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　小美玉市では、大規模な地震災害時における防災活

動の円滑化と市民の防災意識の高揚を図るため、各防

災関係機関の協力のもと、平成２２年度小美玉市総合

防災訓練を実施することになりました。

　当日は、避難訓練体験コーナーや炊き出し訓練等も

行う予定ですので、市民のみなさんのご参加をお待ち

しております。

日　　時：１１月１４日 ( 日 )　午前８時３０分～正午

　　　　　※当日は、午前７時に防災無線にて訓練用招集信号を吹

　　　　　鳴いたしますので、お間違えのないようご注意願います。

場　　所：玉里総合運動公園　多目的広場

　　　　　小美玉市栗又四ケ 2406-4

　小美玉市国際交流協会では、市民のみなさんと外国人の方々が交流を通じてふれあいを深めていただ

くことを目的に今年も国際交流ひろばを開催します。

　みなさん、ふるってご参加ください。

■日　　時：１１月２１日 ( 日 )　正午～午後２時３０分

■場　　所：美野里公民館　ホール

■内　　容：立食パーティー形式による交流会 ( 文化発表や食文化交流など )

■参　加　費：５００円 ( 外国人の方、小学生以下は無料です )

【問い合わせ】 市民生活部　地域振興課　市民安全係　☎：48-1111（内線 1133）

小美玉市総合防災訓練を実施します小美玉市総合防災訓練を実施します

「国際交流ひろば」参加してみませんか !?「国際交流ひろば」参加してみませんか !?
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【問い合わせ】 市民生活部　地域振興課　市民協働係　☎：48-1111（内線 1134）
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【問い合わせ】 保健福祉部　子ども福祉課　子ども福祉係　☎：48-1111（内線 3227）

※児童扶養手当とは ･･･ 父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭（ひ
とり親家庭）の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給され
る手当です。

手続きは１１月３０日までに！手続きは１１月３０日までに！

提出は１１月２０日までに！提出は１１月２０日までに！

父子家庭の方へ

現在　児童扶養手当を受給されている方へ

　ひとり親家庭に対し自立を支援するため、平成２２年８月１日から、父子家庭の父にも児童扶養手当が支

給されることになりました。

　児童扶養手当を受給するためには、市へ申請（認定請求）が必要です。

・平成２２年７月３１日以前に支給要件に該当している方は、１１月３０日までに申請をすれば「８月分」

から支給されます。

・平成２２年８月１日以降、１１月３０日までに支給要件に該当した方は、１１月３０日までに申請をすれ

ば「要件に該当した日の翌月分」から支給されます。

・１１月３０日を過ぎると、「申請の翌月分」からの支給になりますので、上記に該当する方は必ず１１月

３０日までに手続きをしてください。

【支給要件】

　１８歳に達する日以後、最初の３月３１日までにある児童（身体又は精神に障がいのある場合は２０歳未

満の児童）で次のいずれかに該当する児童について、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしてい

る場合に支給されます。ただし、老齢福祉年金以外の公的年金（老齢年金、障がい年金、遺族年金など）を

受けている方は除かれます。また、所得の制限があります。

①父母が婚姻を解消した子ども

②母が死亡した子ども

③母が一定程度の障がいの状態にある子ども

④母の生死が明らかでない子ども

⑤その他

　（母が１年以上遺棄している子ども、母が１年以上拘禁され

ている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど）

【手当額（月額）】

　受給資格者（ひとり親家庭の父や母など）が監護・養育する

子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。

・全部支給　　児童１人のとき　41,720 円

　　　　　　　児童２人のとき　46,720 円

　　　　　　　児童３人以降１人につき　3,000 円加算

・一部支給　　受給者の所得に応じて　41,710 円～ 9,850 円

～「現況届」・「一部支給停止適用除外事由届出書」の提出はお済ですか～
　現在、この手当を認定されている方には、８月上旬に「現況届」の用紙が郵送されています。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す。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ので、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
提出してください。
　また、申請後５年を経過している方には、「一部支給停止適用除外事由届出書」の用紙が郵送されています。
この届出がされないと、手当の２分の１が支給停止になる可能性がありますので、必ず提出をお願いします。

【申請・提出場所】

　　　　　　子ども福祉課子ども福祉係（玉里総合支所２階 )

　　　　　　福祉事務所小川支所（小川総合支所）

　　　　　　福祉事務所美野里支所（四季健康館）

児童扶養手当についての大事なお知らせ
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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 ２ ２０

救　　急 １３９ １３２２

急　　病 ８９ ８２４

交通事故 １３ １８９

一般負傷 １５ １５０

そ の 他 ２２ １５９

小美玉市管内における火災・救急出場件数

＊防火教室及び救急講習会等について、

随時各消防署において受付を行って

おりますので、受講希望者は下記の

連絡先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２２年火災発生・救急出場件数
連　絡　先

秋 の 火 災 予 防 運 動
　「平成２２年秋の火災予防運動」が１１月９日～１１月１５日まで全国一斉に実施されます。こ

の運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、火災に

よる死傷者及び財産の損失を防止する事を目的としています。

「消したかな」あなたを守る 合言葉

　小美玉市では、小美玉市火災予防条例によって平成

２０年６月１日からすべての住宅に住宅用火災警報

器の設置及び維持が義務づけられました。

　音や音声で火事を知らせます。

　強引な販売や粗悪品を不当に高く販売される被害が発生しています。

被害者の多くは高齢者で、特に一人暮らしの人をねらった悪質な訪問

販売です。

◆市や消防署・団が販売することはありません。

◆「お宅が最後です」などと言う業者は信用してはいけません。

◆取り付ける前に料金を確認しましょう。住宅用火災警報器の値段だけでなく、取付料金も確認し

ましょう。

◆その場ですぐに契約せず、十分に検討しましょう。無条件解約の申し出（クーリング・オフ）の

対象となっています。

◆少しでも不審に思ったら、すぐに依頼せずに十分に検討しましょう。相談する人がいない場合は、

消防本部や市役所に電話してください。

火災の問い合わせ・・・５８－０１１９（自動音声案内）

病院の照会等・・・下記消防署へ電話にてお問い合わせ

　　　　　　　　　ください。

★だまされないポイント★

全国統一標語

お問い合わせ・ご相談

悪質業者に注意！
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「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます

「扶養親族等申告書」は期限までに提出しましょう

～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～

年金受給者のみなさまへ

　国民年金保険料は、所得税及び市県民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年

の１月１日から１２月３１日までに納付した保険料が対象です。

　この社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類の添付が義務付けられています。

　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。

○１１月上旬に送付される方
平成２２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。

○翌年１月下旬に送付される方
１０月１日から１２月３１日までの間に今年はじめて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）

　年末調整や確定申告の際には必ずこの控除証明書（又は領収証書）を添付してください。

　なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合にも、ご本人の社会保険料控除に加えることができます

ので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。

【問い合わせ】

　控除証明書専用ダイアル　☎：0570-070-117
　※ＩＰ電話の方は、「03-6700-1130」へお電話ください。

【受付期間】

　平成２２年１１月１日（月）～平成２３年３月１５日（火）

【受付時間】

　○月曜日（月曜日が休日の場合は翌日）：午前８時３０分～午後７時

　○火曜日～金曜日：午前８時３０分～午後５時１５分

　○第２土曜日：午前９時３０分～午後４時

　※祝日はご利用いただけません。

　老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税の課税対象とされています。（障害年金・遺族年

金は課税されません。）

　課税対象となる受給者には、毎年１１月上旬までに日本年金機構から「扶養親族等申告書」が送付されま

すので、１２月１日までに必ず提出してください。

　この申告により、翌年中に受けられる年金にかかる所得税の源泉徴収額が決まります。もし、提出を忘れ

ると各種控除が受けられず、所得税の源泉徴収額が多くなる場合がありますのでご注意ください。

○平成２３年分「扶養親族等申告書」が送付される方は、

６５歳未満の方で年金額が１０８万円以上の方

６５歳以上の方で年金額が１５８万円以上の方

【問い合わせ】

　ねんきんダイアル　　　　☎：0570-05-1165
　※ＩＰ電話の方は、「03-6700-1165」へお電話ください。

【受付時間】

　○月曜日（月曜日が休日の場合は翌日）：午前８時３０分～午後７時

　○火曜日～金曜日：午前８時３０分～午後５時１５分

　○第２土曜日：午前９時３０分～午後４時

　※祝日はご利用いただけません。
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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。但し、表中の募集人数を超えたときは、抽選により入園者を決定いたします。

対象者：小美玉市内に住民登録のある方

○５歳児（１年保育）＝平成１７年４月２日～平成１８年４月１日に生まれた子

○４歳児（２年保育）＝平成１８年４月２日～平成１９年４月１日に生まれた子

○３歳児（３年保育）＝平成１９年４月２日～平成２０年４月１日に生まれた子

市教育委員会では、各市立幼稚園の平成２３年度幼稚園児を募集します。

園　　　名 授業料（月額） 保　　　育　　　時　　　間

納場幼稚園・竹原幼稚園

羽鳥幼稚園・堅倉幼稚園

元気っ子幼稚園

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 ９：００～１３：００

　　　　　　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。

　　　　元気っ子・玉里幼稚園においては、預かり保育 ( 保育時間外 ) を実施しています。

平 成 ２ ３ 年 度 幼 稚 園 児 募 集

【申込方法】

　「入園願書」に必要事項を記入して「本人の住民票抄本」

を添付の上、下記の期間中に入園希望の幼稚園へお申し込み

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１０日（水）

　　　　　　～１２月１７日（金）まで［厳守］

　　　　　　（土曜日、日曜日、祝祭日は休業日です。）

○受付時間：平日の午前８時３０分～午後４時３０分まで

○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・四季の里出張所に用意して

あります。

○入園許可通知は、平成２３年２月上旬頃に保護者宛に発

送します。

【授業料・保育時間など】
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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

所 在 地 　羽鳥 2624-8 　上玉里 1137-5

電話番号 　☎：46-0530 　☎：58-2542

開園時間 　午前８時３０分～午後５時４５分 　午前７時～午後７時１５分

募集

要項

対象年齢 　３歳～５歳 　満３歳～５歳

願書受付 平成２２年１０月１日～

主な経費

保育料　１５，０００円 ( 毎月 )

給食費　４，０００円 ( 毎月 )

通園バス　２，０００円 ( 毎月、バス通園児 )

施設維持費　２０，０００円 ( 入園時 )

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 )　２２，０００円 ( 毎月 )

通園バス　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

※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に応じ、入園料・保育料の補助として幼稚園就園奨励費補助金が受けられ

ます。（平成２２年度は、世帯の合計課税額が１８３，０００円以下の世帯が対象になります。）

消費生活展の各会場においてパネルシアターを開催します。

　パネルシアターとは、パネル布を貼ったボードに、絵や文字を貼った
　り外したりして、おはなしを展開します。おはなしだけでなく、動き
　があるので、内容が分かりやすくさらに楽しめます。

小川文化センター（アピオス）　　１０月３１日（日）１１：００～

四季文化館（みの～れ）　　　　　１１月　６日（土）１３：３０～

生涯学習センター（コスモス）　　１１月　３日（水）１１：００～

★当日、相談コーナーを設けます。
　消費生活における問題について、消費生活相談員が対応します。どうぞお気軽にご相談ください。

　消費生活センターが昨年１１月にオープンしてからまもなく１年です。より多くのみなさんに知ってもら

い、相談者にとって気軽に相談できる身近な場所となるよう啓発しています。

　今回、消費生活の会（美野里生活学校、小川くらしの会、玉里生活学校）が、悪質商法の事例や消費生活

センターの役割などについて、パネルシアターを使って分かりやすくお話してくれます。

　みなさん、お誘い合わせのうえ、ぜひ見に来てください。

【問い合わせ】
教育委員会　学校教育課　☎：48-1111（内線 2223）　　　　　　　　　　

〒 311-3492　小美玉市小川 4-11　（小川総合支所内）

市内私立幼稚園のご案内のご案内

パネルシアターの開催パネルシアターの開催

消費生活センターってどんなとこ？消費生活センターってどんなとこ？

【問い合わせ】 市民生活部　地域振興課　市民安全係　☎：48-1111（内線 1133）

※詳しくは、各幼稚園に直接
お問い合わせください。
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　茨城県では、都市の将来像を示す都市計画区域マスタープランの作成にあたり、住民の皆様から

ご意見をいただくため、公聴会を下記のとおり開催します。

　なお、公述申出者がいない場合、公聴会は開催しません。

●公聴会の開催日時・場所

　・日時：１１月３０日 ( 火 ) １０：３０～

　・場所：茨城県水戸合同庁舎 401 会議室　水戸市柵町 1-3-1

●申し出方法

　　本マスタープラン原案に対して意見を述べることを希望され

　る方は、公述申出期間中に公述申出書を提出してください。

【提出先】

　茨城県知事橋本昌（茨城県土木部都市局都市計画課扱い）あて

　[ 〒 310-8555　水戸市笠原町 978-6]

●公述申出期間（必着）

　１１月１５日 ( 月 ) ～２２日 ( 月 )

●公述人の決定

　　公述申出者が多数の場合、意見内容を考慮のうえ代表者を選

　考させていただきます。

●マスタープラン原案の閲覧場所及び問い合わせは下記までお願

　いします。

　茨城県福祉相談センターでは、１８歳以上の知的障がい者を対象に、出張相談や療育手帳の出張

判定を行います。

と　　き：１２月９日（木）　午前１０時～午後３時

と　こ　ろ：玉里保健福祉センター

担　当　者：福祉相談センター職員、精神科医師

内　　容：○ 療育手帳の再判定

　　　　　○ 特別障がい者手当・障がい基礎年金の診断書作成

　　　　　　 （※生活保護世帯および非課税世帯等で特に支援が必要な者に限る）

　　　　　○ 特別児童扶養手当の診断書作成（※新規申請者に限る）

　　　　　○ 知的障がい者の処遇に関する相談（※専門的支援を要するもの）

　　　　　○ 精神科医の診察

定　　員：８名（先着順）

料　　金：無料

申込期限：１１月２４日（水）

【問い合わせ】
茨城県土木部都市局都市計画課　☎：029-301-4592

小美玉市都市建設部都市整備課　☎：0299-48-1111（内線 1412）

【問い合わせ】 保健福祉部　社会福祉課　障がい福祉係　☎：48-1111（内線 3122）

知的障がい者巡回相談について

小美玉都市計画に関する公聴会を開催します

茨城県決定の
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保育所名 定員※ 対象年齢 所在地 電話番号

ひばり保育園 ６０名 ３ヶ月～就学前 山野 1237-38 54-0080

すずらん保育園 ９０名 ３ヶ月～就学前 中延 782-2 58-2543

さくら保育園 ９０名 ２ヶ月～就学前 小川 370-6 58-4821

さくら第二保育園 ６０名 ２ヶ月～就学前 飯前 1252-3 52-1881

羽鳥保育所 ６０名 １歳児～就学前 羽鳥 2352-379 46-0442

納場保育園 １２０名 ２ヶ月～就学前 納場 111-1 48-1789

太陽保育園 １２０名 ４ヶ月～就学前 鶴田 136-5 48-2253

四季の杜保育園 ７０名 ４ヶ月～就学前 堅倉 1570-6 48-3888

玉里保育園 １２０名 ２ヶ月～就学前 田木谷 1068-1 58-4968

玉里第二保育園 １００名 ２ヶ月～就学前 上玉里 1126-1 58-2643

ミーム保育園 ６０名 ２ヶ月～就学前 羽鳥 2719-36 28-8222

※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。

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

親の出産前後、病気、負傷、心身

に障害があり、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、心身に障害の

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

　募集期間中に、子ども福祉課（玉里総合支所内）または福祉事務所

小川支所（小川総合支所内）、福祉事務所美野里支所（四季健康館内）

の各窓口にて入所申込書、就労証明書、自営業申立書等の用紙を配布

します。

　入所申込書に記入のうえ、下記添付書類をそろえて窓口まで提出し

てください。

１．家庭で保育ができない証明書類

　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（民生委員の証明が必要です）

　出産の方等・・・・・・状況調査書（民生委員の証明が必要です）

　　　　　　　　　　　　母子手帳または出産予定日がわかるもの等

２．保育料算定に必要な書類

　給与のみの方・・・・・・・・・源泉徴収票（平成２２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・・・・・

　確定申告書の写し（平成２２年分）

※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。

※上記以外の保育所をご希望の場合は、下記までご相談ください。

◎入所要件 ◎募集期間

◎添付書類

◎入所申込方法

◎募集する保育所 ( 園 )

１１月２４日（水）～１２月３日（金）

（平日：午前８時３０分～午後５時１５分）

【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 3227・3228）

平成２３年度　保育所入所希望者を募集します！
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　普段、仕事で子どもと接する機会の少ないパパとクッキングしてみませんか！

　「食」について学びながら、地元の食材を使った郷土料理を作ってみよう！

【日　　時】１１月２１日（日）午前９時～午後１時ごろ

【場　　所】小美玉市四季健康館　栄養指導室　

　　　　　　所在地：小美玉市部室１１０６　☎：４８－０２２１

【対　　象】市内在住・在勤・在学で、５歳児以上１２歳未満の子と父親（または祖父）

　　　　　　※複数児童可

【内　　容】料理教室・食育教室

【メニュー】・デコレーションずし

　　　　　・ニラのかき玉汁

　　　　　 ・れんこんおやき

【講　　師】小美玉市食生活改善推進員

【定　　員】１５組（応募多数の場合は、先着順）

【参加費用】材料費実費として、１人３００円程度

【持　ち　物】・エプロン・マスク・三角きん（バンダナでもＯＫ）

　　　　　・米、１組１カップ（約１合）・上履き

【申し込み】電話、ＦＡＸ、はがき、Ｅメールに、希望者全員の住所

　　　　　　氏名・年齢（学年）・電話番号を記載

　　　　　　１１月１５日（月）必着

　パパは
※イクメン！

※育児に積極的に関わる男性のこと

▲デコレーションずし

▲れんこんおやき

▲ニラのかき玉汁

「もったいない」とは、ものを大切にするこころ。
～ お 風 呂 ～

お風呂に入ったときに湯船からお湯があふれたり、熱すぎるのは水とガ

スの無駄になります。お湯を張るときは、入ってもお湯があふれない量

にし、適温に設定してリラックスしましょう。

ママの笑顔が
見たいな

～小美玉市男女共同参画推進事業「父と子の料理教室」～

パパと一緒にクッキング

【問い合わせ】
市長公室　企画調整課　男女共同参画係　☎：48-1111（内線 3227･3228）

Ｅメール：kikaku@city.omitama.lg.jp　　FAX：48-1199
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　小美玉市では男女共同参画推進事業の一環として、下記のとおり茨城県弘道館アカデミー

事業に参加します。市民の皆様の参加をお待ちしております。

小美玉市男女共同参画推進事業

公 開 講 演 参加費無料

１　講師紹介

大ベストセラー 『ベルサイユのばら』の作者として世界各国に多くのファンを持つ池田さん。
現在は劇画家として活躍するかたわら、声楽家として歌のステージでも活躍されるなど、多方面で活動さ
れていらっしゃいます。
また、ご自身が４０歳の頃から更年期障害の悩みを抱え、うつ状態を含むあらゆる症状に悩んだ日々があっ
たことを告白され、多くの女性を勇気付けました。結婚、介護、大学進学など様々なご経験を経て､ 今も
なお輝ける女性でいらっしゃる秘訣を講演会でお話します。

２　日　　時

１１月２７日（土）１３：３０～１５：００
※午前１１時３０分　　小美玉市役所　　　　集合出発
　午前１１時５０分　　玉里総合運動公園　　集合出発
　午前１２時００分　　小川総合支所　　　　集合出発

３　場　　所

〈レイクエコー〉茨城県鹿行生涯学習センター・茨城女性プラザ
茨城県行方市宇崎 1389　☎：0299-73-2300

４　申し込み

１１月１９日（金）までに下記事務局までお願いします。（先着２０名様とさせていただきます。）

５　交　　通

バスをご用意いたしております。

６　そ の 他

食事については早めに済ませるか、車中にておとりください。

～相続又は贈与等にかかる生命 ( 損害 ) 保険契約等に基づく
年金の税務上の取り扱いの変更について～

　相続、贈与等により取得した生命保険契約や損害保険契約等にかかる年金の所得税の取り扱いを改めるこ

ととしました。

　この取り扱いの変更により、所得税の還付を受けることができる場合があります。詳しくは、国税庁ホー

ムページ【www.nta.go.jp】をご覧いただくか、最寄の税務署にお問合わせください。

問い合わせ：水戸税務署　☎：029-231-4211

女が人間 ( ひと ) になるとき
劇画家・声楽家　池田　理代子

【問い合わせ】 市長公室　企画調整課　男女共同参画係　☎：48-1111（内線 1232）

税務署からのお知らせ税務署からのお知らせ
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●母子保健事業

とき ところ 事業名（受付時間） 対象者

2 木 四季健康館 ４か月児健診（13:00 ～ 13:30） 美野里（平成２２年６月～７月生）

4 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

7 火 四季健康館 育児相談（9:30 ～ 11:00） 乳幼児と保護者

10 金 四季健康館 １歳６か月児健診（13:00 ～ 13:30） 美野里（平成２１年４月～５月生）

14 火

四季健康館 かばちゃん教室（13:00 ～ 13:30） 美野里（平成１８年８月～１１月生）

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２０年８月～９月生）

15 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２２年１月～２月生）

21 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１９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

2 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※事前要予約

9 木 玉里保健福祉センター こころの健康相談（9：30 ～ 10：00） 希望者※事前要予約

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

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　３日 ( 有 ) 清司工務店 ☎48-2389 １２月　４日 中村建設 ( 株 ) ☎ 58-3060

湖北水道企業団
☎ 24-3232

１１月　６日 亀山建設 ( 株 ) ☎ 58-2901 １２月　５日 ( 有 ) 清司工務店 ☎48-2389

１１月　７日 ( 有 ) 宮川建設 ☎48-1709 １２月１１日 坪井林業 ( 有 ) ☎ 47-0707

１１月１３日 ( 有 ) 大和田建設 ☎48-3351 １２月１２日 ( 有 ) 鈴木工務店 ☎52-1117

１１月１４日 倉田電気商会 ☎58-2909 １２月１８日 ( 有 ) 広瀬商事 ☎53-0833

１１月２０日 ( 株 ) 内藤工務店 ☎58-2050 １２月１９日 ( 株 ) クボタ総建 ☎46-0006

１１月２１日 ( 有 ) マツカワ設備工業 ☎46-2154 １２月２３日 ( 有 ) マツカワ設備工業 ☎46-2154

１１月２３日 ( 株 ) 常陸開発工業 ☎49-1466 １２月２５日 ( 株 ) 常陸開発工業 ☎49-1466

１１月２７日 ( 株 ) 大健 ☎47-0012 １２月２６日 中村工業 ( 株 ) ☎ 58-3025

１１月２８日 ( 株 ) 本田工業 ☎54-0158 １２月２９日 ( 株 ) 大建 ☎47-0012

１２月３０日 ( 株 ) 本田工業 ☎54-0158

１２月３１日 興和工業 ( 株 ) ☎ 49-1103

12月のほけんがいど

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。
平日
（☎

11 月・12 月の漏水修理当番
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講 座 名 定 員 講  師 日　 時 場　 所 目　 的 受 講 料
備  考

（持参する物等）

太巻き寿司

　　　体験
１２人

吉田 礼子

　　　先生

１１月２４日 (水 )

午前１０時～

　　　　 午後１時
農村環境改

善センター

楽しいコミュニ

ケーションで

【食は生命作り、

人作り】を！！

【受講料】

４００円

【材料費】

１，２００円

○エプロン

○手拭ハンカチ

○三角巾

○筆記用具おせち料理

　　　体験
１２人

１２月１日 ( 水 )

午前１０時～

 　　　　午後１時

【受講料】

４００円

【材料費】

１，３００円

≪対象≫　市内在住・在勤・在学の方

≪受付期間・受付施設≫　１１月１１日 ( 木 ) ～１１月１８日 ( 木 )

　受付時間：午前９時～午後５時（受付時間は、施設により若干異なりますのでご注意ください。）

　　○美野里公民館　　　　…水曜日は受付できません。

　　○農村環境改善センター…火曜日と土曜日は午前中のみの受付です。日曜日と月曜日は受付できません。

≪申込方法≫

　　　受講をご希望の方は、受講料と材料費を添えて美野里公民館又は農村環境改善センターに直接お申し

　　込みください。

　　※電話、ＦＡＸ、メール等での申し込みは受付いたしておりません。

≪受講者の決定≫　先着順とし、定員に達し次第締め切らせていただきます。

≪問い合わせ≫　農村環境改善センター　☎：４９－１０１１

　　　　　　　　美野里公民館　　　　　☎：４８－１１１０

ホームヨガに親しむ
　自分の呼吸に合わせ､ 普段使わない筋肉や関節を

動かし､ ヨガの基礎を学びましょう。

１．日　　程　１/ １４（開講式） １/ ２８ 

　　　　　　　２/ １１ ２/ ２５

　　　　　　　３/ １１ ３/ ２５（閉講式）（全６回）

２．時　　間　午後７時～８時３０分

３．場　　所　小川公民館（和室）

４．募集人員　１６名（先着順）

５．講　　師　木下内　久子　先生

６．受　講　料　２，４００円 

７．準　備　物　マット、運動しやすい服装

８．対　象　者　小美玉市在住・在勤の方

　漢詩に親しみ､ 皆と楽しく詠いながら､ 丹田を鍛

え健康管理に気をつけましょう。

１．日　　程　１/ １７（開講式）１/ ３１

　　　　　　　２/ １４ ２/ ２１

　　　　　　　３/ １４（閉講式）　（全５回）

２．時　　間 午後１時３０分～３時３０分

３．場　　所 小川公民館

４．募集人員 １６名（先着順）

５．講　　師 中村　香花　先生

６．受 講 料 ２，０００円

７．準 備 物 筆記用具

８．対　象　者　小美玉市在住・在勤の方

詩吟を詠おう

申込期間　１１月２２日（月）～１２月２０日（月）

申　込　先　小川公民館（☎：58-3111）へ受講料を添えてお申込みください。

新 春 講 座

手手作作りり講講座座　受　受講講生生募集募集

生涯学習・スポーツインフォメーション
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やすらぎ☆里まつり
学びの風をのせて～

気軽に「文化・芸術」体験！！
－やすらぎの里小川－

見て､体験して、ドキドキワクワク参加体験。
やすらぎの里で、文化・芸術にふれてみま
せんか！
イベントも盛りだくさん。
お買い物のついでに足を運んでみませんか。
１１月２８日 ( 日 )　午前１０時～

成人式にご出席ください！
と　き　平成２３年１月９日（日）
　　　　午前１１時（受付開始１０時～）
ところ　小川文化センター（アピオス）
対　象　平成２年４月２日から平成３年４月１日までに生ま

れ、市内に住んでいるか、または市内の中学校を卒
業した方

※当日は清楚な服装でご出席ください。
※式典通知（１１月中旬発送予定）が届かない方は、生涯学
習課までご連絡ください。
※保護者の方も、ぜひご一緒に式に臨まれてはいかがでしょ
うか。

【問い合わせ】生涯学習課　☎：26-9111

大正琴を始めてみませんか？

初心者の方でも誰でも簡単に弾ける

ようになります。

講　　　師　木村流大正琴水戸支部

　　　　　　生駒　万里子　先生

問い合わせ　清水　☎：46-2600　　生駒（イコマ）　☎：090-8598-5944

期　　日 タイトル・内容 集合場所 参加費

１１月２７日（土）

※雨天決行

明治大学博物館
（東京都千代田区神田駿河台１－１）
特別展『王の埴輪ー玉里舟塚古墳の埴輪群ー』
および浅草自由散策

生涯学習センター

７時１５分集合
１，０００円

※玉里舟塚古墳とは、全長７２ｍの前方後円墳で
１９６４年から明治大学考古学研究室の調査団によっ
て発掘調査が行われ、特殊な二重石棺が発見されまし
た。他にも大型円筒埴輪や馬、家など形象埴輪が多数
出土しています。今回は、明治大学博物館と茨城県立
歴史館と小美玉市玉里史料館、古墳所有者である小美
玉市上玉里在住の山内氏宅に分散収蔵されている埴輪
群及び伝資料も含めた副葬品約３００点を初めて一堂
に集めて開催されます。※開催にあたって小美玉市教
育委員会は後援となっています

※小美玉市公用バス１台を利用して実施します。

【主　　催】小美玉市玉里史料館・玉里の史跡と自然を護る会

【参　加　費】当日徴収（入館料・保険代・公用バス燃料代・駐車代・高速道路料金等）

【参加対象】市内在住・在勤・在学２０名（定員になり次第、締切ります）

　　　　　 ※高校生以上の参加とさせていただきます。

【持　ち　物】動きやすい服装および靴、参加費、昼食（代）、雨具など

【申込方法】生涯学習センターにお申し込み下さい。（電話申込不可 ・ ＦＡＸ申込可）

【申込期間】１１月５日 ( 金 ) ～１１月１４日 ( 日 )　９時～１７時

　　　　　 ※月曜日は、休館日となります。

【問い合わせ】生涯学習センター（コスモス）内　小美玉市玉里史料館

　　　　　　　☎：0299-26-9111　FAX：0299-26-9261

「平成２２年度 史料館 歴史探訪講座 移動学習」参加者募集

「大正琴無料体験教室」参加者募集

第２弾

日　　　　　時 場　　　　　所

１１月１２日 ( 金 )　午前１０時３０分～ 農村女性の家　会議室

１１月１２日 ( 金 )　午後１時３０分～
玉里総合運動公園
１階会議室
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　未来を担う夢を持った子どもの健全育成を進めるため、自然に触れ親しむ活動、科学実験などの科学体験

活動、異年齢間の交流を促進する活動、絵本の読み聞かせ会などの読書活動といった地域の草の根団体が実

施する様々な体験活動や特色ある新たな取り組み、体験活動等の裾野を広げるような活動を中心に、様々な

体験活動や読書活動等への支援を行っています。

※衆議院・参議院の超党派の国会議員により構成される「子ども未来を考える議員連盟」が子どもの未来

のために有意義な基金の創設を発意し、平成１３年４月に創設されたものです。

小美玉市ソフトテニス大会
１．と　　　き　１１月２１日（日）予備日 １１月２８日（日）

　　　　　　　　開会式　午前９時～

２．と　こ　ろ　玉里総合運動公園　テニスコート

３．参 加 資 格　市内在住・在勤の方（一般の方のみ）

４．試 合 方 法　男女ダブルスのトーナメント方式／７セットマッチ

　　　　　　　　参加人数によってはリーグ戦

５．参　加　料　１名につき　５００円　

　　　　　　　　( 大会当日にお支払いください。）

６．申 し 込 み　１１月１８日（木）まで

　　　　　　　　玉里総合運動公園窓口へ提出してください。

　　　　　　　　（申込書は窓口に置いてあります）

　　　　　　　　申し込みは、１人でも可能です。その際、

　　　　　　　　組み合わせについては、ソフトテニス部事務局で行います。

７．主　　　催   小美玉市体育協会玉里ソフトテニス部

８．問い合わせ   福田　☎：090-3239-8138　　大山　☎：090-9017-4859

《活動例》

　「子どもたちのためにキャンプをしたいんだよな｣

　｢読み聞かせをして子どもたちに本に興味をもってもらいたいわ｣　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

　旧玉里村の時には、各種団体が助成金を活用して事業を実施した実

績があります。

（問い合わせ先：小美玉市生涯学習センター　おおつき　までお気軽

にお電話ください　☎：26-9111）

《助成金とは》

　「活動をするんだけど、専門家に指導してもらいたい」

　「川で活動するので、安全のためにライフジャケットを借りたい」　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

( 応募締切 )　平成２２年１２月５日（日）

( 問合せ・申請書提出先 )

　〒 151-0052　東京都渋谷区代々木神園町 3-1

　　　　　独立行政法人国立青少年教育振興機構　子どもゆめ基金助成課

　　　　　☎：0120-579-081（平日　９：００～１７：４５）

※助成金に関する情報は、子どもゆめ基金ホームページをご覧ください。各種様式がダウンロードできます。

　（http//yumekikin.niye.go.jp/）

子どもゆめ基金（平成２３年度　助成金募集案内）子どもゆめ基金（平成２３年度　助成金募集案内）

―子ども体験活動　子ども読書活動　教材開発・普及活動――子ども体験活動　子ども読書活動　教材開発・普及活動―

子どもゆめ基金とは…
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公民館講座

◎　しめ縄つくり　　　自分の手で縄をより、自作のしめ飾りでお正月を迎えましょう。

◎　お正月用寄せ植え教室　　玄関に手作りのお正月用寄せ植えを飾ってみましょう！

◎　おしゃれな正月飾り・盆栽を気楽に作ってみませんか

◎　クリスマスケーキをつくろう　　　手作りのクリスマスケーキに挑戦しましょう！

会　　場 期　　日 時　　間 人　数 準備する物 費　　用 申し込み方法

農村女性の家 １２月１６日 ( 木 )
９：３０
～１２：００

１５名 ニッパー
受講料４００円
材料費１，５００円

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 １２月１８日 ( 土 )
９：００
～１２：００

２０名
花ばさみ
ニッパー

受講料４００円
材料費１，５００円

受講料 ･材料費を
添えて、直接玉里
公民館へ

会　　場 期　　日 時　　間 人　数 準備する物 費　　用 申し込み方法

農村女性の家 １２月１６日 ( 木 )
１３：３０
～１５：３０

１５名

エプロン
軍手 ( また
はビニール
の手袋）

受講料４００円
材料費２，０００円

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

会　　場 期　　日 時　　間 人　数 準備する物 費　　用 申し込み方法

小川公民館 １２月１９日 ( 日 )
１３：３０
～１５：３０

１５名
エプロン
軍手

受講料４００円
材料費１，５００円

受講料・材料費を
添えて、直接小川
公民館へ

会　　場 期　　日 時　　間 人　数 準備する物 費　　用 申し込み方法

小川公民館 １２月１９日 ( 日 )
１３：３０
～１５：３０

１５名
エプロン
軍手

受講料４００円
材料費１，５００円

受講料・材料費を
添えて、直接小川
公民館へ

申し込み方法と注意事項
【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。（農村女性の家の講座のみ美野里公民館でも受付します。）

　　　　　 受付は先着順です。定員になり次第締め切りとなります。

【申込期間】玉里公民館　　１１／２０(土 ) ～１２／３( 金 )　９：００～１７：００　( 月曜、１１/ ２３休館日 ) 

　　　　　 小川公民館　　１１／２１(日 ) ～１２／３( 金 )　９：００～１７：００　( 平日のみ受付 )

　　　　　 農村女性の家　１１／２５(木 ) ～１２／９( 木 )　９：００～１７：００

　　　　　 ※火曜と土曜は午前中のみの受付。日曜と月曜は受付できません。

　　　　　 美野里公民館　１１／２５( 木 ) ～１２／９( 木 )　　９時～１７時（休館日：水曜日）

【そ　の　他】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。

　　　　　 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。

【問合せ先】玉里公民館　　　☎：0299-26-9111

　　　　　 小川公民館　　　☎：0299-58-3111

　　　　　 農村女性の家　　☎：0299-48-1757

年　末　特　別　講　座
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小美玉市図書館・図書室カレンダー
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

図書館 インフォメーション

セブンイレブン小川与沢店駐車場 10：00 ～ 10：30

エコス小川店駐車場 10：45 ～ 11：15

老人ホーム　ハートワン小川駐車場 11：25 ～ 11：45

ショッピングモールアスタ駐車場 13：30 ～ 14：00

にわのストアー前駐車場 14：15 ～ 14：45

小美玉市玉里総合支所駐車場 14：55 ～ 15：25

清風台団地中央公園 9：40 ～ 10：10

ケアハウス「ほうせんか」駐車場 10：20 ～ 10：50

北浦団地公民館前 11：10 ～ 11：40

羽鳥駅ふれあいセンター前 13：30 ～ 14：00

エコス美野里店駐車場 14：10 ～ 14：40

Ａコース（第１・第３木曜日）
１１月４日･１８日　１２月２日・１６日

Ｂコース（第２・第４木曜日）
１１月１１日・２５日　１２月９日

※１２月２３日は祝日のため運休します。

★小美玉市図書館ホームページから資料検索ができます。どのよ

うな本があるか調べたり、その本が貸出可能か貸出中か確認で

きます。（利用者 IDは必要ありません）

《利用者 ID（パスワード）を取得するとできるサービス》

　・予約申し込み　（貸出中の資料に限ります）

　　　予約できる件数は最大１０件までです。

　　　（窓口予約を含みます）

　　　予約資料の取置き期間は、図書館からの連絡後２週間です。

　・借りている資料の貸出延長　

　　　（次の予約者がいない場合に限ります）

　・現在借りている資料や貸出期限の確認

〈おススメ本〉
読書の秋です！
★絵本の中に秋を見つけてみませんか？
　・おばけリンゴ　・さつまのおいも　・きんいろのとき　
　・１４ひきのやまいも　・おおきなおおきなおいも
★今年話題の龍馬の本はいかがですか？
　（１１月１５日は坂本龍馬誕生＆暗殺の日です）
　・龍馬伝Ⅰ～Ⅲ（福田靖 / 作）
　・お～い竜馬（武田鉄矢 / 原作）
★この本もオススメ
　・つばさものがたり（雫井脩介 / 著）

◆利用者 ID（パスワード）の取得方法◆
　・１６歳以上で図書利用カードをお持ちの方に

　　限ります。

　・「インターネット予約・照会利用登録申請書」

　　に記入し、窓口で申し込んでください。

〈取扱い窓口〉

　小川図書館・玉里図書館・美野里公民館図書室

小美玉市図書館ホームページ　　

　　http://lib.city.omitama.lg.jp/

〈除籍本・雑誌の無料配布を行います〉

配布日：１２月４日（土）・５日（日）
　　　　　　午前１０時～午後３時
場　所：小川公民館　１階会議室

＊無くなり次第終了になります。

＊持ち帰り用の袋をご持参ください。

【問合せ】　小川図書館　☎：58-5828

知っていましたか？インターネットを利用した図書館サービス !!

＊■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。

＊■は全館の休館日です。

小  川  図  書  館　平日 9：30 ～ 18：00

　　　　　　　　　　土日 9：30 ～ 17：00

玉  里  図  書  館　全日 9：30 ～ 18：00

美野里公民館図書室　全日 9：30 ～ 22：00

開
館
時
間

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１３日（土）１０：３０～
・１１月２７日（土）１０：３０～
・１２月１１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　６日（土）１０：３０～
・１２月１８日（土）１０：３０～

美野里公民館図書室
美野里公民館図書室　２階　講座室
・１１月２７日（土）１１：００～
・１２月１８日（土）１１：００～

〈移動図書館ふれあい号運行予定表〉
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・・・県や国等のお知らせ・・・

「多重債務者向け無料法律相談会」を開催します！ 青色決算説明会が開催されます

警察では、交通死亡事故多発に伴う
　「ストップ交通事故ファイナル作戦」を展開中です
こんな運転！あなたはしていませんか？
　・停止線を越えて止まる
　　　　･･･ 歩行者や自転車との事故につながります
　・交差点内やその付近での車線変更
　　　　･･･ 対向車との衝突の危険があります
　・直前のウィンカー
　　　　･･･ 後続車の追突や対向車線へのはみだしを招きます
　・車間距離不保持
　　　　･･･ 追突事故につながります
「このくらい ･･･ 大丈夫だろう」そんな気持ちが事故を呼ぶ
※９月末現在の小美玉市の事故発生状況（前年比）
発生件数 173 件 (+4) 死者数 2件 (-4) 負傷者数 235(+4)
“あわてずに　一息ついて　みぎ ひだり”

石岡警察署からのお知らせ

戦後強制抑留者の皆様へ

（農業所得関係）

日　時　１２月７日（火）

　　　　　午前１０時～午前１１時３０分

　　　　　午後１時３０分～午後３時

場　所　茨城町中央公民館小ホール

（茨城町小堤１０７０）

（営業・不動産所得関係）

日　時　１２月９日（木）　

　　　　　午前１０時～午前１１時３０分

　　　　　午後１時３０分～午後３時

場　所　県立青少年会館大研修室

（水戸市緑町１－１－１８）

問い合わせ：水戸税務署　個人課税部門

　　　　　　☎：029-231-4201（直通）

　多重債務者を対象に、無料法律相談会を開催しま

す。借金問題でお困りの方は、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）

【対象】多重債務者

【応募資格】特になし

【定員】水戸会場２０人～３０人

　　　　桜川会場・神栖会場２０人

　　　　日立会場・牛久会場１５人

　　　　常総会場・阿見会場・坂東会場・１０人

　　　　茨城会場５人 

　　　　　　　           事前予約制（先着順）

【時間】午前１０時～午後４時

【期日・場所】

１１月２５日（木）

　桜川市役所岩瀬庁舎（桜川市岩瀬 64-2）

１１月２６日（金）

　茨城町役場（茨城町大字小堤 1080）

１１月２９日（月）

　日立市女性センター（日立市鮎川町 1-1-10）

１１月２９日（月）

　常総市水海道公民館（常総市水海道栄町 2680-1）

１２月　１日（水）

　阿見町役場（阿見町中央 1-1-1）

１２月　２日（木）

　神栖市中央公民館（神栖市溝口 4991-4）

１２月　３日（金）

　茨城県水戸合同庁舎（水戸市柵町 1-3-1）

１２月　４日（土）

　茨城県水戸合同庁舎（水戸市柵町 1-3-1）

１２月　７日（火）

　坂東市岩井公民館（坂東市岩井 3108）

１２月１１日（土）

　牛久市役所（牛久市中央 3-15-1）

【料金】　無  料 

【申込方法】

　事前に県生活文化課（☎：029-301-2829）へお申

し込みください。

【申込締切】１１／２４（水）　

　　　　　　※　定員になり次第締切り

申し込み先又は問い合わせ先  茨城県生活文化課

☎：029-301-2829　FAX：029-301-2848

HP アドレス

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/seibun/

seibun.htm

　シベリア戦後強制抑留者に対する特別給付金の請

求受付が、平成２２年１０月２５日 ( 月 ) から始ま

りました。

・対象者は、戦後強制抑留者で平成２２年６月１６

日に日本国籍を有するご存命の方です。

・請求受付期間は、平成２２年１０月２５日～平成

２４年３月３１日です。

・当基金から請求書類をお送りします。まだ、お手

元に届いていない方は、当基金にお電話ください。

【問い合わせ】　

独立行政法人平和記念事業特別基金

事業部　特別給付金担当

☎：0570-059-204（ナビダイアル）

（IP 電話、PHSからは ｢03-5860-2748｣）

受付時間：平日９：００～１８：００

（土日・祝日はご利用いただけません）
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人権相談

行 政 相 談 心配ごと相談

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。

【問い合わせ】
保健福祉部　社会福祉課　社会福祉係
☎：48-1111　内線 3224

１１月５日 ( 金 ) 四季健康館

１２月２日 ( 木 ) 玉里保健福祉センター

午前１０時～午後３時

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？

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

と　き　１１月２４日 ( 水 )　午前１０時～正午
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。

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。

※１１月２４日の相談委員が石崎相談委員に変更になります。

１２月１５日
午後１時３０分～３時３０分　
小川保健相談センター
石崎　渡　相談委員

１２月１６日
午後１時～３時　
小美玉市役所１階　相談室
石崎　渡　相談委員

１２月１６日
午後２時～４時　
玉里総合支所２階　相談室
長谷川光男　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 1221

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。

１２月１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

１２月８日
午後１時３０分
～４時３０分

※社会福祉協議会本所
☎ 37-1551

１２月１５日
午後１時～４時

社会福祉協議会小川支所
☎ 58-5102

１２月２２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

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 斉藤病院 旭台 1-17-26 26-2131

7 石岡市医師会病院 大砂 10528-25 22-4321

14 石岡市医師会病院 大砂 10528-25 22-4321

21 石岡市医師会病院 大砂 10528-25 22-4321

23 山王台病院 東石岡 4-1-38 26-3130

28 石岡第一病院 東府中 1-7 22-5151

１１１１月月

１１１１月月

緊急診療所（内科・小児科）

献血

緊急診療所（石岡市医師会病院内）２３－３５１５

休日
３・７・１４・２１・２３・２８日
◆受付　午前９時～１１時３０分
        午後１時～３時３０分

夜間
３･６･７・１３･１４・２０
２１・２３・２７・２８日
◆受付　午後６時～９時３０分

日 時　　間 場　　所

１１( 木 )
午前９時３０分～正午

石岡市役所本庁舎
午後１時～６時

１１月の納税・納付

・後期高齢者医療保険料　第５期

（※納期限は、１１月３０日です）

・国民健康保険税　第７期

人口と世帯数（平成２２年１０月１日現在）

世帯数………………………１８，８５１戸 ( ＋２２）

　男　………………………２６，７７４人 ( ＋３６)

人　口………………………５２，８３４人 ( ＋３２)

　女　………………………２６，０６０人 ( －４)

対話の日

（　　）は前月比


