類のみお持ちの方は、２種類の証明書類をお持ちください。

市民課　☎４８－１１１１　内線1111【問い合わせ】

道路へ張り出している
樹木・雑草は刈っておきましょう

道路へ張り出している
樹木・雑草は刈っておきましょう
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　良質米の生産に病害虫防除はかかせない大切なものです。
　今年も、水稲の病害虫を防除するための無人ヘリコプターによるカメムシ・イモチ病の防除（農薬散布）を、
小川地区内水田と美野里地区内水田で実施します。

勤 務 日　８月１日～
　　　　　毎週月曜～土曜日（祝日は除く）
勤務時間　午前７時～午後７時（時間内で交代勤務）
賃　　金　日給7,000円（通勤手当有，社会保険加入）
募集対象　保育士資格を有する者（40歳くらいまで）
申込方法　履歴書に保育士資格証明書（写）を添えて、７月15日（火）までに
　　　　　福祉事務所児童福祉係（玉里総合支所２階）へ提出してください。
問い合わせ　☎４８－１１１１　内線 3226・3227

無人ヘリコプターによる農薬空中散布を実施します

地 区 名

実施予定日

実 施 時 間

実 施 区 域

薬 剤 名

実 施 主 体

問い合わせ

小川地区 美野里地区

7月30日（水）　＜雨天順延＞ 8月2日（土）　＜雨天順延＞

午前5時ごろ～11時ごろまで 午前4時ごろ～10時ごろまで

小川地区内水田

アミスターエイト、スタークル液剤10の混合剤（予定）

美野里地区内水田

JA常陸小川水稲空中防除協議会 JA美野里町・小美玉市

JA常陸小川　営農経済部
☎58－5600

JA美野里町農産センター
☎48－1691

①実施当日に雨天の時、または実施までの天候の都合により順延となる場合がありますので、
　実施日を変更する場合には防災無線により周知します。
②安全のため、散布実施後２～３日は水田に入らないでください。
③たばこ耕作者は、水田付近は散布日前に収穫してください。
④養魚池などは散布当日にかけ流しをしてください。
⑤水田付近で家畜の放し飼いはせず、飼料などは事前に確保してください。
⑥散布地域付近の野菜などは、14日以上おいてから使用してください。
⑦飲料水・食物には、ビニールなどの覆いをして、薬剤のかからないように注意してください。
⑧自動車などに直接薬剤がかかった場合はすぐに水洗いをしてください。
⑨通勤・通学者は、ご注意ください。
⑩水田付近で洗濯物・ふとんなどを干す場合には、散布時間を避けてください。

■次のことに十分注意してください！
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　７月１日から、下水道が利用できる区域が拡大されます。
　新たに利用できるのは、美野里処理分区の高場、小曽納、大谷、張星、旭地区のそれぞれ一部で、次の図のとおり
です。（青色部分）
　下水道は、私たちの生活環境を快適にするだけでなく、水質汚濁を防止し地球環境を豊かにするもので、市民の
皆さんが利用していただくことで初めてその目的を果たすことができます。
　市では、下水道への接続期間の目安を供用開始後３年以内として推進しています。下水道事業の趣旨をご理解
いただき、早期接続をお願いします。なお、３年以内に接続される方には、補助金の交付や融資斡旋（利子の全額補
給）の支援制度を設けていますので、ご活用ください。

　※補助金………供用開始1年以内：30,000円、3年以内：10,000円
　※融資斡旋……接続工事資金を借り入れた場合の利子を市が負担

【受益者負担金】
　７月１日から供用開始になった区域にお住まいの方や土地を所有している方には、今年度から受益者負担金を
納付していただくこととなります。受益者負担金とは、下水道施設の建設費用の一部を、下水道が利用できる方に負
担していただく制度です。
　○美野里負担区
　　所有している土地の面積１㎡あたり580円です。なお、500㎡を超える部分は徴収猶予の対象となります。

下水道課　☎４８－１１１１　内線2121【問い合わせ】
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　自営業者等の第１号被保険者の方は、自分自身で保険料を納付しなければなりません。しかし、経済的な理
由などから、どうしても保険料を納付することが困難な方には、保険料の全額または一部を免除する制度があり
ます。受付開始月は毎年７月からとなり、免除申請が承認されると来年の６月まで、全額免除または一部免除と
なりますので、希望される方はお早めに手続きを行ってください。

●全額免除
　⒈保険料の全額（月額14,410円）が免除されます。
　⒉年金額は、保険料全額を納めたときと比べて1/3として計算されます。

●3/4免除
　⒈保険料の月額14,410円の3/4を免除し、残りの1/4（月額3,600円）を納付していただくものです。
　⒉年金額は、保険料全額を納めたときと比べて1/2として計算されます。

●半額免除
　⒈保険料の月額14,410円の1/2を免除し、残りの1/2（月額7,210円）を納付していただくものです。
　⒉年金額は、保険料全額を納めたときと比べて2/3として計算されます。

●1/4免除
　⒈保険料の月額14,410円の1/4を免除し、残りの3/4（月額10,810円）を納付していただくものです。
　⒉年金額は、保険料全額を納めときと比べて5/6として計算されます。

※一部免除については、承認された額の保険料を納めないと未納期間と同じ扱いになりますのでご注意ください。

手続きに必要なもの
　①年金手帳②印かん③今年度1月以降に転入された方は、所得証明書
　④失業して間もない方は、雇用保険受給者証もしくは雇用保険被保険者離職票等の写し
　⑤同世帯の方が手続きする場合は、来庁される方の身分確認できるもの

全額免除と一部の判定の目安は…
　　本人・配偶者・世帯主のそれぞれの前年の所得により審査されます。免除対象となる所得（収入）の目安は
　下表のとおりです。

国民年金保険料免除制度国民年金保険料免除制度
～毎年申請が必要です～

☆免除対象となる所得（収入）の目安

（　）内は収入ベース

世帯構成

4人世帯
（3人扶養）

2人世帯
（1人扶養）

単身世帯
（扶養なし）

162万円
（258万円）

92万円
（157万円）

57万円
（122万円）

192万円
（300万円）

116万円
（192万円）

78万円
（143万円）

232万円
（357万円）

156万円
（249万円）

118万円
（195万円）

272万円
（408万円）

196万円
（306万円）

158万円
（252万円）

全額免除
３/４免除 半額免除

一部免除
１/４免除
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「小美玉市障がい者水の集い」参加者募集「小美玉市障がい者水の集い」参加者募集
日ごろ水に接する機会が少ない障がいをお持ちの皆さま、水に接してみませんか？

と　　き　８月９日（土）　午前10時～午後１時
と こ ろ　茨城県立リハビリテーションセンター　室内温水プール
　　　　　笠間市鯉渕6528－2（旧友部町）
開催内容　プール内歩行・ポートボール・自由遊泳などを予定しています。
参加資格　小美玉市に居住する身体障がい者手帳・療育手帳、または精神障がい者保健福祉手帳を所持
　　　　　している方で、プールに入ることが可能な方（先着15名）ただし、参加者のうち18歳未満の方は
　　　　　保護者同伴とします。
参 加 料　無料（昼食は主催者側で用意します。）
移動手段　小美玉市内の公共施設に集合し、市公用バス等にて開催場所まで移動します。直接、開催場所
　　　　　までの自家用車等での来場も可能です。（ただし、その際の交通費は各自負担となります。）
参加申込　小美玉市福祉事務所（本所・支所）に備えてある参加申込書にご記入のうえ、
　　　　　7月10日（木）～22日（火）までに各福祉事務所にお申込みください。

　　　＜申込書設置場所・提出先＞

　　　①小美玉市福祉事務所社会福祉課社会福祉係
　　　　小美玉市上玉里1122（玉里総合支所内）

　　　②小美玉市福祉事務所小川支所
　　　　小美玉市小川4－11（小川総合支所内）

　　　③小美玉市福祉事務所美野里支所
　　　　小美玉市部室1106（四季健康館内）

○その他、次のような制度もありますので、学生等の理由で未納のままになっている方は、忘れずに手続きを
　行ってください。

学生納付特例制度……本人の所得が一定以下の場合、学生証を持参し、申請することによって在学期間中の
　　　　　　　　　　保険料の納付を後払いできる制度です。
　　　　　　　　　　毎年申請が必要で、特例となる期間は４月から翌年３月までとなります。
若年者納付猶予制度…20歳代の本人と配偶者の所得が一定以下の場合、申請することによって保険料の納付
　　　　　　　　　　を後払いできる制度です。
　　　　　　　　　　毎年申請が必要で、承認期間は７月から翌年６月までとなります。
　　　　　　　　　　（ただし、年度の途中で30歳に到達する方については、30歳到達する月の前月までの承認となります。）

　なお、全額免除または若年者納付猶予が承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじ
め希望（申請書の申請者記入欄の「はい」に○をつけてください）された場合は、翌年度以降、あらためて申請を
行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。
　また、免除または猶予された保険料については、将来受け取る年金が少なくならないよう、10年以内であれば
納付することができます。このとき、承認された年度から３年度目以降に納付する場合は、経過年数に応じて当
時の保険料に加算された額となります。
　あとで生活に余裕ができたときには、年金額を増やすためにも追納しましょう。

市民課　国民年金係　☎４８－１１１１　内線1108【問い合わせ】

問い合わせ

小美玉市福祉事務所社会福祉課社会福祉係

小美玉市上玉里１１２２（玉里総合支所内）

☎４８－１１１１　内線3225・3224
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● 医療機関で受診し、1か月の自己負担限度額（高額療養費算定基準額）を超えたときは、病院の窓口で「限度
額適用認定証」を提示することで、支払額が自己負担限度額（表 1・2）までとなり、多額の現金を支払う必要
がありません。
　 現在発行されている（すでに申請されている方）、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額
認定証」の有効期限が平成 20年 7月 31日で切れます。下記により更新の手続きをよろしくお願いします。

「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請方法等 
　①申請を行う世帯の世帯主に、国民健康保険税の滞納がないことが要件です。
　② 入院する前に、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療保険課または各総
合支所総合窓口課で交付申請をしてください。

　　持参するもの…… 保険者証、印かん、住民税非課税世帯で「標準負担額減額認定証」を持っている人は、「標
準負担額減額認定証」を持参してください。

　③  入院するとき、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院に提出してくだ
さい。 

　※有効期間　平成20年８月１日～平成21年７月31日（1年間）

〈70歳未満の方の自己負担限度額（月額）〉

所得区分 初回～ 3 回目までの限度額 4 回目以降の限度額※
一　　　般   80,100 円＋（医療費－267,000 円）×１% 44,400 円

上位所得者 150,000 円＋（医療費－500,000 円）×１% 83,400 円

住民税非課税世帯 35,400 円 24,600 円

※過去12か月間に世帯で高額療養費の支給が４回以上あった場合の４回目以降の限度額。
※上位所得者とは基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯のことです。
※ 厚生労働大臣の指定する特定疾病の方は、１か月の自己負担額は 10,000 円（人工透析が必要な上位所得者は 20,000 円）まで
となります。別途「特定疾病療養受療証」が必要となりますので窓口でご相談ください。

〈70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額（月額）〉

所得区分 医療費の負担 外来限度額
（個人ごとに計算） 入院および世帯の限度額

現代並みの所得がある人（※ 1） 3 割 44,400 円
80,100 円＋（医療費－
267,000円）× 1％
（44,400円）

一　　　般

1割

12,000 円 44,400 円

低所得（住民税非課税）
低所得Ⅱ（※ 2）

 8,000 円
24,600 円

低所得Ⅰ（※ 3） 15,000 円
⑴月ごとの受診について計算します。 
⑵入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは対象外になります。
⑶表にある（　）内の額は、過去12か月間に４回以上高額療養費の支給を受ける場合の４回目からの限度額です。
⑷ 「低所得 I」・「低所得 II」の人が入院等の治療を受ける場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。「限度額適用・
標準負担額減額認定証」の有効期間は１年です。毎年８月に更新の手続きを行ってください。

● 住民税非課税世帯の人は、「標準負担額減額認定証」、（70歳以上で「低所得 I」・「低所得 II」の人は「限度額適
用・標準負担額減額認定証」）を病院の窓口へ提示することにより、食費の減額（表 3）が受けられます。

表 1

表 2
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区　　　　分 食費（1 食当たり）

1 ・一般（下記以外の人） 260 円

2
・住民税非課税世帯

・70 歳以上で低所得 II（※ 2）の人

90 日までの入院 210 円

過去 12 か月で 90 日を超える
（91 日目からの）入院 160 円

3  70 歳以上で低所得 I（※ 3）の人 100 円

（※ 1）「現役並みの所得がある人」とは、同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
　　　 ただし70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2 人以上の場合は520万円未満、1 人で383万円未満の場合は申

請により、「一般」の区分と同様に１割の負担となります。
（※ 2）「低所得 II」の人とは、同一世帯の世帯主および国保の被保険者が、住民税非課税の人です。
（※ 3） 「低所得I」の人とは、同一世帯の世帯主および国保の被保険者が、住民税非課税で、かつその世帯の各所得などから必要経費・

控除（年金の所得は控除額を80万円として計算）を引いた所得が 0円となる世帯の人です。

　平成20年８月から平成22年７月末までの間、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行する人がいて
現役並み所得者になった高齢者単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入 383万円以上で同一世
帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、限度額についてのみ「現役並み所得者」でなく「一
般」（自己負担割合は「現役並み所得者」の 3割）を適用します。

【問い合わせ】   医療保険課　☎４８－１１１１　内線 1102・1103

結婚相談員にご相談ください結婚相談員にご相談ください
－石岡地方結婚相談所－－石岡地方結婚相談所－

　小美玉市・石岡市・かすみがうら市の３市で、結婚を望まれる方のために石岡地方結婚相談所を開設して
います。相談所では、１組でも多くの似合いのカップルが誕生し幸せな家庭を築けるよう、毎月１回、3市
の結婚相談員が集まって結婚相談員会議を実施しています。

【申込方法】
　石岡地方結婚相談所支所（市役所地域振興課）にある、「結婚相談申込書」に、必要事項を記入して、結婚相
談員、または支所までお申込みください。
　※ 秘密は厳守します。
　※ 料金は無料です。
　※ 初婚、再婚は問いません。
　※ 申込み登録は３年間有効です。
【問い合わせ】
　石岡地方結婚相談所支所
　（小美玉市役所 地域振興課内 1 階 4 番窓口）
　☎ ４８－１１１１　内線 1133

地　　　区 氏　　　名 連　絡　先

美野里地区

横江　三郎 ☎48 － 2653

山口　嶺男 ☎46 － 4580

村田　　清 ☎46 － 2181

 鈴木　さた ☎46 － 0529

小川地区
押手　正安 ☎58 － 0272

小松﨑　清 ☎58 － 2737

玉里地区
 山内　　秀 ☎58 － 0639

 種橋　文子 ☎58 － 0959

【結婚相談員（小美玉市）】

〈食費の個人負担〉表 3
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申込みのお知らせ
（平成20年度は今回の申込みで終了となります）

胃がん検診 大腸がん検診 腹部超音波検査

　今年度から胃がん・大腸がん検診、腹部超音波検査が単独検診になりました。
　小美玉市に住民票がある方で、下記の日程の受診を希望される方はご連絡ください。今年４月以降に人間ドック、他
の医療機関（病院・企業等）で受診予定の方は受けられません。

7月15日（火）～25日（金）　午前8時30分～午後5時30分　※土日・祝日は除きます。

◆検診内容・対象者・料金

検診名

胃がん検診
大腸がん検診

腹部超音波検査

バリウム検査
採便検査（２日間分）

腹部のエコー検査

500円
500円

1,000円

40歳以上
40歳以上

40歳以上
（Ｈ19年度受診者は除く）

内　容 対象者 料　金 ※

◆日時・申込定員

期　日 検診会場
申込み・問い合わせ

8月  4日（月）

8月  5日（火）

8月18日（月）

8月  9日（土）

8月10日（日）

8月19日（火）

8月20日（水）

180人

180人

180人

180人

180人

120人

100人

100人

100人

100人

100人

四季健康館
☎48－0221
内線4004・4006

小川保健
相談センター
☎58－1411

定員はありません

受付時間
定　員

大腸がん検診胃がん検診 腹部超音波検査

午前7時～　　
　　9時30分
30分ごとの
時間予約制

※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です。

◆申込方法

◆申込期間

胃がん検診

大腸がん検診

腹部超音波検査

・Ｈ19年度受診された方は、申込みは不要です。受診券が届きましたら、受診券の日時を
  ご確認ください。都合が悪い方は、変更しますので早めにご連絡ください。
・Ｈ19年度受診されなかった方は、新たにお申込みください。

・Ｈ19年度受診された方は、申込みは不要です。受診券・採便容器を送付します。
 届きましたら、日時をご確認ください。
・Ｈ19年度受診されなかった方は、新たにお申込みください。採便容器を送付します。

申込みが必要です。過去一度も受診されたことがない方を優先とさせていただきます。
今までに精密検査を判定された方は、医療機関での定期的な受診をお勧めします。
※H19年度受診された方は受診できません。

※ご希望の検診会場へ電話・窓口でお申込みください。

※定員になり次第締め切らせていただきます。
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と　　き　7月26日（土）＊雨天中止
　　　　　午前９時やすらぎの里小川集合
　　　　　（午後３時まで）
内　　容　午前：観察会と採集      午後：標本作り
　　　　　観察会のみの参加もできます。
講　　師　広瀬　誠先生（茨城県自然観察指導員連絡会代表）
持 ち 物　弁当、水筒、帽子、タオル、軍手
　　　　　植物標本を作る場合：小スコップ、ビニール袋
　　　　　昆虫標本を作る場合：虫かご、虫捕り網
服　　装　長袖、長ズボン、長靴
参 加 費　無料
対 象 者　市民ならどなたでも。ただし小学校低学年までは保護者同伴。
主　　催　小美玉生物の会
申込み・問い合わせ　矢口 ☎４６－３３４５　海老澤 ☎４８－０６６６
※集合地が分からない方は、小美玉市役所に午前８時30分までに集合してください。

　市では、平成20年度小美玉市民の日実行委員会の委員を下記のとおり募集します。

募集人員　10名
応募資格　市内在住の20歳以上の方
　　　　　月１回程度の会議及び市民の日記念事業当日
　　　　　（平成21年3月28日予定）に参加できる方
内　　容　小美玉市民の日にふさわしい事業を企画・運営して
　　　　　いただきます。
応募方法　住所・氏名・年齢・職業・電話番号を記入のうえ、郵送、
　　　　　FAX、Ｅメールのいずれかの方法で応募してください。
応募締切　7月18日（金）
応募のあて先
　〒319－0192　小美玉市役所市長公室秘書広聴課「市民の日実行委員募集」係
　　　　　　　　 FAX０２９９－４８－１１９９　　Ｅ‒mail info@city.omitama.lg.jp

秘書広聴課　秘書係　☎４８－１１１１　内線1211【問い合わせ】

■夏休み自然観察教室

19年観察会

ウチワヤンマ

試 験 日　10月7日（火）　午後1時30分～3時30分
講 習 会　9月4日（木）　午前10時30分～午後3時30分
会　　場　ホテル マロウド筑波（土浦市城北町2－24）
申込締切　8月5日（火）小美玉市役所下水道課
　　　　　（小川総合支所）必着
手 数 料　受験手数料2,000円
　　　　　講習会手数料2,000円（計4,000円）
そ の 他　受験資格、申込書については、下水道課
　　　　　までお問い合わせください。
申込み・問い合わせ
　下水道課業務管理係（小川総合支所）
　☎48－1111　内線2121

　暑い夏！涼しく・楽しく・遊びましょう！

期　　間　7月26日（土）～8月24日（日）
場　　所　農村環境改善センタープール
時　　間　《午前の部》午前9時～正午
　　　　　《午後の部》午後1時～ 5 時
休　　み　毎週月曜日、7月29日、8月13日～15日
料　　金　中学生以下…50円　高校生以上…100円
　　　　　※団体《20人以上》は20%割引
施　　設　25ｍプール・幼児用プール
そ の 他　小学校3年生以下は保護者同伴でお願いします。
問い合わせ　希望ヶ丘公園管理センター
　　　　　☎47－0167

平成20年度
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ゴルフ教室～参加者募集～

健 康 教 室 の ご 案 内健 康 教 室 の ご 案 内
～四季健康館 大広間健康教室～～四季健康館 大広間健康教室～

〈日程・テーマ〉
　下記日程表のとおり、シルバーリハビリ体操指導士による健康体操、保健師・栄養士・薬剤師による講話を
予定しています。

月 日 テーマ（内容）
7 ８～11 健康体操（転倒予防に効果的で簡単な座ってできる体操）

8 19～22 薬の飲み方について（正しい薬の飲み方や目薬の差し方、保存方法など）

9 ９～12 健康体操（転倒予防に効果的で簡単な座ってできる体操）

10 21～24 風邪とインフルエンザ（特徴、予防法、かかってしまったら）

11 18～21 健康体操（転倒予防に効果的で簡単な座ってできる体操）

12 ９～12 寒い時期の健康管理（寒い時期に気をつけたい病気と予防方法について）

1 20～23 健康体操（転倒予防に効果的で簡単な座ってできる体操）

2 17～20 バランスの取れた食事について
（バランスとは ? 何をどれくらい食べたらいいかなど）

3 10～13 健康体操（転倒予防に効果的で簡単な座ってできる体操）

〈時　　間〉　午前 10 時～正午　〈場　　所〉　四季健康館　大広間　〈対 象 者〉　市内にお住まいの方
※お風呂に入る方は300円必要です（市民で 65 歳以上は無料）。

【問い合わせ】   四季健康館　健康増進課　健康推進係　☎４８－０２２１

旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦の皆さまへ

内閣総理大臣名の書状を贈呈します
　先の大戦において、外地等（事変地の区域または戦地の区域）に派遣され、戦時衛生勤務に従事された旧日
本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦の方（慰労給付金受給者を除く）に対して、そのご労苦に報い
るため内閣総理大臣名の書状を贈呈しています。

請求期限は、平成21年３月31日までです。
詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡ください。

◆ご本人またはご家族などからのご連絡をお待ちしています。
【請求用紙】
　請求用紙は、下記のところに用意してあります。
　　小美玉市福祉事務所社会福祉課（玉里総合支所 2 階）　☎ 48－1111　内線 3224
　　　　　〃　　　　　美野里支所（四季健康館内）　　　☎ 48－1111　内線 4008
　　　　　〃　　　　　小 川 支 所（小川総合支所 1 階）　☎ 48－1111　内線 2111
【請求書類の送付先及び問い合わせ先】
　〒100－8926　東京都千代田区霞が関２－１－２　
　　　　　　　　 中央合同庁舎２号館８F　総務省大臣官房管理室 業務担当
　　　　　　　　 ☎ 03－5253－5182（直通）　FAX03－5253－5190

　四季健康館では毎月健康教室を行っています。奇数月にはご自宅でもできる簡単な体操を、偶数月には季節
に応じて気をつけたい病気の話など、健康についての情報をお伝えします。
　また、保健師・看護師による血圧測定、健康相談も実施します。教室の後は、健康館のお風呂でおくつろぎ
ください。
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　日ごろの運動不足とストレス解消のために、あなたもゴルフをはじめてみませんか。初めてクラブをにぎる方
でも、楽しくコースでプレーができるようになります。

開 講 日　7月14日から8月26日までの毎週、火曜日、金曜日
　　　　　※初回の7月14日のみ月曜日となります。
　　　　　※都合によりドライバーは教室の内容に含まれません。
　　　　　※教室終了後はレッスンラウンドを予定しています。
　　　　　※レッスンラウンドのプレー費については、自己負担となります。
時　　間　午後５時～７時
会　　場　太平洋クラブ＆アソシエイツ
　　　　　美野里コース内　練習場
　　　　　農村環境改善センター（７月14日の開講式のみ）
参加対象　一般・市内在住者、市内在勤者（初心者の方）

募集人数　20名（定員になり次第締切り）
参 加 料　3,000円
講　　師　研修生（太平洋クラブ＆アソシエイツ）
個人で用意するもの
　　　　　ゴルフクラブ、運動靴（改善センターで実施
　　　　　する開講式のときは体育館シューズ）
申込方法　希望ヶ丘公園へ参加料を添えて直接お申
　　　　　込みください。
受付期間　７月５日（土）～10日（木）
問い合わせ　教育委員会　生涯学習課　希望ヶ丘公園
　　　　　☎４７－０１６７

ゴルフ教室～参加者募集～ゴルフ教室～参加者募集～ゴルフ教室～参加者募集～

8月のほけんがいど8月のほけんがいど
●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 金 ハローベビー教室：出産編（9：15～ 9：30）妊婦及びご家族 玉里保健福祉センター

5 火 育児相談（9：30～ 11：00） 乳幼児と保護者 四季健康館

7 木 4か月児健診（13：00～ 13：30） 美野里（平成20年2月～ 3月生） 四季健康館

11 水 育児相談（9：30～ 11：00） 乳幼児と保護者 小川保健相談センター

19 火 3歳児健診（13：00～ 13：30） 小川・玉里（平成17年1月11日～ 2月生） 小川保健相談センター

22 金 1歳 6か月児健診（13：00～ 13：30） 美野里（平成18年12月～平成 19年 1月生） 四季健康館

26 火 2歳児歯科健診（13：00～ 13：30） 小川・玉里（平成18年4月11日～ 5月生） 玉里保健福祉センター

27 水 育児相談（9：30～ 11：00） 乳幼児と保護者 小川保健相談センター

28 木 10か月児健診（13：00～ 13：30） 小川・玉里（平成19年9月～ 10月生） 玉里保健福祉センター

と　き 事業名（受付時間） 対　象　者 と　こ　ろ

4 月 胃がん・大腸がん検診、
腹部超音波検査（7：00～ 9：30） 要予約（詳細は、P8をご確認ください。）小川保健相談センター

5 火

9 土
胃がん・大腸がん検診（7：00～ 9：30） 要予約（詳細は、P8をご確認ください。）四季健康館

10 日

18 月 胃がん・大腸がん検診、
腹部超音波検査（7：00～ 9：30） 要予約（詳細は、P8をご確認ください。）

小川保健相談センター

19 火 四季健康館

20 水 腹部超音波検査 要予約（詳細は、P8をご確認ください。）四季健康館

21 木
こころのデイケア（9：30～ 10：00）

希望者※要予約
四季健康館

こころの健康相談（9：30～ 10：00） 玉里保健福祉センター

25 月 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）

該当者
（詳細は、おみたま6月号をご覧ください。）四季健康館26 火

27 水

28 木
こころのデイケア（9：30～ 10：00）

希望者※要予約
小川保健相談センター

こころの健康相談（9：30～ 10：00） 四季健康館
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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

試験日（第1次）　9月21日（日）
受付期間　7月1日（火）～8月18日（月）
職務内容　個人の生命、身体及び財産の保護並びに犯罪の予防、鎮
　　　　　　圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取り締まりその他公
　　　　　　共の安全と秩序の維持の任務に従事します。

試験区分、採用予定人員及び受験資格

※7月19日（土）午後1時から、石岡警察署において、採用
　試験説明会を行います。（電話予約要）
※試験案内等の郵送を希望される方は、石岡警察署
　警務課（☎28－0110）へお問い合わせください。

　　　　　　住所、氏名を明記し、茨城県介護保険室ま
　　　　　　たは茨城県社会福祉協議会福祉人材・研
　　　　　　修部あて請求すること。　
受験手数料　茨城県収入証紙　7,800円
受験願書の受付　受付期間　７月18日（金）まで ※当日消印有効
受付方法　簡易書留で郵送されたもののみ受付
　　　　　郵送先　〒310－8586　水戸市千波町1918
　　　　　　　　　茨城県総合福祉会館2階
　　　　　　　　　社会福祉法人茨城県社会福祉協議会
　　　　　　　　　福祉人材・研修部

　　茨城県社会福祉協議会　福祉人材・研修部
　　☎029－241－8539
　　茨城県保健福祉部長寿福祉課　介護保険室
　　☎029－301－3332

警察官採用試験（第2回）のご案内

　この試験は、介護支援専門員実務研修を受講するため
の専門的知識等の有無を確認するために行うものです。
合格者は、研修を受講する資格を得られます。研修を修了
後、県に登録されて、はじめて介護支援専門員となります
（合格しても、研修を修了しなくては介護支援専門員にな
れません）。

試験期日　10月19日（日）　午前10時開始
試験会場　県北地区
　　　　　　茨城大学（水戸市文京２－１－１）
　　　　　　常磐大学（水戸市見和1－430－１）
　　　　　　県立盲学校（水戸市袴塚1－3－1）
受験資格　保健・医療・福祉の分野で通算５年以上かつ
　　　　　900日以上または通算10年以上かつ1,800日
　　　　　以上の実務経験を有する者。
　　　　　①受験資格を有し、現在茨城県内で受験対象
　　　　　　資格の業務に従事している者。
　　　　　②現在業務に従事していないが、過去の実務
　　　　　　経験により受験資格を有し、住所が茨城県
　　　　　　内にある者。
　　　　　※詳細な条件は国家試験等の有無、勤務先、
　　　　　　従事業務内容等により異なるので試験案
　　　　　　内参照のこと。
身体障がい者等に対する受験特別措置
　　　　　身体障がい等のある受験者には、受験者から
　　　　　の希望により、特別の措置を行う。
受験案内の配布　
　　　　　配布場所
　　　　　　県内の各保健所、各地方総合事務所福祉
　　　　　　課、長寿福祉課介護保険室、茨城県社会福
　　　　　　祉協議会福祉人材･研修部
　　　　　※郵送希望の場合、390円切手を貼った角2
　　　　　　（タテ332㎜×ヨコ240㎜）の返信用封筒に

平成20年度 介護支援専門員実務研修受講試験

対象者　しいたけの原木栽培を本格的に行おうとする者。
　　　　特に下記の者を優先します。
  　　　　 団塊の世代を中心に、都市部から生まれ
  　　　　 育った故郷に戻り、所有する森林の経営に
  　　　　 再チャレンジするＵターン森林所有者等
　　　　※全日参加できる方に限らせていただきます。
募集人数　15名程度
日　　程

場　　所　那珂市戸　林業技術センター　講堂
　　　　※現地視察等は、バスにより移動し、センター
　　　　　にて解散予定
応募方法　下記URLもしくは応募先にある「原木しい
　　　　　たけ生産講習会参加申込書」を作成のう
　　　　　え、郵送、またはファックスにて締切りまで
　　　　　に提出してください。
　　　　　応募者多数の場合は選考により参加者を
　　　　　決定し、申込者には７月22日（火）までに結
　　　　　果を通知します。
　　　　　http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/nourin/
　　　　　　　　　　  rinsei/oshirase/sitake-koshu.html
応募締切　7月15日（火）
受 講 料　2,500円（チェーンソー講習テキスト代）
そ の 他　作業のできる靴、服装。昼食、飲み物は持
　　　　　参してください。

　　茨城県林業改良普及協会事務局　福田・藤村
　　（茨城県林業技術センター内）
　　　☎029－295－7318
　　FAX029－295－1325

原木しいたけ生産講習会受講者募集

試験区分

男性警察官A

  7月31日（木）

  9月12日（金）

11月27日（木）

11月28日（金）

  1月29日（木）

しいたけの栽培方法（講義、現地視察）

しいたけの販売と流通（講義、現地視察）

チェーンソーの取り扱いと原木伐採（講義）

チェーンソーの取り扱いと原木伐採（実技）

しいたけの植菌（講義、実技）

女性警察官A

男性警察官B

女性警察官B

43名

2名
平成21年
4月1日

37名

3名

受験資格 採用年月日採用予定人員
昭和54年4月2日以降に生まれた人で、
学校教育法による大学（短期大学を除
く。）を卒業した人もしくは平成21年3月
31日までに卒業見込みの人または人事
委員会がこれと同等と認める人。

昭和54年4月2日から平成3年4月1日までに生ま
れた人で、警察官Aの受験資格に該当しない人。

問

問

（　　　　　　　　）
日　　　程 内　　　容

わんぱく教室参加者募集
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県や国等のお知らせ
主な内容　霞ヶ浦で魚をとり、魚のことを調べる
　　　　　沖と岸の違い（環境）を調べる
　　　　　外来魚と昔の魚の違いを調べる
　　　　　調べたことを公開発表する
活動日の予定　毎月第３日曜日
　　　　　＊場所や日時が変更になる場合は、事前に連絡します。
　　　　　・7月20日　霞ヶ浦に首まで浸かって魚を捕る
　　　　　　　　　　（講師　浜田篤信）　　　　
　　　　　・8月17日　水をきれいにしてみよう！
　　　　　　　　　　（講師　浜田篤信）
　　　　　・9月21日　稲刈りと田んぼの生き物
　　　　　　　　　　（講師　尾崎遼平）
申込方法　氏名、学校名、学年、住所、連絡先を記入して、
　　　　　活動日の前日までにお申込みください。
主　　催　玉造ロータリークラブ、NPO霞ヶ浦アカデミー

　　　ふるさと生き物アカデミー事務局（浜田）　☎46－0988
　　　（郵送）〒319－0122　小美玉市江戸90－175

霞ヶ浦生き物アカデミー参加者募集

　ひとり親家庭の方が、一時的に保育サービスを必要とす
る際、支援員宅等でお子さんをお預かりする「母子家庭等
日常生活支援事業」（子育て支援）を実施するうえで、その活
動を行う「家庭生活支援」を養成する講習会を実施します。

対 象 者　次の要件を満たす方（80名）
　　　　　ア母子家庭の母及び寡婦の方
　　　　　イ今回の研修日程にすべて出席可能な方

平成20年度 家庭生活支援員養成講習会

　7月は”社会を明るくする運動”の強調月間です。
”社会を明るくする運動”はすべての国民が、犯罪や非行の防止と罪
を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場におい
て力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的
な運動です。
　今年は、重点目標を「犯罪・非行の防止と更生の援助のため、地域
住民の理解と参加を求める」として運動しています。　（主唱：法務省）

　　　　　ウ講習会終了後「家庭生活支援員」として登
　　　　　　録して、活動できる方
研修日程　9月19日、10月2日、23日、11月20日、保育園
　　　　　見学日（計5日間、27時間）
　　　　　午前9時30分～午後12時30分、午後1時30分～4時30分
場　　所　県立母子の家会議室（水戸市八幡町11－52）
　　　　　☎029－221－8497
受 講 料　無料
交 通 費　一部支給
参加申込　市役所社会福祉課に備えてある参加申込用
　　　　　紙にて、8月20日までにお申込みください。

　　県立母子の家　母子福祉センター
　　☎029－221－8497　FAX029－221－8618

防ごう犯罪と非行　助けよう立ち直り

◆常陽銀行美野里支店　☎４６－３１１２
　7月15日（火）午前10時～午後3時
◆常陽銀行小川支店　☎５８－２４２４
　7月23日（水）午前10時～午後3時

年金相談

　「ツインリンクもてぎ」で二足歩行ロボットASIMOと出会おう！
　木の実や枝などを使ったクラフト教室と、ASIMOのライブショーを見学します。

と　　き　８月９日（土）
　　　　　生涯学習センター（旧玉里文化センター）　集合：午前６時50分、出発：午前７時
　　　　　小川文化センター　　　　　　　　　　　集合：午前７時20分、出発：午前７時30分
　　　　　美野里公民館　　　　　　　　　　　　　集合：午前７時50分、出発：午前８時
と こ ろ　ツインリンクもてぎ（栃木県茂木町）
対 象 者　市内の小学４年生から６年生まで
内　　容　クラフト教室　ASIMOライブショー　他
募集人員　40名　※定員を超えた場合は抽選になります。
参 加 料　2,300円（昼食代、入場料、工作代を含む）
募集期間　7月18日（金）～24日（木）　午前９時～午後８時
　　　　　お一人で２名まで申込めます。電話での申込みはできません。
　　　　　直接お近くの公民館へお申込みください。
申込み・問い合わせ
　　　　　美野里公民館　☎４８－１１１０（21日祝日、23日（水）休館日）
　　　　　小川公民館　　☎５８－３１１１
　　　　　玉里公民館　　☎２６－９１１１（21日（月）休館日、　22日（火）振替休日）
抽選及び説明会
　　　　　7月27日（日）午後２時から
　　　　　美野里公民館大会議室
　　　　　参加料はこの時お預かりします。

申問

問

※予約願います。

わんぱく教室参加者募集わんぱく教室参加者募集
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7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

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

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

施　設　名
小川図書館    ☎58－5828
玉 里 図 書 館    ☎26－9111
美野里公民館図書室    ☎48－1110

3

10

17

　「第54回青少年読書感想文全国コンクール」の課題図書の貸し出しを、各図書館、
図書室で行いますので、ご利用ください。
 たくさんの方が利用できるように、貸出は１人１冊１週間までとさせていただきます。

課題図書の貸し出しを行います

　「おりがみ教室」＆「一日図書館員」を実施します！募集期間は7月12日（土）から20日（日）までです。市内図書館・図書室
にある申込用紙にご記入のうえ、玉里図書館にお申込みください。

おりがみでいろんなものを作って遊ぼう！
＜おりがみ教室＞
　日　　時　7月24日（木）・8月6日（水）　午後2時～4時
　場　　所　生涯学習センター コスモス
　募集人数　各15名（先着順）
　　　　　　小学３年生以下は保護者同伴となります。

図書館の仕事を体験しよう！
＜一日図書館員＞
　日　　時　7月24日（木）・8月6日（水）　午前10時～午後5時
　場　　所　玉里図書館（生涯学習センター コスモス内）
　対　　象　小学４・５・６年生
　募集人数　各６名（先着順）
　＊おりがみ教室にも参加していただきます。

『青春18きっぷの達人の旅ワザ』　（松尾 定行／著 ランダムハウス講談社）
　「青春18きっぷ」は、だれでもJRの快速＆普通列車を丸一日乗
り放題で利用できる便利なキップです。この本では「青春18きっ
ぷ」の活用術を紹介しています。今年の夏は、青春18きっぷで、お
得な電車の旅を楽しんでみてはいかがでしょうか？
＊青春18きっぷの利用期間は7月20日から9月10日までです。
（所蔵館:小川・玉里）

『ゴールデンスランバー』 　 （伊坂 幸太郎／著 新潮社）
　主人公・青柳は、首相暗殺犯の濡れ衣を着せられてしま
う。証拠や証人がつぎつぎにでっちあげられる中、学生時
代の恋人や仲間に支えられながら彼は必死で逃げ続ける。
  長編ですが、スピード感があり、ドキドキ・ハラハラしたい方
にオススメの1冊です。
（所蔵館:全館）

夏休みイベント情報

Library information

7月・8月のおはなし会7月・8月のおはなし会7月・8月のおはなし会7月・8月のおはなし会

・  7月12日（土） 午前10時30分～ 
・  7月26日（土） 午前10時30分～  
・  8月 9 日（土） 午前10時30分～   
・  8月23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。

小川図書館
小川図書館　２階　多目的室

玉里図書館
生涯学習センター コスモス　１階　和室

・  7月12日（土） 午前10時30分～
・  8月 9 日（土） 午前10時30分～
美野里公民館図書室
美野里公民館　2階　講座室

・  7月26日（土） 午前11時～
・  8月23日（土） 午前11時～

24　　 
　　　31

おススメ本紹介コーナー



※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

5月中 累　計

3

137

88

21

14

14

14

678

445

84

81

68

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】

気をつけよう！水の事故気をつけよう！水の事故気をつけよう！水の事故気をつけよう！水の事故気をつけよう！水の事故

連
絡
先

家庭でのエネルギー消費の約50％は自家用乗用車だそうです。
長時間、停車するときはアイドリングストップをして、大気汚染防止、地球
温暖化防止に貢献しましょう。

「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。
～アイドリングストップで温暖化防止～

　水に触れ合う機会が多い季節になりました。それに伴って、この時期の水の事故が増えてきます。海や川などで遊ぶと
きは、次のことに十分気をつけましょう。

◆水の事故にあわないためには◆
　○気象情報に注意して、無理のない計画を立てましょう。
　○体調の悪いときやお酒を飲んだときは、泳がないようにしましょう。
　○遊び場所は慎重に！危険なところは避けましょう。
　○子どもたちからは目を離さないようにしましょう。
　○できるだけ一人では泳がないようにしましょう。
　○釣りやボートに乗るときはライフジャケットを着けましょう。

◆溺れている人を見つけたら◆
　○大きな声で付近の人に知らせ、溺れている人から目を離さないようにしましょう。
　○消防署への連絡をしてください。
　○周りに人がいるときは協力を求めて！一人での救助は予想以上に困難です。
　○水に入らないで助ける別の方法を考えましょう。溺れた人がつかまってきて、自分まで
　　溺れてしまう危険があります。水に入らないで助けることができればそれが一番！ 
　•長い棒、ロープを使ってまたは着ているシャツやベルトをつないで救助しよう。
　•クーラーボックスやペットボトルなどの浮くものにつかまらせよう。

◆日ごろからの準備◆
　○水による事故防止について、日ごろから家族で話し合いましょう。
　○普通救命講習を受講して、心肺蘇生法など応急手当の知識を身につけましょう。

◆事故に備えて◆
　◇消防本部では潜水士４名と救助艇２艇を配置し、万が一に備えています。

家族、友だち、一人ひとりが事故に気をつけて楽しい夏にしましょう。

◆もし溺れてしまったら◆
　○あわてないことが一番大切です。
　　大声で助けを呼ぶ。
　○あせって着ている服を無理に脱ごうと
　　しない。まず、浮くことを心がけて！
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7月・8月のおはなし会7月・8月のおはなし会
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休日診療当番医(外科)

人　口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52,987人（－15）
　男　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,835人（－10）
　女　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,152人（－ 5 ）
世帯数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,395戸（＋22）

人口と世帯数 （平成20年6月1日現在）

・固定資産税 第2期分

・国民健康保険税　第3期分

（※納期限は、7月31日となっています。）

7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）

7月20日・21日・27日
◆受付　午前９時～11時30分
　　　　午後１時～３時30分

7月19日・20日・21日・26日・27日
◆受付　午後７時～10時30分

休　日

夜　間

 7月 7月 7月

(　　）は前月比

 7月 7月 7月
◆受付  午前９時～11時30分・午後１時～３時30分

日

20

21

27

  外　　　科

斉藤病院

石岡循環器科脳神経外科病院

渡辺クリニック

（石岡市）

（小美玉市）

（石岡市）

☎（26）2131

☎（58）5211

☎（26）7633

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　７月29日（火）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

8月 6日
午後1時～4時

8月20日
午後1時30分～4時30分

　社会福祉協議会小川支所
　☎５８－５１０２

　社会福祉協議会本所
　☎３７－１５５１

8月27日
午後1時～4時

※社会福祉協議会小川支所
　☎５８－５１０２

【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。

8月1日（金） 四 季 健 康 館

午前10時～午後3時
8月 6 日

8月19日

8月20日

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
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

次回お知らせ版 8月号の発行日は7月31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


