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広報小美玉

今年の総合防災訓練のテーマは、「市民協働による災害に強い小美玉市」と位置づけました。
①自宅でご家族の身の安全を確保する【自助】②ご近所や地域の皆さんと助け合い災害を乗り切る【共助】
③市や消防など公的機関が行う【公助】　この 3つのいずれか 1つが欠けても安全・安心なまちづくりの実現
はありえません。
総合防災訓練の充実と進化を市民の皆さまと一緒に目指します。

日　時：１１月２２日（土）　９：００～
場　所：各ご家庭 ほか
〔注意事項〕
　○当日は、８：３０に防災行政無線にて訓練開始についての周知放送をします。

訓練項目 予定時間 内容等
１    地震発生の合図  9：00 市役所から防災行政無線による訓練開始放送が流れます。

２    避難行動訓練  9：00 ～
　10：30 ご家庭などにおいて、地震発生時の基本行動を確認しましょう。

３    発災対応型訓練   10：30 ～
　12：00

美野里公民館・玉里 B＆ G海洋センターにおいて初期消火訓練・
AED操作訓練・救出救助訓練・避難所設営訓練・炊き出し訓練　等

４    体験ブース  10：30 ～
　12：00

美野里公民館（自然災害体験車・煙体験ハウス）
玉里 B＆ G海洋センター（降雨体験車・煙体験ハウス）

防災訓練内容等

　突然大きな地震に襲われたら、皆さんは慌てずに行動できますか。
　まずは「身の安全を守る」ことが大切です。緊急地震速報の普及により、揺れを感じる前に身を守ること
が可能となりましたが、いざというときにどう行動したらいいか、東京消防庁がまとめている「地震　その
時　10のポイント」を確認してみましょう。
　上記日時の総合防災訓練地震発生の合図とともに、会場の訓練に参加できない皆さんも、ご家庭などで 10
のポイントをチェックして訓練に参加してみませんか。

※詳しくは２ページの訓練概要をご覧ください。

市民協働による総合防災訓練を実施します

出展：東京消防庁
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訓 練 概 要

徒歩等で移動

移
動

③公助（訓練時開設指定避難所）
　美野里公民館・玉里 B＆ G海洋センター

　　各集落公民館等から指定避難所に移動。
　　指定避難所到着後、受付を行い、居住スペースの確保などを行う。
　　社会福祉協議会・行政職員等による避難所設営訓練。また、消
　防職員等の指導のもと、初期消火訓練・救出救助訓練・ＡＥＤ操
　作訓練・炊き出し訓練を行う。

　※ 10：30 頃からどなたでもご参加・お立ち寄りいただけます。

　小川地区
　野田本田区・本田町区・与沢区

　美野里地区
　堅倉区・大曲区・仲丸区・西明地区・小岩戸区・上小岩戸区・西郷地区・
　柴高区・上鶴田区・下鶴田区・長砂区・三箇区・先後区・橋場美区・
　清風台区・小曽納区・上馬場区・竹原下郷区・北浦区・高場区・
　江戸住宅区

　玉里地区
　田木谷区・新田木谷区・栗又四ヶ区・みどり野区・第三東宝区・
　玉里団地区・野村田池区・新高浜第一区・新高浜第二区

※この訓練は、北関東防衛局に
　よる、百里飛行場関連再編関
　連特別事業の交付金を活用し
　ております。

　学区単位および行政区単位での総合防災訓練への参加を募集したと
ころ、今回参加される行政区は、下記の通りとなりました。

訓練参加行政区

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

①自助（各ご家庭にて）
　　戸別受信機にて市内全域一斉放送後、身の安
　全を守る訓練項目をチェックし、確認する。
　【点検項目チェック表を事前に各戸配布します】

②共助（一時避難所）
　　各集落公民館まで避難訓練を実施。
　　消防職員・消防団員・行政職員と一緒に「防
　災マップづくり」や「災害確認票づくり」を行う。
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　特殊詐欺は、身内（息子や孫）や大手企業の社員、警察官や裁判官などの公的機関の職員になりすました
詐欺犯が被害者に対して「ニセ電話」をかけるなどして、対面することなく現金等をだまし取ろうとするこ
とが特徴であることから、県民の皆様に分かりやすくするために「ニセ電話詐欺」という名称としました。

ニセ電話詐欺犯と接触しないために…

「留守番電話」を !!
ニセ電話詐欺犯は、録音されると証拠が残る留守番電話を嫌います。
在宅中でも留守番電話に切り替えておくと安心です。

送らない！送らない！現金を現金を

「レターパックや宅配便で現金を送って」
と言われたらニセ電話詐欺です！

手渡さない！手渡さない！現金を現金を

身内が必要だという現金を代理の人物に渡さない。
公的機関を名乗る者から「カードや通帳を預かり
ます」と言われたらニセ電話詐欺です！

だまされたふり！だまされたふり！
犯人からのウソの電話と気づいたら、そのままだま
されたふりを続け、電話を切った後１１０番通報を
してください。
警察官が駆けつけ、犯人をおびきだし犯人を逮捕し
ます。
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茨城県警察では、振り込め詐欺に代表される「特殊詐欺」を「ニセ電話詐欺」という名称にしました。

「ニセ電話詐欺」にご用心！「ニセ電話詐欺」にご用心！

レターパック

１１０１１０

【問い合わせ】 石岡警察署　生活安全課　☎：28-0110（内線 287）
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自動音声案内に従って「３」を押してください。自動音声案内に従って「３」を押してください。

※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から始まる電話からは、「03-6700-1144」へおかけください。

申請から受け取りまで申請日から数えて 8日間かかりますので、余裕をもって申請してください。

なお、年末年始（12月 27日から 1月 4日まで）は申請および受け取りができませ
んのでご注意ください。

小美玉市に住民登録している方は、小美玉市役所市民課での申請・受け取りとなります。
（小川総合支所、玉里総合支所でのお取り扱いはしておりません）

　１０月１日以降に、国民年金保険料を納付された方。

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」について「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」について

【受付期間】平成２６年１１月４日（火）～平成２７年３月１６日（月）
【受付時間】月曜日～金曜日　９：００～１９：００
　　　　　　第２土曜日　　　９：００～１７：００
　　　　　　※祝日、１２月２７日（土）～１月４日（日）はご利用できません。

ナビダイヤルナビダイヤル　　☎：０５７０－０５８－５５５☎：０５７０－０５８－５５５

　平成２６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。

（たとえば、本年１０月から国民年金に加入された方など）
★世帯主等が、ご家族（配偶者や大学生の子ども等）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１１月上旬に送付される方

来年２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！～

★社会保険料控除証明書のご照会先

※控除証明書は、上記ダイヤルのほか、水戸南年金事務所国民年金課（水戸市柳町 2-5-17　☎：029-227-
3253）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 26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
時期は国民年金保険料を納付された日により異なります。

年内にパスポートの受け取りを希望される方は１２月１６日（火）年内にパスポートの受け取りを希望される方は１２月１６日（火）
までに申請が必要ですまでに申請が必要です  

【問い合わせ】 市民課　☎：48 － 1111（内線 1110 ～ 1114）

【問い合わせ】 医療保険課　国保年金係　☎：48 － 1111（内線 1105）
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不動産会場公売のお知らせ不動産会場公売のお知らせ
　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２７年１月１３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）

売却区分売却区分
番号番号 所在所在 地目地目 地積地積 見積価格見積価格

（公売保証金）（公売保証金） 買受適格証明書買受適格証明書

26-114 竹原字代田 858 番 畑 1223㎡ 300,000 円
　（30,000 円） 必　要

26-115
竹原字笠松 873 番
竹原字笠松 874 番
竹原字代田 875 番 1

畑
原野
畑

734㎡
444㎡
838㎡

490,000 円
　（50,000 円） 必　要

26-116 竹原字代田 877 番 1 田 1501㎡ 370,000 円
　（40,000 円） 必　要

26-117 竹原字笠松 859 番 畑 4850㎡ 1,180,000 円
（120,000 円） 必　要

◆お問合せ先：茨城租税債権管理機構（水戸合同庁舎５階） 　☎：029-225-1221

「多重債務者のための無料法律相談会」を開催します「多重債務者のための無料法律相談会」を開催します
　借金の返済でお困りの方を対象に無料法律相談会を開催します。相談は無料ですので是非ご相談ください。
弁護士、司法書士、消費生活相談員が相談に応じます。（秘密厳守）
　また、各会場で「心の健康相談」も併せて実施しますので、希望される方はお気軽にお申し付けください。

【期　  日】 １１ 月１４ 日（金）～１１ 月１６ 日（日）、１１ 月２８ 日（金）～１１ 月３０ 日（日）
【時　  間】 １３：００～１６：３０
【対　  象】 多重債務者（借金の返済にお困りの方）
【応募資格】 特になし
【人　  数】 各会場定員１０名 　※事前予約制、定員になり次第締め切り
【場　  所】 １１ 月１４日（金）茨城県筑西合同庁舎（筑西市二木成 615）

１１ 月１５日（土）茨城県水戸合同庁舎（水戸市柵町 1-3-1）
１１ 月１６日（日）茨城県土浦合同庁舎第一分庁舎（土浦市真鍋 5-17-26）
１１ 月２８日（金）日立シビックセンター（日立市幸町 1-21-1）
１１ 月２９日（土）レイクエコー（行方市宇崎 1389）
１１ 月３０日（日）茨城県水戸合同庁舎（水戸市柵町 1-3-1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【計６会場】

【申込方法】 事前に県生活文化課（０２９－３０１－２８２９）へ電話にてお申し込みください。
※申し込み受け付けは、平日８：３０～１７：１５まで

【申込締切】 各会場開催日の前日まで　※定員になり次第締め切り

県生活文化課     ☎ ：029-301-2829　
　　　　　　　FAX ： 029-301-2848
ホームページ ：http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/syose/

【申込先・問い合わせ】
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「百里基地音楽祭」開催のお知らせ「百里基地音楽祭」開催のお知らせ
【主　催】 航空自衛隊百里基地・百里基地周辺市町協力会
【出　演】 航空中央音楽隊
【日　時】 １２月１３日（土）１７：００～１９：００（受け付け開始　１６：１５）
【会　場】 小川文化センター（アピオス）
【費　用】 入場および駐車場ともに無料
【応募方法】 往復ハガキまたは※基地ホームページから応募してください。（１１月１７日（月）必着）応募者

多数の場合は抽選となります。
※基地ホームページ　http://www.mod.go.jp/asdf/hyakuri/

【応募要領】 往信面に、応募代表者の住所、氏名、電話番号、および応募者全員の氏名と年齢を記入してください。
（１枚で４名まで申し込み可能ですが、小学校入学前は入場不可）記載不備や２通以上の応募は無効です。

１１月１１日～１７日は「税を考える週間」です１１月１１日～１７日は「税を考える週間」です
「税を考える週間」とは、皆さまに税金の意義や使い道への理解を深めてもらうため、国税庁や国税局、税
務署等で様々な取り組みを行う期間のことです。今年のテーマは「しってる？地方税」です。
市では、市内の小学生を対象に税金について考える授業「租税教室」を行っています。
私たちの生活に不可欠な、インフラや公共サービスを支える税金について、家族や友人で話し合ってみて
はいかがでしょうか。

身近な地方税の一例

市県民税

※小美玉市では入湯税の徴収は行っておりません。

ゴルフ場利用税 たばこ税 自動車税・軽自動車税 入湯税

【問い合わせ】 税務課　税務係　☎：48-1111（内線 1123・1124）

【申込先・問い合わせ】 〒 311-3494（住所不要）
航空自衛隊第７航空団広報班音楽祭係　☎：52-1331（内線 2587）

電話番号、間違いないですか？

小美玉市役所は、４８－１１１１４８－１１１１です。

最近、間違い電話が多くなっています。
お電話のさいには、もう一度電話番号をお確かめください。
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＜展示風景＞＜展示風景＞

コスモス２０歳記念事業　平成２６年度参考展コスモス２０歳

「「常常
ひたちだいじょうひたちだいじょう

陸大掾陸大掾氏と園部氏」氏と園部氏」～園部川をはさんだ群雄伝～　開催中！
　玉里史料館では、生涯学習センターコスモス開館２０周年に併せて、参考展「常陸大掾氏と園部氏」～園部川
をはさんだ群雄伝～を開催しています。
　小美玉市周辺の戦国時代のようすや城館跡の発掘調査出土品の展示のほか、平成２４年度に取手山館跡で実施
した発掘調査出土品の初公開など、内容の濃い展示です。皆さまのご来館をお待ちしています。入場は無料です。

【会　　場】　　玉里史料館　展示室
【開催期間】　　１１月１６日（日）まで
【開館時間】　　９：３０～１８：００まで
【休  館  日】　　１１月１０日（月）

■詳細

■会期中のイベント
学芸員によるギャラリートーク
【日　時】　　１１月　９日（日）１３：００～
【会　場】　　玉里史料館　展示室 ＜展示風景＞

　今年もやすらぎの里小川において、『やすらぎ里まつり』を開催します。作品展示や体験コーナー、模
擬店をはじめ小川太鼓の演奏や豪華賞品の当たる抽選会など盛りだくさんです。ご参加をお待ちしてい
ます。
【日　時】１１月３０日（日）９：３０～１４：００（雨天決行）
【場　所】やすらぎの里小川
【主　催】やすらぎ里まつり実行委員会
※当日は駐車場が大変混み合います。小川総合支所から送迎バスが運行しますのでご利用ください。

やすらぎ里まつり  開催のお知らせやすらぎ里まつり  開催のお知らせ

パソコン後期講座　受講生募集！パソコン後期講座　受講生募集！

AA

BB

ワードで作品 （年賀状 ・ カード等） 作りにチャレンジ！ワードで作品 （年賀状 ・ カード等） 作りにチャレンジ！

月曜コース　１２月１・８・１５日
　　　　　　９：３０～１１：３０

土曜コース　１１月２９日、１２月６・１３日
　　　　　　９：３０～１１：３０

【持ち物】
○筆記用具
○パソコンは、Windows(Vista、7、8) のいずれかを持
参して下さい。
○Word(Offi  ce ソフト ) がインストールしてあるもの。

【対象者】市内在住・在勤・在学の方
【定    員】各１２名  ※先着順、定員に達し次第締め切り
【講　師】糸賀　芳子先生
【場　所】小川公民館
【受講料】１，２００円  ※ A（月）、B（土）　共に各３回

受付期間・受付施設（９：００～１７：００）受付期間・受付施設（９：００～１７：００）

１１月１０日 ( 月 ) ～１１月１８日 ( 火 )

申し込み方法申し込み方法 受講料を添えて小川公民館に直接お申し込みください。※電話、FAX、メール等での申し込み不可。

小川公民館…土曜日・日曜日は受付できません。

【問い合わせ】 やすらぎの里小川　☎：58-4580

【問い合わせ】 玉里史料館　☎：26-9111

【問い合わせ】 小川公民館　☎：58-3111
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親子移動教室のお知らせ
オリジナルカップめんをつくってみよう！オリジナルカップめんをつくってみよう！

　『親子移動教室』では、学べる体験学習会を開催します。 
今回は、お湯を注ぐだけで 3分後にはアツアツのラーメンができあがる「カップめん」つくりに挑戦します。
好きなスープや具材をトッピングして、世界でひとつだけのカップめんが出来上がります。　　　　　　　
　楽しい体験と思い出づくりに皆さんご参加ください。
【期　　日】　１２月６日（土）集合：小川文化センター　出発：８：００ 出発 ( 市バス利用 )
【参　加　費】　３，０００円（親子一組）
【研　修　地】　カップヌードルミュージアム   横浜市中区新港 2-3-4　
【申し込み】　１１月１０日 ( 月 ) ～１１月１８日 ( 火 ) 先着１５組　
　　　　　　小川公民館まで参加費を添えてお申し込みください。
　　　　　　ただし、受け付けは月曜日から金曜日の９：００～１７：００までになります。　　　
【そ　の　他】　1)保護者とお子さん(小学１年生～６年生)のお二人で一組です。ただし、市内に在住または在勤。
        　　　     2) その他詳細は、小川公民館までお問い合わせください。
【主　　催】　小美玉市教育委員会

小美玉市 民家園　開園時間短縮のお知らせ小美玉市 民家園　開園時間短縮のお知らせ

◆期　　間　平成２６年１１月１８日 ( 火 ) ～ 平成２７年２月２８日 ( 土 )
◆開園時間　９：００～１６：００まで（１時間短縮）

手作り講座　受講生募集！手作り講座　受講生募集！
鉄欠乏性貧血～貧血が引き起こす

様々な症状について学ぶ
【定    員】
【講　師】
【日　時】

【場　所】
【受講料】
【持ち物】

１０名  ※先着順、定員に達し次第締め切り
齋藤　智之先生
１１月２５日（火）貧血について
１２月　９日（火）更年期について
１０：００～１２：００（両日）
羽鳥公民館
１，２００円（資料代：４００円を含む）
筆記用具

【対　象】市内在住・在勤・在学の方
受付期間・受付施設受付期間・受付施設
１１月８日 ( 土 ) ～
１１月１８日 ( 火 )
９：００～１７：００

羽鳥公民館
火曜日、土曜日は午前のみ
の受け付けです。水曜日・
祝日は受け付けできません。

申し込み方法申し込み方法
受講料と資料代を添えて下記に直接お申し込みください。
※電話、FAX、メール等での申し込み不可。

やさしい寄せ植えミニ盆栽作り

【定    員】
【講　師】
【日　時】

【場　所】
【目　的】
【受講料】
【持ち物】

１５名  ※先着順、定員に達し次第締め切り
植田　豊秋先生
１１月２７日（木）
９：３０～１１：３０
美野里公民館　大会議室
四季のいろどりを感じ癒し空間を創作する
１，４００円（材料費：１，０００円を含む）
エプロン、軍手

【対　象】市内在住・在勤・在学の方
受付期間・受付施設受付期間・受付施設
１１月１３日 ( 木 ) ～
１１月２２日 ( 土 )
９：００～１７：００

美野里公民館
水曜日は受け付け
できません。

申し込み方法申し込み方法
受講料と材料費を添えて下記に直接お申し込みください。
※電話、FAX、メール等での申し込み不可。

【問い合わせ】 小川公民館　☎：58-3111

【問い合わせ】 玉里史料館　☎：26-9111

【申し込み先】 羽鳥公民館　☎：46-1519 【申し込み先】 美野里公民館　☎：48-1110
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◎ しめ縄つくり　新年の玄関を飾るしめ縄を、 自分で作ってみませんか

◎ クリスマスケーキつくり　手作りのクリスマスケーキに挑戦しましょう挑戦しましょう

会場 日時 人数 準備する物 費用 申し込み方法

農村女性の家
１２月２０日（土）
９：００～１２：００

１５名 ニッパー
２，２００円
（材料費

１，８００円

を含む）

受講料 ･ 材料費を添え
て直接農村女性の家ま
たは美野里公民館へ

玉里公民館 ２０名
花ばさみ
ニッパー

受講料 ･ 材料費を添え
て直接玉里公民館へ

小川公民館
１２月２０日（土）
１３：００～１６：００

１５名 受講料 ･ 材料費を添え
て直接小川公民館へ

会場 日時 人数 準備する物 費用 申し込み方法

小川公民館
１２月１３日（土）
９：００～１２：００

１２名
三角巾
エプロン

２，４００円
（材料費
２，０００円

を含む）

受講料 ･材料費を
添えて直接小川公
民館へ

【対　象　者】小美玉市内に在住・在勤・在学の方
【申込方法】各会場の施設に直接お申し込みください。受付は先着順です。定員になり次第締め切ります。
【申込期間】１１月２１日（金）～１２月５日（金）　９：００～１７：００まで
　　　　　※各施設の開館日が異なっています。
　　　　　・玉里公民館（月曜・祝日休館）
　　　　　・小川公民館（平日のみ受け付け）
　　　　　・美野里公民館（水曜・祝日休館）
※参加希望者数が半数に満たない講座は、中止とする場合があります。
※都合により、開講日時等を変更する場合があります。

平成 26年度 小美玉市公民館講座

国際交流ひろば国際交流ひろば に行ってみよう！
アビリン市交流３０周年

～いろいろな国と繋がろう！小美玉を発信！～～いろいろな国と繋がろう！小美玉を発信！～

【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

◇期日：１１月３０日（日）
　　　　１１：００～１４：００
◇場所：四季文化館（みの～れ）
　　　　小美玉市部室 1069
◇費用：３００円（小学生以下無料）
◇内容：文化ステージ発表
　　　　食文化交流　など
◇主催：小美玉市国際交流協会
◇問い合わせ：市民協働課
　☎：48-1111（内線  1251）

・農村女性の家
（火曜日と土曜日は、午前中のみ受け付け。
　日曜日と月曜日は受付できません。）

　国際交流ひろばを開催します。
いろいろな国の方と交流してみましょう！
お気軽にご参加ください。
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姉妹都市にメッセージを送ろう姉妹都市にメッセージを送ろう
アビリン市アビリン市

　アビリン市との姉妹都市交流が始まってから今年で３０周年となりまし
た。これまで続いてきた絆を振り返り、みんなでメッセージを送りましょう。
日本語でも受け付けしますので皆さんもこの機会にアビリンの人たちと
繋がってみませんか？

【受　付】１１月４日（火）～１１月２８日（金）
小美玉市役所市民協働課　小川総合支所総合窓口課　玉里総合支所総合窓口課
※各窓口とも８：３０～１７：１５　土・日を除く
１１月３０日（日）みの～れ風のホール※国際交流ひろば会場にて受け付けます。

本年度来日した訪問団員本年度来日した訪問団員
10周年記念の風車の前で10周年記念の風車の前で

Jeff ′s Journal 
　　　　　　　vol.1

【問い合わせ】 市民協働課　☎：48-1111（内線   1251）

　Hello Citizens of Omitama! 
It has been a little over two months since I have arrived to Omitama. I have been given many great 
opportunities such as attending many festivals, visiting places in Ibaraki, and meeting many new friends. I 
have even tried many new food items that I have never had before such as Natto, Sashimi, and fi gs. I love 
most of the food. It is delicious. 
As of September fi rst, I have started my work as an AET at Minori Junior High School. I must say that I really 
enjoy it. The students and staff  are great. I couldn't ask to work with better people than the staff  of Minori 
Junior High. The students were a little shy at fi rst, but now they are starting to open up and I can't wait to get 
to know them better. 
Besides my regular schedule at Minori Junior High, I also help teach English to elementary students on 
Wednesday and Friday. Then on Monday and Thursday I help teach English to adults. It truly has been a great 
experience so far and I have met so many wonderful people. I look forward to the rest of my time in the great 
City of Omitama. 
Thank you to everyone who has helped me, taken me around Omitama, given me gifts, and who are teaching 
me Japanese. It is greatly appreciated. I look forward to seeing all of you. 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jeff rey Haaga

　小美玉の皆さま　こんにちは
　私が小美玉に着いてからちょうど２か月が経ちました。たくさんの素晴らしい機会に恵まれ、お祭りや茨
城県のいろいろな場所を訪れたり、大勢の新しい友達にも出会いました。また、これまでに食べた事のない
納豆や刺身やイチジクなど新しい食べ物にも挑戦し、どれも美味しかったです。
　９月からは美野里中学校でAETの仕事を始め、大変うれしく思っています。生徒や先生方はみな素晴らしく、
これ以上の良い環境は望めません。生徒たちは最初ちょっぴり恥ずかしがり屋でしたが、今では私に心を開
くようになり、彼らの事をたくさん知る事ができました。
　毎週水曜日と金曜日には通常の美野里中学校の勉強の他に、小学生たちにも英語を教えています。そして
月曜日と木曜日には大人の方たちにも英語を教えています。これまでの経験は大変素晴らしいもので、ここ
でもたくさんの素晴らしい人たちに出会えました。これからも私が小美玉市にいる間、市の魅力をもっと体
感できる事を期待しています。
　小美玉を案内してくれたり、贈り物をくれたり、日本語を教えてくれるすべての人に心から感謝しています。
これからもたくさんの小美玉市の皆さまにお会いできることを楽しみにしています。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ジェフリーヘイガ
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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

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

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
　　　　　　　　　　　　祝日 9：30 ～ 17：00
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
　　　ンターの休館日です。
＊■は美野里公民館の休館日です。
＊■■は小川・玉里図書館が図書整理のため休館です。
＊■は玉里図書館・美野里公民館・ふれあい
　　　センターの休館日です。（小川図書館は開館）
＊■は年末年始のため全館休館です。

Ａコース
１１月６日・２０日　１２月４日・１８日

Ｂコース
１１月１３日・２７日　１２月１１日･２５日

＜移動図書館ふれあい号運行予定表＞

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

どなたでも参加いただけます。ぜひお越しください。

1111
月月･･

1212
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　８日（土）１０：３０～
　　　　　　　　　１３：３０～
・１１月２２日（土）１０：３０～
・１２月１３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　８日（土）１０：３０～
・１２月１３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１５日（土）１０：３０～
・１２月２０日（土）１０：３０～

玉里図書館まつり開催！玉里図書館まつり開催！

【日　時】
１１月２９日（土）　　　　         
１１月３０日（日）
【場　所】
生涯学習センターコスモス
【内　容】
本のリサイクル市
（両日１０：００～１６：００、
２Ｆ展示資料室）
ビブリオバトル（２９日（土）
１１：００～、１Ｆ展示ホール）
おはなし会（両日、１４：００～、
１Ｆ展示ホール）
本の病院（両日１０：００～
１６：００）
その他、図書館クイズラリーやパ
ネルシアター等の展示を行いま
す。
ぜひ遊びに来てください♪

将棋の日

羽生善治のこども詰将棋入門 本将棋と詰将棋のルールを覚えよう !　　　
　羽生善治　監修　池田書店
羽生善治のこども将棋中盤の戦い方入門 駒を得して有利に進めよう !   　
　羽生善治　監修　池田書店
女性のための将棋の教科書 誰でも簡単に始められる入門編 　　　　　　
　上田初美　監修　土屋書店
先崎学の子ども将棋 脳をやわらかくする　　　　　　　　　　　　　　
　先崎　学　著　　梧桐書院 
実戦で強くなる将棋入門 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　伊藤　果　著　　日本文芸社
将棋をはじめる 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　阪口神士　著　　金園社

関連本

　将棋好きであった徳川家康は、将棋（本将棋）を囲碁とともに幕
府の公認とした。やがて、寛永年間には将軍御前で指す「御城将棋」
が行われるようになった。そして家康と並んで将棋を好んだといわ
れる、八代将軍徳川吉宗のころには、年に１度、旧暦の１１月１７
日に「御城将棋の日」として御城将棋を行うようになった。　　　
　このことを由来として、１９７５年に日本将棋連盟が１１月１７
日を「将棋の日」と制定した。
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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

１２月６日 （株）大栄 ☎ 58-5851 １月１日 （株）内田工業
興和工業（株）

☎ 54-0041
☎ 49-1103

湖北水道
企業団
☎ 24-3232

１２月７日 勝樹設備 ☎ 48-3552 １月２日 （株）本田工業
金敷電設工業（有）

☎ 54-0158
☎ 48-0211

１２月１３日 亀山建設（株） ☎ 58-2901 １月３日 （有）山口水工
金藤水道工事店

☎ 58-0129
☎ 48-4440

１２月１４日 坪井林業（有） ☎ 47-0707 １月４日 （株）大栄
勝樹設備

☎ 58-5851
☎ 48-3552

１２月２０日 倉田電気商会 ☎ 58-2909 １月１０日 （有）大和田建設
（株）小林工業

☎ 48-3351
☎ 48-2375

１２月２１日（株）川名工務店 ☎ 46-0305 １月１１日 倉田電気商会
（株）川名工務店

☎ 58-2909
☎ 46-0305

１２月２３日（株）クボタ総建 ☎ 46-0006 １月１２日 （有）広瀬商事
（株）クボタ総建

☎ 53-0833
☎ 46-0006

１２月２７日（有）マツカワ設備工業 ☎ 46-2154 １月１７日 （株）内田工業
興和工業（株）

☎ 54-0041
☎ 49-1103

１２月２８日（有）尾形工務店 ☎ 58-1701 １月１８日 （株）本田工業
金敷電設工業（有）

☎ 54-0158
☎ 48-0211

１２月２９日（株）常陸開発工業 ☎ 49-1466 １月２４日 （有）重藤建設
坪井林業（有）

☎ 53-0448
☎ 47-0707

１２月３０日 中村工業（株） ☎ 58-3025 １月２５日 （有）永作設備
（有）共立建設

☎ 58-2819
☎ 36-8015

１２月３１日（株）ｴｲﾌﾞﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ☎ 47-0882 １月３１日 （有）尾形工務店
（株）常陸開発工業

☎ 58-1701
☎ 49-1466

●母子保健事業

とき ところ 事業名（受付時間） 対 象 者
2 火 四季健康館 育児相談（9:30 ～ 11:00） 乳幼児と保護者
3 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24年5月6日～7月5日生）
4 木 四季健康館 ４か月児健診（13:00 ～ 13:30） 美野里（平成 26 年 6月～ 7月生）
6 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）妊婦およびご家族
9 火 四季健康館 かばちゃん教室（13:00 ～ 13:30） 美野里（平成 22 年 8月～ 11 月生）
10 水 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 26 年 1月～ 2月生）
12 金 四季健康館 １歳６か月児健診（13:00 ～ 13:30） 美野里（平成 25 年 4月～ 5月生）
16 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 23 年 6月～ 7月生 )

●成人保健事業

とき ところ 事業名（受付時間） 対 象 者
4 木 玉里保健福祉センター こころのデイケア（9:30 ～ 10:00） 希望者※要予約
11 木 小川保健相談センター こころの健康相談（9:30 ～ 11:00） 希望者※要予約
18 木 四季健康館 こころのデイケア（9:30 ～ 10:00） 希望者※要予約

●大広間健康相談・健康教室開催予定
とき ところ 内容
2 火

四季健康館 血圧測定・健康相談健康教室「循環器病について」
3 水
4 木
5 金

とき ところ 内容
16 火

四季健康館 シルバーリハビリ体操17 水
18 木
19 金

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。

12 月・１月の漏水修理当番12月・１月の漏水修理当番

１２月のほけんがいど１２月の けんがいど１１１１１１１１１１１１１１１２２２２２２２２２２２２２２２月月月月月月月月月月月月月月月のののののののののののののののほほほほほほほほほほほほほほほけけけけけけけけけけけけけけけんんんんんんんんんんんんんんんがががががががががががががががいいいいいいいいいいいいいいいどどどどどどどどどどどどどどど１２月のほけんがいど
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消 防 団 員 募 集！
小美玉市消防団では、新入団員（分団員）を随時募集しています。
私たちと一緒にわが街を災害から守りませんか。やる気溢れるあなたの入団をお待ちしています。
【入団資格】
　・年齢満１８歳以上の方
　・本市に居住または勤務する方
【入団後の待遇】
　年間一定の金額が報酬として支給されるとともに、災害や訓練に出場した場合に手当てが支給されます。
　また、５年以上勤務された方にはその勤務年数と階級に応じた退職報償金が支給されます。
【公務災害補償】
　消防団活動中、負傷した場合は補償制度があります。
【被服の貸与】
　消防団活動に必要な活動服などが貸与されます。
【表彰制度】
　職務にあたって、功労、功績があった場合は表彰されます。
【入団方法】
　消防本部総務課までお電話ください。
　☎：58-4541

【問い合わせ】 消防本部　総務課　地域消防係　☎：58-4541

10月の環境放射線モニタ測定結果

国が定めた除染基準は 0.23 マイクロシーベルト／時を下回るものです。
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。

　市内６３施設で、ガンマ線の空間線量を測定しました。測定の結果、放射線量の最高値と平均値は以下の通
りです。なお、保育園 ･幼稚園 ･小学校 ･運動公園の子ども広場は地表から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、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/

【検 査 件 数】学校給食：５７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
　９月の測定結果では、基準値を上回る放射性物質は検出されませんでした。
　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。測定結果は市ホームページ
で公表されています。

【最高値】０．１３６／時（１０月８日計測）
【平均値】０．０９５マイクロシーベルト

　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　放射線対策係　☎：48-1111（内線 1013･1014）

【問い合わせ】 学校給食課　☎：56-4855

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

給食素材放射能測定結果（９月測定分）



平成 26年 10月 30日　お知らせ版 17

埼玉県朝霞警察署から情報提供がありました。

齋藤 杏花（さいとう あんな）さん（中学２年生）を捜しています
　今年３月１０日 ( 月 ) 午後４時頃、下
校途中に行方がわからなくなりました
が、有力な情報が得られておらず、現在
も見つかっていません。
　携帯電話、財布、現金は自宅に置いて
あり、私服も持ち出した形跡がありませ
ん。
　お心当たりの方は、朝霞警察署または
最寄りの警察署、交番へご連絡ください。

＜身体的特徴＞
・身長　155cmくらい、やせ型
・髪型　肩下あたりまでの黒いストレート
・笑うと口元左横にえくぼができる
＜所持品＞
・ほぼ真っ黒のリュックサック
・ナイロン製の肩掛け型巾着
（ピンク色で母親の手作り）
※巾着の中には中学校のジャージ上下入り

平成 13 年 1 月 15 日生平成 13 年 1 月 15 日生
（13 歳）（13 歳）
埼玉県朝霞市在住埼玉県朝霞市在住 【問い合わせ】埼玉県朝霞警察署　☎：048-465-0110

　「県民の日」は、郷土の歴史を知り、自治の意識を
高め、私たちのより豊かな生活と県の躍進を願う日
として、1968 年（昭和 43 年）に、県の条例により
定められました。1871 年（明治４年）11 月 13 日
の県の統廃合で、初めて「茨城県」という県名が用
いられたことにちなみ、11 月 13 日を「県民の日」
としています。

県の花：バラ

県の木：ウメ

県の鳥：ヒバリ

県の魚：ヒラメ

茨城県のシンボル茨城県のシンボル

　下記、県民の日ホームページにアクセスしていた
だくと、県内や市町村等の県民の日限定のお得な特
典情報をご覧になれます。
ぜひ、ご活用ください。

県民の日ホームページ
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/bugai/koho/
public/day/

　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、お
よ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１５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

【対　象】
有効期限が平成２６年 9月３０日または平成２６年
１２月３１日までの受給者証をお持ちの方
【受付期間】
保健所窓口では平成２６年１１月４日（火）から平成
２６年１２月２６日（金）まで受け付けます。郵送で
は平成２６年１２月３１日（水）消印有効となります。
　平成２７年１月 1日以降の受け付けは新規でのお
取り扱いとなり、これまでの臨床調査個人票の作成
が必要になりますのでご注意願います。
　その他、必要書類など、これまでと変更になるも
のがありますのでご注意ください。
【問い合わせ】
水戸保健所　保健指導課
☎：029-241-0100（代表）

１１月１３日は県民の日です 第２６回鉾田農業高等学校文化祭『緑苑祭』

一般特定疾患医療受給者証の継続申請期間が始まります

９月末現在の小美玉市内の事故発生状況
　　　　　　　　　（前年比）
○発生件数　１２８件（　－１）
○死　者　数　　　０名（　－１）
○負傷者数　１６６名（－１４）
○物損件数　７８０件（－４６）

※平成２６年１月１日からの累計件数

石岡警察署からのお知らせ
区　　分 ９月中 累　　計
火　　災 3 14
救　　急 152 1,467
急　　病 88 938
交通事故 19 154
一般負傷 26 191
そ　の　他 19 184

平成２６年火災発生・救急出場件数
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次回お知らせ版 12 月号の発行日は 11 月 27 日（木）です。

人口と世帯数（平成２６年１０月１日現在）

世帯数………………………２０，２８２戸 ( ＋２０）

　男　………………………２６，８４１人 ( ー１２)

人　口………………………５２，９４３人 ( ー１６)

　女　………………………２６，１０２人 ( ー　４)

※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。

【問い合わせ】市長公室　秘書広聴課　広報広聴係☎：48-1111　内線 1212

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１７日(月 )　１０：００～１２：００
ところ　本庁１階　相談室
　　　※対話は１人３０分程度でお願いします。
　　　※事前にご予約をお願いします。

１１月２６日※
１２月１７日　

社会福祉協議会小川支所
☎：58-5102

１２月　３日　
１２月２４日※

社会福祉協議会美野里支所
（四季健康館内）
☎：36-7330

１２月１０日※
　１月　７日　

社会福祉協議会本所
☎：37-1551

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）

（　　）は前月比

行政書士無料相談会
【開催日】１１月１８日（火）１３：００～１６：００
予約は不要です。（受付順）
（受付順・相談は１人３０分程度でお願いします）
【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

・後期高齢者医療保険料　第５期

（※納期限は、１２月１日です）

・国民健康保険税　第７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

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

2  石岡市医師会病院  大砂 10528-25 22-4321

3  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

9  石岡市医師会病院  大砂 10528-25 22-4321

16  石岡市医師会病院  大砂 10528-25 22-4321

23  八郷整形外科内科 病院  東成井 2719 46-1115

24  石岡第一病院  東府中 1-7 22-5151

30  府中クリニック  府中 5-11-1 22-2146

緊急診療（石岡市医師会病院内）２３－３５１５

休日
2・3・9・16・23・24・30
◆受付　午前９時～１１時３０分　
　　　　午後 1時～３時３０分

夜間
1・2・3・8・9・15・16・22・23・24・29・30
◆受付　午後６時～９時３０分

１１１１月月 緊急診療（内科・小児科）

１１月１８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２０日
１３：３０～１５：３０
小美玉市役所　１階　相談室
石﨑　渡　相談委員

【問い合わせ】市長公室　秘書広聴課　広報広聴係☎：48-1111　内線 1212

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。予約は不要です。


