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●実施期間
　　　　　　　10月10日（火）～12月30日（土）
　　　　　　　平成18年12月30日で65歳以上の方には、個人通知します。
　　　　　　　　　　　　　　・インフルエンザ予防接種を受けられる方へ
　　　　　　　　通知内容　　・インフルエンザ予防接種予診票（3枚複写）
　　　　　　　　　　　　　　・インフルエンザ広域予防接種実績報告書兼請求書
　　　　　　　※インフルエンザワクチンが12月中旬で不足する可能性があるためできるだけ12月上旬までに済ま
　　　　　　　　  せるようにお願いします。

●実施医療機関
　　　　　　　※小美玉市医療機関　　　　　　　　　　　
　　　　　　　※石岡市医師会協力医療機関　　  接種をする前に確認してください。
　　　　　　　※県医師会加入医療機関

●対 象 者
　　　　　　　・小美玉市の住民で65歳以上の方。
　　　　　　　・小美玉市の住民で60歳以上65歳未満の方で心臓やじん臓、呼吸器に身体障害者手帳の1級
　　　　　　　  相当の重い病気のある方  などです。
　　　　　　　※60歳以上65歳未満の方で、対象となるかどうかわからない場合は、下記へおたずねください。

●接種回数・公費負担
　　　　　　　一人一回限り3,000円を公費負担します。

●注意事項　　
　　　　　　　65歳の誕生日を迎えてから接種してください。
　　　　　　　接種を受けるときは、事前に医療機関にお問い合わせください。
　　　　　　　生活保護受給者の方は、下記にお問い合わせください。

◎インフルエンザ予防接種は、希望する方が接種できます。
◎医師の診察及び十分な説明を受けて、接種に効果や副反応について理解した上で接種してください。

インフルエンザ予防接種のお知らせインフルエンザ予防接種のお知らせインフルエンザ予防接種のお知らせインフルエンザ予防接種のお知らせ

健康増進課（四季健康館内）　　　　　☎４８－０２２１
小川保健相談センター　　　　　　　 ☎５８－１４１１
玉里総合支所　保健福祉課　　　　　☎４８－１１１１

【問い合わせ】

高齢者の方へ

｛

｝
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エコショップ制度

【問い合わせ】 茨城県企画部統計課　人口労働担当　☎０２９-３０１-２６４９
情報政策課　統計係　　　　　　　　 ☎４８-１１１１　内線1252

●労働力調査のお知らせ
　「労働力調査」は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。
　
　　調査地域：小美玉市東平区の一部
　　調査時期：11月から

●社会生活基本調査のお知らせ
　 「社会生活基本調査」は、私たちが一日のうちどのくらいの時間を仕事や家業、家事に費やしているか、また、
過去1年間どのような活動を行っているかなどを調査し、よりよい暮らしと社会生活を形成するためのさまざま
な政策立案に役立てられます。

　　調査区域：小美玉市堅倉・中野谷・高崎地区の一部
　　調査時期：10月

※知事から委嘱された調査員がお伺いします。調査の内容を目的外に使用することは固く禁じられていますので、
外に漏らすことはありません。法律で定められた統計調査ですのでご協力をお願いします。

－総務省統計局からのお願い－

ご協力をお願いします！ご協力をお願いします！ご協力をお願いします！

【問い合わせ】 秘書広聴課　市民相談係　☎４８-１１１１　内線1212

　毎日の暮らしの中で、例えば、「わかりづらい道路案内標識を改善してほしい」、「新しい住宅地に郵便ポストを
設置してほしい」、「施設をバリアフリー化してほしい」など、困っていること、望んでいることはありませんか？
　こんな時、行政相談委員にご相談ください。
　
　当市においては、小川地区　　中島　庸夫さん　（☎58-3216）
　　　　　　　　 美野里地区　内田　光義さん　（☎48-0071）
　　　　　　　　 玉里地区　　小出智惠子さん　（☎26-3629）
の３名が行政相談委員として活動しており、行政相談所を開設しています。
ご相談は、無料・秘密厳守です。

　10月の行政相談日
　　小 川 地 区　10月18日（水）午後1時30分～3時30分
　　　　　　　　小川保健相談センター
　　美野里地区　10月20日（金）午後1時～３時
　　　　　　　　市役所　１階相談室
　　玉 里 地 区　10月25日（水）午前10時～正午
　　　　　　　　玉里保健福祉センター

◎行政相談委員及び行政相談についての問い合わせ
　総務省茨城行政評価事務所行政相談課　☎029-221-3347（代）
　※課内には、行政苦情110番（相談専用電話：☎0570-090110又は029-253-1100）が設置されています。

そうだ  行政相談委員に相談してみよう！ ！そうだ  行政相談委員に相談してみよう！ ！そうだ  行政相談委員に相談してみよう！ ！そうだ  行政相談委員に相談してみよう！ ！
－秋の行政相談週間（10月16日～22日）－

なか じま つね お

うち だ みつ よし

こ いで えち こ

おこまりならまるまるくじょーひゃくとおばん
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申請書請求・問い合わせ・提出先 環境課　☎４８-１１１１　内線1144

※エコショップの認定を希望する小売店舗は、申請書を提出してください。
※小美玉市のホームページにも、お知らせ・申請書様式を掲載しています。

１．環境にやさしい商品の積極的な販売
（エコマーク商品、再生品、リターナブル容器入商品等）
2．環境にやさしい商品コーナーの設置
3．包装紙の簡素化や無包装化の呼びかけなどの簡
易包装の推進

4．レジ袋の削減のための買物かご等持参の促進
5．取扱い商品の修理等の実施
6．広告チラシ等への再生紙の使用

 7．空き缶の店頭回収の実施
 8．空きビンの店頭回収の実施
 9．紙パック容器の店頭回収の実施
10．トレイの店頭回収の実施
11．ペットボトルの店頭回収の実施
12．その他のごみ減量化・リサイクル活動等環境に配
慮した取組みの実施

　小美玉市では、環境にやさしい商品の販売やごみ減量化・リサイクル
活動に積極的に取り組んでいる小売店舗を「エコショップ」として認定
するエコショップ制度を設けています。
　対象となるのは、次のいずれかの取り組みを実施している百貨店や
大規模小売店舗、スーパーマーケット、コンビニエンスストア等すべて
の小売店舗です。エコショップには、緑色の｢エコ・ショップステッカー」
が貼ってあります。お買い物の際はぜひエコショップをご利用ください。

　小美玉市では悩み・不安などのこころの病について、健康相談を行っています。どんなことでも
お気軽にご相談ください。

玉里総合支所　保健福祉課　　　☎４８－１１１１　内線 3111

健康増進課（四季健康館内）　　  ☎４８－０２２１　内線 206
小川保健相談センター　　　　　☎５８－１４１１【予約・問い合わせ】

○ 相談内容

家にとじこもって、
外へ出ない。

ちょっとしたことで、
くよくよしてしまう。

最近、わけの分からない
ことを言うようになった。

行動にまとまりがなく
落ち着きがない。

感情が敏感で、些細なことで
怒ったり、取り乱したりする。

誰かに見られている
聞かれていると感じる。

○ 相談日・相談場所・相談時間（午前10時～正午） 
　 平成18年
　10月５日（木）玉　里　10月12日（木）美野里
　11月２日（木）美野里　11月16日（木）小　川
　12月７日（木）美野里　12月21日（木）玉　里

○ 相談予約のしかた （要予約）
　 ・電話または直接四季健康館健康増進課、玉里総
　  合支所保健福祉課、小川保健相談センターの窓
　   口で予約してください。
　 ・相談は無料です。
　 ※本人が来館できないときは、ご家族の方でも結構です。
　 ※外部に相談内容がもれることはありません。（秘密厳守）
　　  ご安心ください。

○ 相談スタッフ 
　 保健師、看護師

エコショップ制度エコショップ制度エコショップ制度ご協力をお願いします！

そうだ  行政相談委員に相談してみよう！ ！そうだ  行政相談委員に相談してみよう！ ！
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国民健康保険と老人保健の一部が変わります国民健康保険と老人保健の一部が変わります

　社会の少子高齢化が着実に進行していくなかで、膨らみ続ける医療費と国民の負担との均衡をとり、誰もが安
心して医療を受けることができる我が国の医療保険制度を将来にわたり維持するために、健康保険法等の改正
が行われます。

■70歳以上一定以上所得者（現役並み所得者）の医療費の自己負担額が変わります
　現役並みの所得がある方は下記のように自己負担割合が変更されます。一般の方は変更ありません。

■高額療養費の自己負担限度額が変わります
１ヵ月に自己負担する医療費が限度額を超えた場合、超過分が戻る「高額療養費」の自己負担限度額が低所 
得者に配慮しながら、賞与を含む報酬総額に見合った水準となるよう引き上げられます。

■食費・居住費の負担が見直されます
　 療養病床に入院する場合、70歳以上の高齢者の負担が変わります。

■現金給付（出産育児一時金）の見直しを行います
 妊娠4ヵ月（85日）以上を経過した出産には、出産育児一時金が支給されていますがその額が引き上げられます。

一定以上所得者（現役並み所得者）…現役世代の平均的な課税所得と同程度となる標準報酬月額28万以上、課税所得145万以上ある高齢者の方。年収ベ
ースで見ると夫婦2人世帯は520万円以上、単身世帯は383万円以上の方となります。

※多数該当とは、過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当する場合。
※上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額などが600万円（平成18年9月30日までは670万円）を越える世帯。
※人工透析を要する上位所得者については、自己負担限度額が1万円から2万円に引き上げられます。

医療保険課　☎４８－１１１１　内線1103・1104　【申込み・問い合わせ】

一定以上所得者（現役並み所得者）

平成１８年９月３０日まで 平成１８年１０月１日から

２割負担 3割負担

一　　　　　般

低　所　得　者

上 位 所 得 者

一　　　　　般
外来（個人） 外来・入院（世帯単位）

12,000円 40,200円

24,600円

15,000円
8,000円

40,200円

低 所 得 者 Ⅰ

低 所 得 者 Ⅱ

一定以上所得者
（現役並み所得者）

平成１８年９月３０日まで 平成１８年１０月１日から

80,100円＋（医療費－267,000円）×1％
（多数該当の場合は44,400円）

72,300円＋（医療費－241,000円）×1％
（多数該当の場合は40,200円）

35,400円
（多数該当の場合は24,600円）

139,800円＋（医療費－466,000円）×1％
（多数該当の場合は77,700円）

35,400円
（多数該当の場合は24,600円）

150,000円＋（医療費－500,000円）×1％
（多数該当の場合は83,400円）

72,300円＋（医療費－361,500円）×1％
（多数該当の場合は40,200円）

70
歳
未
満

70
歳
以
上

外来（個人） 外来・入院（世帯単位）

12,000円 44,400円

24,600円

15,000円
8,000円

44,400円 80,100円＋（医療費－267,000円）×1％
（多数該当の場合は44,400円）

平成１８年９月３０日まで 平成１８年１０月１日から

食費42,000円＋居住費10,000円
　・住民税非課税世帯30,000円
　・年金受給額80万円以下等22,000円
　・老齢福祉年金受給者10,000円）

食材料費相当を負担　24,000円

平成１８年９月３０日までに出産した場合 平成１８年１０月１日以降に出産した場合

１児につき35万円１児につき30万円

（　　　　　　　）

難病患者福祉見舞金の申請をしましょう！難病患者福祉見舞金の申請をしましょう！
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　小美玉市では、難病患者とその家族の福祉増進を図るため、見舞金の支給を行います。該当される方は、お早
めに申請してください。

■支 給 額　30，000円

■対　　象　平成18年10月1日現在、小美玉市に住所を有する難病患者（対象となる疾患は下表を参照）
　　　　　　ただし、12月1日現在において次のいずれかに該当する方は、対象になりません。
　 　 　 　 　・死亡したとき
　 　 　 　 　・難病患者でなくなったとき
　 　 　 　 　・市内に住所を有しなくなったとき

■締　　切　平成18年12月8日（金）

■申請方法　四季健康館内・社会福祉課、小川総合支所・保健福祉課、玉里総合支所・保健福祉課にある申請
　　　　　　書に必要事項を記入し、「一般特定疾患医療受給者証」又は、「特定疾患登録者証」の写しか、疾病
　　　　　　を証明する医師の診断書とともに、以上いずれかの担当窓口へ直接提出してください。

■対象疾患　　

難病患者福祉見舞金の申請をしましょう！難病患者福祉見舞金の申請をしましょう！難病患者福祉見舞金の申請をしましょう！

ベーチェット病

スモン

強皮症・皮膚筋炎・多発性筋炎

大動脈炎症候群

クローン病

パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病）

脊柱靱帯骨化症

特発性拡張型（うっ血型）心筋症

多系統萎縮症（線条体黒質変性症・オリーブ橋小脳萎縮症・シャイ・ドレーガー症候群）

原発性胆汁性肝硬変

原発性免疫不全症候群

原発性肺高血圧症

特発性慢性肺血栓塞栓症（肺高血圧型）

橋本病

脊髄空洞症

 

多発性硬化症

再生不良性貧血

特発性血小板減少性紫斑病

ビュルガー病

難治性の肝炎のうち劇症肝炎

 ハンチントン病

表皮水疱症（接合部型及び栄養障害型）

重症急性膵炎

特発性間質性肺炎

神経線維腫症

ライソゾーム病（ファブリー病含む）

特発性好酸球増多症候群

慢性炎症性脱髄性多発神経炎 

重症筋無力症

サルコイドーシス

結節性動脈周囲炎

天疱瘡

悪性関節リウマチ

モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）

膿疱性乾癬

特発性大腿骨頭壊死症

網膜色素変性症

亜急性硬化性全脳炎

副腎白質ジストロフィー

先天性血液凝固因子欠乏症

　　　　　  ―

全身性エリテマトーデス

筋萎縮性側索硬化症

潰瘍性大腸炎

脊髄小脳変性症

アミロイドーシス

ウエゲナー肉芽腫症

広範脊柱管狭窄症

混合性結合組織病

プリオン病

バッド・キアリ症候群

溶血性貧血

脊髄性進行性筋萎縮症

　　　　　  ―

難病患者の皆さんへ

社会福祉課（四季健康館内）　　　　　☎４８－０２２１　内線217
小川総合支所　保健福祉課　　　　　☎４８－１１１１　内線2111
玉里総合支所　保健福祉課　　　　　☎４８－１１１１　内線3113

【問い合わせ】

(以上３ヶ所のうちいずれか)
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玉里総合支所　保健福祉課　☎４８－１１１１　内線3111～3114【申込み・問い合わせ】
※玉里総合支所への電話は本庁経由となります

　乳がんは女性のがんとしてかかる率が第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。
　小美玉市に住所登録されている方で、下記日程の受診を希望される方はご連絡ください。
　今年4月以降他の医療機関（人間ドック、病院、企業等）で受診済・受診予定の方は受けられません。

◆日　　時　　11月24日（金）　　　　　
　　　　　　　　受付時間　正午～午後1時15分　
　　　　　　　　（後期　婦人科検診は平成19年1月26日（金）の予定）

◆場　　所　　玉里保健福祉センター
　　

◆申込締切　　10月末日
　　　　　　　※今年から受診希望者の公平を期するため、定員を超える場合は抽選とさせていた
　　　　　　　　だきますのでご了承ください。なお、今回当選者のみ11月10日前後に問診票等郵
　　　　　　　　送いたします。
　　　　　　　　抽選が外れた方への通知はしません。

◆対象・検診料金
（70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）

　※マンモグラフィーは、2年に1回受診のため昨年度受診者は除く
　※乳がん検診定員：視触診 50名・超音波検診 50名・マンモグラフィー 70名
　　子宮がん検診定員：100名

子宮がん・乳がん検診のお知らせ (前期)子宮がん・乳がん検診のお知らせ (前期)子宮がん・乳がん検診のお知らせ (前期)
玉里地区の皆様へ

年　　　齢

20～29歳

30～39歳

40～56歳

57歳～

視触診＋超音波

視触診＋超音波＋マンモグラフィー

視触診＋超音波

マンモグラフィー

1,000円

1,500円

1,000円

500円

料　　金
500円

対象者：20歳
以上の女性

乳がん検診 料　　　金 子宮がん検診

（  　　）

シビックガーデン
かかし祭り作品募集！

ふるさと美術展

小美玉市

ターゲットバードゴルフ大会
参加者募集

秋季ソフトボール大会
参加チーム募集

ふるさと芸術祭の応募・募集について
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子宮がん・乳がん検診のお知らせ (前期)

　秋の収穫感謝祭で、かかし祭りを実施します。皆さんのアイ
デアを生かした、手作りによる作品を募集します。出品者全員
に参加賞をさしあげますので、企業・団体・個人など多数の
出品をお待ちします！

展示会場　美野里シビックガーデン駐車場周辺
展示期間　10月20日（金）～ 11月10日（金）頃まで
主　　催　シビックガーデン運営委員会
　　　　　（財）美野里農業公社
募集作品　手作りの「かかし」とし、1m以上で期間中屋
　　　　　外に耐えられる物
　　　　　※かかしの名前、出品者名を書いた看板を
　　　　　　立ててください。
出品申込　10月19日（木）までに（財）美野里農業公社
　　　　　までお申込みください。　
作品搬入　10月20日（金）午前9時～午後5時までに持
　　　　　参して設置してください。
表  彰  式　10月29日（日）午前9時30分よりシビックガーデン研修
　　　　　　館にて行います。出品者には記念品を贈呈しますので、
　　　　　　当日必ずご出席ください。（代理の方でも結構です）
作品搬出　11月10日（金）から搬出してください。
問い合わせ　 （財）美野里農業公社
　　　　　☎48－3971　FAX48－3975

シビックガーデン
かかし祭り作品募集！
シビックガーデン
かかし祭り作品募集！
シビックガーデン
かかし祭り作品募集！

開 催 期 日　12月14日（木）～ 18日（月）
開 催 場 所　茨城県民文化センター美術展示室
出 品 作 品　洋画・日本画・書・写真
作品テーマ　農山漁村地域の自然、生活などをテーマに
　　　　　　製作したものとする。
　　　　　  （ただし、書は除く）
作品規格等　☆ほかの展覧会などに未発表のもの
　　　　　　☆各部門とも1人1点とする
　　　　　　☆部門ごとに賞を授与する
出品者資格　茨城県内の農山漁村在住者
出品手数料　１作品につき1,000円
申 込 締 切　10月20日（金）までに小美玉市役所へ
問い合わせ　 小美玉市役所　農政課　農政係　
　　　　　　☎48－1111　内線1178
　　　　　　茨城県ふるさとづくり推進センター
　　　　　　☎029－301－1266

ふるさと美術展ふるさと美術展ふるさと美術展

開催日時　10月22日（日）
　　　　　※雨天の場合は10月29日（日）
　　　　　午前8時30分受付
　　　　　午前9時開会
場　　所　小美玉市四季の里ターゲットバードゴルフ場
参加対象　市内在住または市内在勤者
参  加  料　1人　1,000円
　　　　　※参加料は当日持参可
申込期間　10月７日（土）～ 14日（土）
主　　催　小美玉市美野里体育協会
　　　　　小美玉市美野里ターゲットバードゴルフクラブ
申込み・問い合わせ　教育委員会　スポーツ振興課　希望ヶ丘公園
　　　　　☎47－0167
　　　　　ターゲットバードゴルフクラブ
　　　　　久保田　☎46－1473

小美玉市

ターゲットバードゴルフ大会
参加者募集

小美玉市

ターゲットバードゴルフ大会
参加者募集

小美玉市

ターゲットバードゴルフ大会
参加者募集

開催期日　10月29日・11月12日・19日
場　　所　希望ヶ丘公園
参加対象　市内在住または市内在勤者
申込方法　申込用紙が希望ヶ丘公園管理センター・スポー
　　　　　 ツ振興課（小川総合支所内）・玉里B&G海洋セ
　　　　　 ンターにありますので、記入のうえ提出してくだ
　　　　　 さい。
申込締切　10月15日（日）厳守
申  込  先　希望ヶ丘公園管理センター
　　　　　FAX49－1066
参  加  料　2,000円
問い合わせ　小美玉市美野里ソフトボール連盟　白井
　　　　　（市役所職員課　☎48－1111　内線1273）

秋季ソフトボール大会
参加チーム募集

秋季ソフトボール大会
参加チーム募集

秋季ソフトボール大会
参加チーム募集

ふるさと芸術祭の応募・募集についてふるさと芸術祭の応募・募集についてふるさと芸術祭の応募・募集について
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玉里文化センター玉里文化センター玉里文化センター

小川文化センター小川文化センター小川文化センター

パッチワーク作りで楽しもう
（ミニコースター）

パッチワーク作りで楽しもう
（ミニコースター）

パッチワーク作りで楽しもう
（ミニコースター）

手作り講座

刈払機取扱技能講習会
受講者募集

刈払機取扱技能講習会
受講者募集

刈払機取扱技能講習会
受講者募集

玉里総合文化センター　☎２６－９１１１【申込み・問い合わせ】

小川文化センター　☎５８－０９２１【申込み・問い合わせ】

　初めての方も、一度は体験してみたい方も、ぜひこの機会
にためしてみてはいかがでしょうか？

と　　 き　10月31日（火）午前10時～正午
と こ ろ　農村環境改善センター
講　　師　西尾　孝美　先生
参 加 費　700円（針、糸、布セット）
募集人員　15名
申 込 み　■10/17（火）、10/21（土）、10/24（火）
　　　　　　午前9時～正午まで
　　　　　■10/18（水）、10/20（金）、10/25（水）
　　　　　　午前9時～午後5時まで
　　　　　農村環境改善センターへ参加費を添えてお
　　　　　申込みください。　☎49－1011

　労働安全衛生法に基づく安全衛生教育受講を希望する高齢者
を募集します。受講証明を得て就業機会につなげましょう。

と　　 き　第1回  11月16 日（木）　第2回  11 月29日（水）
　　　　　各、午前9 時～午後4時
と  こ  ろ　グリーンパレス石岡　
対 象 者　58 歳以上の方
定　　員　各40 名（希望者多数の場合、書類選考）
受 講 料　7,000 円　　
申込方法　シルバー人材センターへ所定の申込書と写真（縦35㎜×
　　　　　　　横25㎜）1枚（３ヵ月以内のもの）を提出。
申込締切　第1回目 10月31日、第2回目 11月10日
問い合わせ　石岡地方広域シルバー人材センター
　　　　　☎23-3399

■日　　時　11月19日（日）　（昼の部）午後1時30分開演
　　　　　　　　　　　　　  （夜の部）午後6時開演
■会　　場　玉里総合文化センター（文化ホール）
■出 演 者　原口あきまさ、はなわ、Hi－Hi、ビックスモールン
■入場料金　2,500円（全席指定）

■チケット発売日　10月21日（土）午前9時～　（電話予約は午後1時～）

お笑いライブショー

■日　　時　平成19年1月28日（日）午後6時開演
■会　　場　小川文化センター
■入場料金　5,000円（全席指定）（当日500円増）
■購入方法　①小川文化センター　11月18日（土）午前8時30分～
　　　　　　　電話にて申込み受付（1コール10枚まで）
　　　　　　②プレイガイドについては、小川文化センターへお問い合わせください。
■そ の 他　未就学児の入場はご遠慮ください。

由紀さおり・安田祥子　童謡コンサート

■日　　時　平成19年3月25日（日）午後4時開演
■会　　場　小美玉市小川文化センター
■入場料金　7,000円（全席指定）（当日500円増）
■購入方法　①小川文化センター　11月12日（日）午前8時30分～
　　　　　　　電話にて申込み受付（１コール１０枚まで）
　　　　　　②プレイガイドについては、小川文化センターへお問い合わせください。
■その他　　未就学児の入場はご遠慮ください

綾戸智絵コンサートツアー2007小美玉公演
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玉里文化センター

小川文化センター

パッチワーク作りで楽しもう
（ミニコースター）

刈払機取扱技能講習会
受講者募集

　新たに電話を設置したい方に、茨城県水戸県税事務所
では県税滞納により差し押さえた電話加入権を、一般の
方も参加できる一般競争入札により公売します。

入札日時　10月25日　午前10時～
　　　　　※参加者は9時45分までにお集まりください。
入札場所　水戸合同庁舎4階会議室（水戸市柵町1丁目
　　　　　三番一号）
持参するもの　印鑑、身分を証明できる者、代金（即納と
　　　　　　   なります）
　　　　　　　※代理人は委任状が必要です
　　　　　　　※公売物件の有無を、入札前日までに問
　　　　　　　　い合わせてください。

　　茨城県水戸県税事務所　☎029－221－6605

　雇ったら、入る。労働者を1人でも雇っている事業主は、
労働保険（労災・雇用）に加入する義務があります。

　　茨城労働局労働保険徴収室　☎029-224-6213

不審者情報インターネット掲示板　http://fushinsha.ibk.ed.jp/
携帯端末用　　　　　　　http://fushinsha.ibk.ed.jp/m/

　県教育委員会では、子どもたちが身の危険や不安を感じた
不審者の情報を迅速に共有し、広く県民の皆さまに情報を提
供する「不審者情報インターネット掲示板」を開設しています。
　この掲示板は、本県独自の取り組みであり、市町村教育委員
会や学校が、児童生徒や地域の方々から寄せられた不審者に
関する情報を、それぞれの判断において書き込んでいるもの
で、書き込むと同時に公開されるシステムになっています。
　県民の皆さまにおかれましては、不審者情報インターネット
掲示板の情報をご覧いただき、安全確保や犯罪被害の未然
防止のためにお役立てくださるようお願いします。

　　県義務教育課　☎029－301－5229

　万一の交通事故でも私たちを必ず守ってくれる。
『忘れないで。免許とヘルメット、そして「自賠責」』

　自賠責保険・共済の有効期限は切れていませんか？
　自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本的な対
人賠償を目的として、原動機付自転車を含むすべての自動車
に加入が義務づけられています（自動車損害賠償保障法）。
　特に、車検制度のない250cc以下のバイク（原動機付自転
車・軽二輪自動車）は、有効期限切れ、かけ忘れにご注意を！
　なお、自賠責制度の詳しい内容は、http://www.jibai.jpで
ご覧になれます。

　　国土交通省関東運輸局茨城運輸支局輸送・監査担当
　　☎029－247-5244

電話加入権を公売します 10月は労働保険適用促進月間です

自賠責制度

問

問

問

問

青年海外協力隊・シニア海外ボランティア
体験談＆説明会

「不審者情報インターネット掲示板」を
 ご活用ください

　あなたの技術や経験を生かして、開発途上国の人々と
ともに生活し、協力活動を展開していく海外ボランティア
に参加してみませんか？
　茨城県内では以下の4ヶ所で「体験談＆説明会」を開催
します。JICAボランティアOB・OGによる体験談＆個別相
談を実施。アットホームな雰囲気の中、皆様のご質問、ご
相談にお答えします。

日　程　◇10/7（土）　水戸市県民文化センター　
　　　　　※駐車場有（イベント期間中につき、できるだ
　　　　　　け公共交通機関をご利用ください）
　　　　◇10/14（土）　つくば市 つくばインフォメーションセンター
　　　　　※駐車場有料
　　　　◇10/22（日）　つくば市 つくばインフォメーションセンター
　　　　　※駐車場有料
　　　　◇10/29（日）　水戸市　常陽藝文センター
　　　　　※近隣駐車場有料
◆各会場ともに午後1時～4時まで開催。入退出自由。
　申込み不要。参加無料。
◆当日の詳細はJICA筑波ホームページをご覧ください。
　http://www.jica.go.jp/worldmap/kantou.html#tsukuba

願書受付期間　10/1～11/10まで
　　　　　　　（日系社会青年・シニアボランティアも同時募集）
応募資格　青年海外協力隊　　　　 満20～39歳
　　　　　シニア海外ボランティア　満40～69歳
応募方法　所定の願書に必要事項を記入し、JICA青年海
　　　　　外協力隊事務局まで
そ  の  他　協力隊はJICAホームページから直接応募することも可能

　　（独）国際協力機構（JICA）筑波国際センター
　　 〒305-0074　つくば市高野台3－6
　　 ☎029－838-1111　FAX029－838-1790　
　　  ＊土日祝日を除く午前9時30分～午後5時30分

問

　どなたでも参加できます。ぜひ、ご参加ください。

日　　時　11月5日　午後1時30分～4時
場　　所　つくば国際会議場（つくば市竹園2-20-3）　
　　　　　※エレベーター、車椅子用トイレ有り
内　　容　医療講演、療養相談会
参加費用　無料（予約不要）

　　日本リウマチ友の会茨城支部事務局
　　角谷　☎0291－37－2329

リウマチ教室

問
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Library information

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

1010月・月・1111月のおはなし会月のおはなし会

・10月14日（土） 午前10時30分～
・10月28日（土） 午前10時30分～
・11月11日（土） 午前10時30分～
・11月25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

・10月14日（土） 午前10時30分～
・11月  3日（金） 時間未定（問い合わせください）

玉里図書館
玉里総合文化センター　１階　和室

・10月28日（土） 午前11時～
・11月25日（土） 午前11時～

美野里公民館図書室
美野里公民館

開館
時間

11月
日 月 火 水 木 金 土

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

3

10

17

24

4

11

18

25

10　月
日 月 火 水 木 金 土

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

3

10

17

24

31

＊■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。(蔵書点検のため、11月13日～17日まで休館します。)
＊■は全館･全室の休館日です。
＊■は玉里図書館の休館日です。（蔵書点検のため、10月17日～31日まで休館します。）

2

9

16

23

30

　蔵書点検作業のため、下記の期間は休館となります。
　利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、その間は他の図
書館・図書室をご利用ください。

玉 里 図 書 館：10月17日（火）～10月31日（火）
美野里公民館図書室：11月13日（月）～11月17日（金）

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

1010月・月・1111月のおはなし会月のおはなし会10月・11月のおはなし会

2

9

16

23

30

玉里図書館・美野里公民館図書室休館のお知らせ

　小川図書館･資料館では右記の期間、除籍した資料を無償で配
布いたします。

・場所：小川図書館
・期間：11月3日（文化の日）～12日(日）
・配布冊数：1人５冊まで
　☆6日（月）は休館となりますので、ご注意ください。

小川図書館　除籍本無償配布のお知らせ
地震発生！備えは十分ですか？地震発生！備えは十分ですか？地震発生！備えは十分ですか？
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10月・11月のおはなし会

■
■
■
■

10月・11月のおはなし会

地震発生！備えは十分ですか？地震発生！備えは十分ですか？地震発生！備えは十分ですか？地震発生！備えは十分ですか？地震発生！備えは十分ですか？

　地震は、いつ発生するかわかりません。地震が起きてからあわてないためにも、家族みんなで一度、話し合っ
ておきましょう。
　たとえば、非常持出品の備えです。下記を参考に各家庭でオリジナル非常持出品を考案してみてください。

※その他に懐中電灯、携帯ラジオ等もリュックサック等の背中に背負えるものに入れて、いつでもすぐ持ち出せ
　るようにしておきましょう。

【非常食】
　（家族3日分の食糧）
　飲料水(１日１人３リットル)、カンパン、ビスケット
　缶詰類（缶切）等

【救急セット】
　消毒薬、傷薬、脱脂綿、包帯、ガーゼ、はさみ、
　ばんそうこう、家庭用常備薬等

【衣類】
　セーター、ジャンパー、下着、タオル、石けん、
　 軍手、厚手のゴム手袋、毛布または寝袋等

【赤ちゃんがいる場合】
　粉ミルク、ほ乳ビン、紙おむつ等

連
絡
先

※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18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

8月中 累　計

4

166

94

26

24

22

24

1,237

736

200

132

169

急　　病

交通事故

一般負傷

そ  の  他

　市への問い合わせは
　代表番号（48-1111）におかけのうえ、担当課（内線番号がわかっていれば内線番号）に問い合わ
せください。

・小美玉市役所（本庁）
・小川総合支所（支所）　　　48-1111（代表）です。
・玉里総合支所（支所）

※各支所への電話は本庁からおつなぎします。
※合併前の小川町役場・玉里村役場の代表番号
　は利用できません。
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休日診療当番医(外科)

　

【問い合わせ】

人　口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53,623人（-   7）
　男　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,243人（+  5）
　女　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,380人（- 12）
世帯数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,324戸（+40）

人口と世帯数（平成18年9月1日現在）

・市県民税　　　　　　　第3期

・国保税　　　　　　　　　第7期

・介護保険料　　　　　第4期

10月中におさめましょう

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）

10月15日・22日・29日
◆受付　午前９時～11時30分
　　　　午後１時～３時30分

10月15日・21日・22日・28日・29日
◆受付　午後７時～10時30分

休　日

夜　間

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。

10月 4日

10月11日

10月18日

10月25日

　社会福祉協議会小川支所
　☎５８－５１０２

※社会福祉協議会美野里支所（四季健康館内）
　☎３６－７３３０
　社会福祉協議会玉里本所
　☎３７－１５５１
※社会福祉協議会小川支所
　☎５８－５１０２

10月10月10月
◆受付  午前９時～11時30分・午後１時～３時30分

日
15
22
29

 外　　　科
関クリニック
渡辺クリニック
友部整形外科

（石岡市）
（石岡市）
（石岡市）

☎（23）8300
☎（26）7633
☎（26）2339

10月10月10月

午後１時～４時

行政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。

10月18日
午後1時30分～3時30分
小川町保健相談センター
中島　庸夫　相談委員

10月20日
午後1時～3時
小美玉市役所1階　相談室
内田　光義　相談委員

10月25日
午前10時～正午
玉里保健福祉センター
小出智惠子　相談委員

(　　）は前月比

行 政 相 談

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。相談は無料です。

10月11日 午前10時～午後3時
四季健康館
相談員　美野里人権擁護委員

秘書広聴課　市民相談係
☎48－1111　内線1212

社会福祉課（四季健康館内）　☎48-0221　内線210
小川総合支所　保健福祉課　☎48-1111　内線2111
玉里総合支所　保健福祉課　☎48-1111　内線3113

【問い合わせ】

『農業日誌・新農家暦』申込予約受付中！『農業日誌・新農家暦』申込予約受付中！『農業日誌・新農家暦』申込予約受付中！

　茨城農林水産統計協会発行の『平成19年版農業
日誌・新農家暦』の申込みを受け付けています。

◆価格（予約特価）

　　　　　農業日誌　　  １冊　1,400円
　　　　　ファミリー日誌 １冊　1,400円
　　　　　新農家暦　　  １冊　   360円

◆申込締切　10月31日（火）
　※日誌、暦の配布、代金の徴収は市役所情報政策課で行います。
　※申込方法が昨年と変わりました。電話等でお申込みください。

【申込み・問い合わせ】 情報政策課　統計係☎４８－１１１１　内線1252

次回お知らせ版11月号の発行日は10月26日（木）です。 この広報紙は再生紙を使用し、環境に優しい大豆インキで印刷しています。


