
　小美玉市国際交流協会では、市民の皆さんと外国人の
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「国際交流ひろば」を開催します。皆さんお気軽にご
参加ください。

■と　 き　11月29日（日）　正午～午後２時30分
■ところ　美野里公民館（ホール）
■内　容　パーティー型式による交流会
　　　　　【ステージ】 ・お囃子　・ヨサコイソーラン
　　　　　　　　　　・和太鼓　・外国人による発表
■参加費　500円（外国人・小学生以下無料）

　美野里地区において、いままで不燃ごみを集積所に出す際に、コンテナに貼り付けていただいて
いた「不燃ごみシール券」が、11月１日から廃止されます。
　11月１日以降に不燃ごみを出す場合は、コンテナには何も貼らずに、そのままお出しください。

　すでにご購入いただいてる未使用の「不燃ごみシール券」は、同枚数の「小美玉市燃える
ごみ専用袋（45ℓ）」と交換します。

美野里地区の皆さまへ

「国際交流ひろば」参加者募集！「国際交流ひろば」参加者募集！「国際交流ひろば」参加者募集！

環境課　☎４８－１１１１　内線1144・1145【問い合わせ】

地域振興課　☎４８－１１１１　内線1134【問い合わせ】

■交換場所　小美玉市役所　環境課（本庁１階）
■交換期間　11月２日（月）～30日（月）　＊土日、祝祭日を除く。
■時　　間　午前９時～正午、午後１時～５時

▲昨年の様子

▲
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不法投棄は
　　重大な犯罪です!!
　廃棄物（ごみ）の不法投棄は、地域の景観を損なうだけ
でなく、有害な物質が漏れる恐れがあり、土壌や地下水、
河川が汚染されるなどの深刻な環境問題につながる重
大な犯罪行為ですので、絶対に行わないでください。
　市では、不法投棄対策を強化していますが、市民の皆
さまの協力が何より大事です。地域ぐるみで立看板の設
置や地域パトロールをするなどして、自分たちの街をみ
んなで監視し、お互いに地域を守る取り組みをすること
が最も大切です。

　不法投棄とは、廃棄物を定められたルールに従って適正に処理せず、処分場以外の山林や原野、空き地などにみ
だりに捨てたり埋めたりする行為です。
　例えば、・・・
　●人気のない山林などに廃棄物をトラックで運んで捨てること。
　●資材置き場などに廃棄物を野積みにしたまま放置すること。
　●空き地などに廃棄物をダンプで運んで重機で穴を掘って埋めること。
　●空き倉庫や工場跡地などに有害な廃棄物を持ち込んで保管すること。
　●道路沿いにタバコの吸い殻や空き缶などをポイ捨てすること。
　などがあげられます。

■不法投棄とは

　不法投棄をした者は、５年以下の懲役 若しくは 1,000万円以下（法人の場合は、１億円以下）の罰金 、またはその
両方が科せられます。
　また、不法投棄の未遂についても、同様の罰則が科せられます。

■不法投棄には厳しい罰則があります

　市では、不法投棄を未然に防止するために、次のような活動を実施しています。

　●投棄されやすい場所への不法投棄防止用警告看板の設置
　●最も危険な場所への監視カメラの設置
　●市環境課職員および不法投棄監視員によるパトロール
　●広報紙などによる啓発活動

■市での不法投棄防止対策について

　土地の所有者(管理者)は、自分の土地に不法投棄をされたときは、捨てた者が不明な場合、その廃棄物を自らの
責任で処理しなければなりません。
　日ごろから、こまめに草刈りをして清潔に保つようにし、みだりに人が立ち入れないように囲いや防犯灯を設置
するなどして、土地の管理には十分に注意してください。

■土地の所有者(管理者)には責任があります
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　人を甘い言葉でだまして、自分の利益のために不法投棄をする悪質な業者が増えています。こんな話を見知らぬ
業者から持ちかけられたときは、十分に注意してください。

●土地を資材置き場として貸したところ、廃棄物が持ち込まれるようになり、事情を確認したが、一時的
　な保管ですぐ撤去するとの答えだったので信用していたら、廃棄物の山が残されたまま放置されるな
　どといった被害が発生しております。
　『あなたの土地を貸してほしい』などと話を持ちかけられたときは、相手方をきちんと調査し、使用目的
　などを明確にしたうえで賃貸借契約を書面で結ぶことが重要です。

●『無料であなたの土地を造成します』と話を持ちかけられたため、とてもいい話だと思い土地の造成を
　お願いしたところ、不適正な残土の処分場所として使われたり、重機で穴を掘って廃棄物が埋められた
　りといった事件が多発しています。
　　土地の造成をするには、法令等による規制があり、許可等が必要となる場合がありますので、依頼す
　る前に必ず担当窓口へご相談ください。

●便利屋や廃品回収業者を装い、『ごみを安価で処分します』と言って、有料で引き取ったごみを適正に処
　分せずに少し離れたところに捨ててしまうといった事例が増えています。
　　家庭ごみを有料で収集するには、市の許可が必要になります。大型のごみや多量のごみの処分に困っ
　たときは、環境課へご相談ください。

■こんな甘い言葉に注意してください

　次のような不法投棄の疑いのある現場を見かけたら、地域パトロールをするなどして十分に注意していただき、
少しでも不審に思ったときは通報してください。

　●工事現場でもないのに、重機を使って不自然な穴を掘っている。
　●廃棄物の処理場でもないのに、廃棄物が多量に集められている。
　●早朝や深夜に見かけないダンプが出入りしている。
　●空き地などの周囲に突然高い塀が作られた。

■不審な現場を見かけたら…

　“不法投棄をしている者を発見した場合”または“不法投棄をした者が
特定できそうな証拠品を見つけた場合”は、「日時」や「場所」、「投棄物の
種類」、「投棄者の特徴」、「車両のナンバー」など分かる範囲で結構ですの
で記録していただき、環境課または警察署へ通報してください。不法投
棄された廃棄物は現状のままにしておいてください。
　なお、ご自身の安全を確保していただき、投棄者に接触したり連絡し
たりすることは、危険ですので絶対に避けてください。

■不法投棄をしている者を発見したら…

環境課　☎ ４８－１１１１　内線1144･1145【問い合わせ】
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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

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

死亡、行方不明、拘禁などの理由により親がいな
い場合

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

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

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

平成22年度保育所入所希望者を募集します!平成22年度保育所入所希望者を募集します!平成22年度保育所入所希望者を募集します!
◎募集する保育所◎

社会福祉課（玉里総合支所内） 子育て支援室　☎ ４８－１１１１　内線3226・3227【問い合わせ】

※求職中でも入所申込みは受け付けます。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、問い合わせ先までご相談ください。

◎入所要件◎ ◎募集期間◎

◎入所申込方法◎

◎添付書類◎

11月24日（火）～12月４日（金）
（平日：午前８時30分～午後５時30分）

　募集期間中に、社会福祉課子育て支援室（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21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21年分）

保育所名 定　員 対象年齢 所 在 地 電話番号

ひばり保育園

すずらん保育園

さくら保育園

さくら第二保育園

羽鳥保育所

納場保育園

太陽保育園

四季の杜保育園

玉里保育園

玉里第二保育園
ミーム保育園
※平成２２年4月１日開園 

60名

90名

90名

60名

60名

120名

120名

60名

120名

90名

60名

３カ月～就学前

３カ月～就学前

２カ月～就学前

２カ月～就学前

１歳児～就学前

２カ月～就学前

４カ月～就学前

４カ月～就学前

産休明け～就学前

産休明け～就学前

２カ月～就学前

山野1237－38

中延782－2

小川370－6

飯前1252－3

羽鳥2352－379

納場111－1

鶴田136－5

堅倉1570－6

田木谷1068－1

上玉里1126－1

羽鳥2719－36

☎54－0080

☎58－2543

☎58－4821

☎52－1881

☎46－0442

☎48－1789

☎48－2253

☎48－3888

☎58－4968

☎58－2643
☎48－1789

開園まで納場保育園で対応

    

①家庭外労働

②家庭内労働

③親のいない家庭

④母親の出産等

⑤病人の看護等

⑥家庭の災害
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平成22年度保育所入所希望者を募集します!平成22年度保育所入所希望者を募集します!

　市では男女共同参画推進の一環として、茨城県弘道館アカデミー事業に参
加してます。ぜひご参加ください。

日　　時　11月28日（土）　午後１時30分～３時
　　　　　集合出発：午前11時30分……小美玉市役所　
　　　　　　　　　 午前11時50分……玉里Ｂ＆Ｇ海洋センター
　　　　　　　　　 正　 午……………小川総合支所　
場　　所　〈レイクエコー〉鹿行生涯学習センター・茨城女性プラザ
　　　　　行方市宇崎1389　
交　　通　バスをご用意しています。
申込期限　11月13日（金）に下記事務局までお願いします。
定　　員　40名（先着順）
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。
問い合わせ　企画調整課　男女共同参画係　☎４８－１１１１　内線1232　FAX４８－１１９９
　　　　　　E-mail　kikaku@city.omitama.lg.jp

　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　12月６日（日）　午前９時～午後１時ごろ
場　　所　四季健康館　栄養指導室　
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　・オムライス・ブロッコリーサラダ・ぷちぷちフルーツポンチ　
講　　師　小美玉市食生活改善推進員、管理栄養士
定　　員　25組（応募多数の場合は先着順となります。）
参加費用　材料費実費として、1人500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
申込方法　電話またはファックス、はがき、Eメールにて、希望者全員の住所・氏名・年齢（学年）・電話番号を記入
　　　　　してお申込みください。
申込締切　11月20日（金）　必着
申込み・問い合わせ　企画調整課　男女共同参画係　☎４８－１１１１　内線1232　FAX４８－１１９９
　　　　　　　　　  Eメールkikaku@city.omitama.lg.jp

 小美玉市男女共同参画推進事業

小美玉市男女共同参画事業「父と子の料理教室」

公 開 講 演

心の才能を伸ばす

パパと一緒にクッキング

元全日本シンクロナイズドスミングコーチ

参加費
無料

パパは
イクメン！

ママの笑顔が
見たいな

井村　雅代

　10年間のシンクロナイズドスイミングの選
手を経て、1974年よりコーチをはじめる。
　1978年から日本代表コーチも務め、1985
年には井村シンクロクラブを設立。
　シンクロナイズドスイミングがオリンピック
種目になってから、６大会連続メダル獲得を
成し遂げ、立花美哉や武田美保をはじめ、多
くのオリンピック選手を育てている。
　北京オリンピックでは、代表コーチを努めメ
ダル獲得に導いた。
　アメリカ、カナダ、韓国、スペイン等の国に
シンクロナイズドスイミングの講師として招
かれている。

プロフィール
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　市教育委員会では、各市立幼稚園の平成 22年度幼稚園児を募集します。

　「入園願書」に必要事項を記入して「本人の住民票抄本」を添付のうえ、下記の期間中に入園希望の幼稚園
へお申込みください。
　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24日（火）～12月18日（金）［厳守］　（土日、祝祭日は休業日です。）
受付時間　平日 午前８時30分～午後４時30分
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22年２月上旬ごろに保護者宛に発送します。

　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。ただし、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16年４月２日～平成17年４月１日に生まれた子
　　　　  ○４歳児（２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
　　　　  ○３歳児（３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

教育委員会学校教育課（小川総合支所内）　☎４８－１１１１　内線2223【問い合わせ】

★平成22年度幼稚園児募集★

幼稚園一覧

申込方法

授業料・保育時間など

園　　名

元気っ子幼稚園

竹 原 幼 稚 園

羽 鳥 幼 稚 園

堅 倉 幼 稚 園

納 場 幼 稚 園

玉 里 幼 稚 園

小川234－1

竹原585

羽鳥637

堅倉1278－2

納場444

上玉里2956－3

☎３７－００６７

☎４７－０４２６

☎４６－０２２０

☎４８－０３９３

☎４８－１０９３

☎５８－０１１８

所　在　地 電話番号 対象年齢 募集人数

４歳児

５歳児

４歳児・５歳児

４歳児・５歳児

４歳児・５歳児

４歳児・５歳児

３歳児

４歳児

５歳児

100人

120人

各35人

各35人

各35人

各35人

各70人

※その他、給食費・PTA会費・後援会費等の経費がかかります。

園　　名 授業料（月額） 保育時間

4,000円

4,000円

午前９時～午後３時
（４歳児のみ ４月中 午前９時～11時）

元気っ子幼稚園・竹原幼稚園・羽鳥幼稚園
堅倉幼稚園・納場幼稚園

４歳児・５歳児…午前９時～午後３時
３歳児…１学期  午前９時～11時
　　　　２学期  午前９時～午後１時
　　　　３学期  午前９時～午後２時

玉 里 幼 稚 園
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　「労働力調査」は、法律で定められた統計調査で、わ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、経済政策や雇用失業対策に役立てられます。
　12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作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　納場地区の一部・寺崎地区の一部
問い合わせ　茨城県企画部統計課　人口労働担当　☎029－301－2649

　茨城県福祉相談センターでは、18歳以上の知的障がい者に関する相談に応じます。相談は全て予約制です。

と　　き　12月10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、県立友部病院医師
相談内容　○療養手帳の申請および再判定について
　　　　　○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）
　　　　　－精神科医が同行する場合－
　　　　　○特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害者基礎年金の診断書作成（障害者基礎年金について
　　　　　　は、生活保護世帯および非課税世帯と生活困窮世帯を優先する。現況届については、当方で診
　　　　　　断書を作成した者に限定する。）
　　　　　○精神科の診察を要するもの　　
申込期限　11月30日（月）
申込み・問い合わせ　社会福祉課障がい福祉係（玉里総合支所内）　☎４８－１１１１　内線3122

★市内私立幼稚園のご案内★

※私立幼稚園就園奨励費補助金について（問い合わせ：学校教育課 　☎４８－１１１１　内線2223）

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21年度は、世帯の合計課税額が183,000円以下の世帯が対象となります。）

詳しくは各幼稚園に
直接お問い合わせください。

園　　名

募集
要項

対象年齢
願書受付

学校法人 市ノ沢学園 美野里幼稚園

羽鳥2624－8
☎４６－０５３０
午前８時30分～午後５時45分

学校法人 明光学園 ルンビニー学園幼稚園

上玉里1137－5
☎５８－２５４２
午前７時～午後７時15分

３歳～５歳 満３歳～５歳
平成２１年1０月１日から

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

主な経費

所 在 地
電話番号
開園時間
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　10月２日厚生労働省から新型インフルエンザ対策およびワクチン接種についての情報提供がありました
のでお知らせします。

季節性インフルエンザと類似した点が多い。
感染力は強いが、多くの感染者は軽症のまま回復し、治療薬（タミフル、リレンザ）が有効です。

しかし、季節性インフルエンザと異なるところは、
基礎疾患（糖尿病、ぜん息等） を有する者、妊婦等は、重症化する可能性が高く、国民の大多数に免疫がなく、感染が
拡大するおそれが大きいことです。

➡上記以外の方に対する接種については、上記の方への接種状況等を踏まえ、対応します。
■対象者の確認には、次の書類等が必要になります。
　●妊婦………………………………………………母子健康手帳
　●基礎疾患を有する方……………………………優先接種対象者証明書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（かかりつけ医が接種する場合はこの限りではない）　
　●１歳～小学校３年生に相当する年齢の小児…母子健康手帳または被保険者証等年齢を確認できる書類
　●１歳未満の小児の保護者………………………母子健康手帳、被保険者証または住民票等　　
　●優先接種対象者のうち、身体上の理由により予防接種が受けられない方の保護者等
　　……………………………………………………優先接種対象者証明書、被保険者証、住民票等、優先接種対象者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と同一世帯であることを確認できる書類
　●小学校４～６年生、中学生、高校生に相当する年齢の方
　　……………………………………………………被保険者証、学生証または住民票等、年齢を確認できる書類　
　●高齢者（65歳以上）………………………………被保険者証、運転免許証または住民票等、年齢を確認できる書類

ワクチン接種について
新型インフルエンザ対策および
ワクチン接種について

新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）の特徴　

現時点では、予約により２回接種を前提にしています。
➡ 今後の臨床試験の結果等を踏まえ、見直す可能性もあります。

ワクチンの接種回数について

今回の新型インフルエンザワクチン接種については、あくまでも個人の意思が尊重されます。優先接種対象者につ
いても、接種義務が生じるものではなく、該当する方のうち、希望者については接種を可能とするものです。

ワクチンの優先接種対象者　

対　　象　　者
①インフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従事者（救急隊員含む）

②妊婦 ・基礎疾患を有する方

③１歳～小学校３年生に相当する年齢の小児

④・１歳未満の小児の保護者  

　 ・優先接種対象者のうち、身体上の理由により予防接種が受けられない方の保護者等

小学校４～６年生、中学生、高校生に相当する年齢の方
高齢者（65歳以上）（基礎疾患を有する方を除く）

優
先
接
種
対
象
者
そ
の
他
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接種スケジュールの目安と接種医療機関

健康増進課（四季健康館内）　☎４８－０２２１【相談・問い合わせ】

　ほとんどの医療機関（歯医者を除く）で接種できる
見込みですが、接種予定時期となりましたら、かかり
つけの医療機関等にお尋ねください。（妊婦の方およ
び基礎疾患を有する方は、11月から接種ができる予定
となりましたので、かかりつけの医療機関等にお尋ね
ください。）
　今回のワクチンの接種は、国と接種等の契約を行っ
た受託医療機関であれば、住民票と異なる地域の受託
医療機関でも接種を受けられます。ただし、所得の少
ない世帯等に対する接種費用の負担軽減措置につい
ては、住民票のある市町村と相談する必要があります。

費用負担については、実費を徴収します。
　接種費用　合計…6,150円（１回目…3,600円　２回目…2,550円＊）
　＊１回目と異なる医療機関で２回目を接種する場合は、基本的な健康状態等の確認が必要なため3,600円になります。

　（市では、軽減措置の内容を現在検討中です。）

費用負担

インフルエンザワクチンには、限界があります。
　重症化、死亡の防止について、一定の効果が期待できますが、感染防止、流行の阻止の効果は、保証されていません。

稀ではあるが重篤な副作用も起こりうる場合があります。
　・国内産ワクチン…安全性は、季節性インフルエンザワクチンと同程度と考えらます。
　・輸入ワクチン……国内産ワクチンと、製造法、成分、接種方法等が違い、有効性・安全性が異なる可能性があります。

ワクチンの有効性、安全性　

予防接種の実施予定
　①接種の予約：受託医療機関において予約制となります。
　②新型インフルエンザワクチン接種の対象者であるか確認：証明書や手帳等が必要になります。優先接種対象者
　　ごとに設定した接種時期の開始時期より前には、優先接種対象者以外の方に接種は行いません。
　③予診票記入（問診・検温・聴診等の診察を実施）
　④ワクチン接種の注意事項等についての説明：ワクチンの効能や限界、副反応や被害救済制度等についての説明
　　があります。
　⑤確認・同意：優先接種対象者自らまたは保護者の意志で接種を希望し、文書で同意を得た場合、実施します。
　⑥ワクチン接種：Ａ型インフルエンザＨＡワクチンを１回、または１週間から４週間（４週間おくことがのぞましい。）
　　の間隔を置いて２回注射します。「新型インフルエンザ予防接種済証」が交付されます。

他の予防接種との関係
　新型インフルエンザ予防接種の実施前に、「生ワクチン」は接種した日から27日以上、「不活化ワクチンまたはトキソ
イド」は接種した日から６日以上の間隔を置いて予防接種を行う必要があります。

予防接種の実施、注意等　

ワクチンは、一定の効果が期待される一方、リスクも存在します。

　市民の皆さま一人ひとりが、ワクチン接種の効果とリスクをご理解いただいたうえで、接種を受けていただけるようお願いします。
　なお、今後変更となる点も考えられますので、最新情報にご注意ください。

市民の皆さまへ　

接
種
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

5

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

※地域によって、若干異なる可能性があります。

国内産ワクチン
輸入ワクチン

小学校高学年

１歳未満児等の保護者

小学校低学年

幼児（１歳～就学前）

基礎疾患（その他）

基礎疾患（最優先）

妊婦

医療従事者

中学生、高校生、高齢者に順次接種
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【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

平成21年度公民館講座 年 末 特 別 講 座年 末 特 別 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。

◎寄せ植え教室

◎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!

申込方法と注意事項

会　場 期　日 時　間 人　数 準備する物 費　用 申込方法

会　場 期　日 時　間 人　数 準備する物 費　用 申込方法

会　場 期　日 時　間 人　数 準備する物 費　用 申込方法

小川公民館 12月19日（土）

12月18日（金）

12月18日（金）

農村女性の家

農村女性の家

12月20日（日）

12月20日（日）

午前９時～正午

午前９時30分～
　　　　  正午

午前９時～正午

15名

小川公民館 12月19日（土）午後１時30分～　　  ３時30分

午後１時30分～
　　  ３時30分

午後１時30分～
　　  ３時30分

15名

15名

15名

15名

20名

花ばさみ
ニッパー

エプロン
三角巾

ニッパー 受講料  400円
材料費1,500円

受講料  400円
材料費1,500円

受講料  400円
材料費1,500円

受講料  400円
材料費2,000円

受講料400円
材料費は実費

受講料  400円
材料費2,000円

花ばさみ
ニッパー

花ばさみ
10号平鉢
（楕円形または四角）
軍手

エプロン
軍手
（またはビニールの手袋）

玉里公民館
（生涯学習センター）

玉里公民館
（生涯学習センター）

受講料・材料費を添えて、直
接農村女性の家へ（１人２
名まで申込みできます。）

受講料・材料費を添え
て、直接農村女性の家
へ（１人２名まで申込み
できます。）

受講料・材料費を添え
て、直接小川公民館へ

受講料を添えて、直接小
川公民館へ

受講料・材料費を添え
て、直接玉里公民館へ

受講料・材料費を添え
て、直接玉里公民館へ

【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込みください。
　　　　　　受付は先着順です。定員になり次第締切りとなります。
【申込期間】　玉里公民館　11／21（土）～12／４（金）　午前９時～午後５時（月曜･11/24休館） 
　　　　　　小川公民館　11／20（金）～12／４（金）　午前９時～午後５時（平日のみ受付）
　　　　　　農村女性の家　12／２（水）･３（木）・４（金）・９（水）　午前９時～午後５時 
　　　　　　　　　　　　　12／５（土）・８日（火）　午前９時～正午　（７日（月）は休館日）
　　　　　　※12／5（土）・8日（火）正午～午後５時と12／6（日）・7日（月）午前９時～午後５時は美野里公民館で受付
【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。
【問い合わせ】　玉里公民館　☎26－9111　　　小川公民館　☎58－3111　　　農村女性の家　☎48－1757

成人式にご出席ください!

平成21年度小美玉市ソフトテニス大会
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年 末 特 別 講 座

と　　き　１月10日（日）　午前11時～　（受付：午前10時～）
と こ ろ　小川文化センター

対 象 者　平成元年４月２日から平成２年４月１日までに生まれた方で、
　　　　　市内に住んでいるか、または市内の中学校を卒業した方
そ の 他　※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】　教育委員会生涯学習課　☎２６－９１１１

と　　き　11月22日（日）　開会式：午前９時～　予備日：11月29日（日）
と こ ろ　玉里運動公園テニスコート
参加資格　市内在住者または在勤者（一般の方のみ）
試合方法　男女別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
参 加 料　500円（当日徴収）
申込方法　玉里運動公園へ直接お申込みください。（電話・FAX可）
申込期限　11月18日（水）
そ の 他　申込みは１人でも可能です。その際、組み合わせについては事務局で行います。
主　　催　小美玉市体育協会玉里ソフトテニス部
申込み・問い合わせ　玉里運動公園　☎２６－５７６１（直通）　FAX２６－０４４１

　親子でマジックを覚えて、家族やお友だちを驚
かせよう！

対　　象　市内在住・在勤・在学の方
と　　き　12月5日（土）
　　　　　午前10時～正午
と こ ろ　美野里公民館　研修室
講　　師　みのりマジッククラブ
参 加 費　（親子1組で）100円
　　　　　※子どものみで参加した場合も100円
　　　　　　となります。
募集人員　15組30人（先着順）
　　　　　小学校３年生以上の親子
　　　　　（子どものみ、祖父母との参加も可）
申 込 み　11月19日（木）～29日（日）
　　　　　午前９時～午後５時
　　　　　※ただし、23日（月）、25日（水）は休館日。
　　　　　美野里公民館（☎４８－１１１０）へ
　　　　　参加費を添えてお申込みください。
持参する物　ハサミ、のり

成人式にご出席ください!成人式にご出席ください!

平成21年度小美玉市ソフトテニス大会平成21年度小美玉市ソフトテニス大会

手作り講座

　私もECOに参加。再利用できるもので、楽しくエ
コ環境を!

対　　象　市内在住・在勤・在学の方
と　　き　11月19日（木）・26日（木）（全2回）
　　　　　午前10時～正午
と こ ろ　農村環境改善センター 会議室
講　　師　堀口　保子 先生
参 加 費　800円
　　　　　※途中でやめられても参加費はお返し
　　　　　　できませんので予めご了承ください。
募集人員　15人（先着順）
　　　　　※1人2名までお申込みできます。
申 込 み　11月12日（木）～17日（火）
　　　　　午前９時～午後５時
　　　　　※ただし、16日（月）は休館日。
　　　　　農村環境改善センター（☎４９－１０１１）へ
　　　　　　参加費を添えてお申込みください。　　
持参する物　牛乳パック24本分
　　　　　※無理な方は当日までにもってこられる分だけ。
　　　　　ハサミ・ダンボール紙（35㎝×35㎝）・余り
　　　　　布（いらなくなったTシャツ、ジーパン、
　　　　　スカート、ワイシャツ、古タオル、シーツ等）

エ　コ
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　狩猟期間とは、狩猟者（狩猟免許を有し、県に狩猟登録した人）が銃器等を使用して、鳥獣（狩猟鳥獣として
定められている鳥獣）を捕獲できる期間のことです。期間中に野山やその周辺に出かける場合には十分ご注意
ください。
　狩猟による事故が起こらないよう皆さまのご協力をお願いします。

★狩猟者の皆さまへのお願い
　狩猟者の方は、法令やマナーの厳守、十分な安全確認、猟犬の管理の徹底を行い、住民の方が不安感や不信
感を持つことがないようお願いします。

★次の区域内では、鳥獣の捕獲が禁止されています。
　●鳥獣保護区、休猟区   ●公道     ●自然公園の特別地域 
　●区域が明示された都市公園等 ●原生自然環境保全地域  ●社寺境内および墓地

★次の区域内では、銃砲の発砲行為は禁止されています。
　●特定猟具使用区域（銃猟）
　●住居が集合している地域もしくは広場、駅その他多数者の集合する場所
　●人、飼育等がされている動物、建物、自転車、電車、船舶その他乗り物、電線などに銃弾の達する方向へ向
　　かっての銃猟

★危険な狩猟や違法行為を行っている狩猟者を見かけた時は、すぐに石岡警察署（☎２８－０１１０）や最寄り
　の交番へ連絡ください。

環境課　☎４８－１１１１　内線 1141

　鳥獣の保護繁殖を目的として

指定された区域。

・鳥獣保護区

　個体数が減少している狩猟鳥

獣（狩猟の対象となる鳥獣）の数

を増加させる目的で、期間を限定

して指定した区域。指定された区

域内では鳥獣の捕獲が禁止され

ます。

・休猟区

　特定猟具（銃器および環境省令

で定められるワナ）の使用につい

て、禁止・制限された区域。

・特定猟具使用禁止区域

問い合わせ

11月15日から翌年の
　　 ２月15日までは狩猟期間です

12 お知らせ版　平成 21年 10月 29日



12月のほけんがいど12月のほけんがいど
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●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 火 かばちゃん教室（13：00～13：30） 小川・玉里（平成17年８～11月生） 小川保健相談センター

3 木 ４か月児健診（13：00～13：30） 美野里（平成21年６～７月生） 四季健康館

5 土 ハローベビー教室：育児編（9：15～9：30） 妊婦およびご家族 四季健康館

8 火
育児相談（9：30～11：00） 乳幼児と保護者 四季健康館

２歳児歯科健診（13：00～13：30） 小川・玉里（平成19年８～９月生） 玉里保健福祉センター

16 水 10か月児相談（9：30～10：00） 小川・玉里（平成21年１～２月生） 小川保健相談センター

18 金 １歳６か月児健診（13：00～13：30） 美野里（平成20年４～５月生） 四季健康館

22 火 ３歳児健診（13：00～13：30） 小川・玉里（平成18年６月11日～７月生） 小川保健相談センター

と　き 事業名（受付時間） 対　象　者 と　こ　ろ
3 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

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

17 木

こころのデイケア（9：30～10：00） 希望者※要予約

四季健康館
胃がん・大腸がん検診（7：00 ～ 9：30）

希望者※要予約
詳しくは、広報おみたま11月号をご覧
ください。

当番日 小川地区・美野里地区 玉里地区
当番業者名・連絡先 連絡先

12 月   5 日 ㈱内田工業 ☎54－0041

湖北水道企業団

☎ 24 － 3232

12 月   6 日 ㈱常陸開発工業 ☎49－1466
12 月 12 日 興和工業㈱ ☎49－1103
12 月 13 日 中村建設㈱ ☎58－3060
12 月 19 日 ㈱小林工業 ☎48－2375
12 月 20 日 ㈲永作設備 ☎58－2819
12 月 23 日 ㈱川名工務店 ☎46－0305
12 月 26 日 ㈱出沼興業 ☎58－2467
12 月 27 日 ㈱常陸開発工業 ☎49－1466
12 月 29 日 ㈱クボタ総建 ☎46－0006
12 月 30 日 ㈲尾形工務店 ☎58－1701
12 月 31 日 ㈱スズヤ ☎46－0007

※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。

11月2日から市役所１階に
「消費生活センター」が開設します

　全国的に、「出会い系サイト」、「架空請求」、「なりすまし詐欺」といった消費者トラブルが多発しています。
「困ったな」「おかしいな ?」と思ったら、すぐにご相談ください。

開 設 日　月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く）
開設時間　午前 9 時～午後 4 時（正午～午後１時を除く）
相談窓口　小美玉市消費生活センター　☎３５－７

な や ま ず に

８０２（相談して）
対　　象　個人消費トラブル



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

11月は労働保険適用促進月間です
一人でも雇ったら、入ろう「労働保険」

茨城県商工会議所青年部連合会
若手後継者等育成事業・
　　　県北ブロック連携事業講演会

　労働者（アルバイトを含む）を１人でも雇っている事
業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務
があります。
　保険制度の詳細および加入手続きについては、茨城
労働局労働保険徴収室（☎０２９－２２４－６２１３）
へお尋ねください。

日立総合病院茨城県地域がんセンター講演会
日本肝臓学会肝がん撲滅茨城の会

テ ー マ　「肝疾患・肝がん」
と　　き　11月15日（日）　午後１時30分～４時
と こ ろ　日立総合病院・A棟５階
参 加 費　無料（事前申込みは不要、約200名まで）
駐 車 場　無料

　　日立総合病院　地域医療連携室
　　☎０２９４－２３－８３４３

　どなたでも参加できますので、皆さまお誘い合わせ
のうえ、ぜひご参加ください。

日　　時　11月17日（火）　午後３時30分開場
内　　容　【第１講演】　午後４時10分～５時10分
　　　　　テーマ：「茨城空港の未来と可能性」　
　　　　　講　師：茨城県企画部空港対策課
　　　　　　　　　課長補佐　根崎　良文 氏
　　　　　【第２講演】　午後５時20分～６時30分
　　　　　テーマ：「私の出逢ったすてきな人たち」
　　　　　講　師：タレント　うつみ　宮土理 氏
会　　場　水戸市民会館　大ホール
参 加 料　無　料
定　　員　900名（定員になり次第締め切ります。）
　　　　　※当日整理券を配布します。

　　　水戸商工会議所青年部事務局（担当：鹿野）
　　   　☎０２９－２２４－３３１５

　陸上自衛隊高等工科学校生徒を募集します。

応募資格　平成22年４月１日現在、15歳以上17歳未満
　　　　　の男子で、中学校卒業者または中等教育学
　　　　　校の前期課程修了者（平成22年3月に中学
　　　　　校卒業または中等教育学校の前期課程修了
　　　　　見込みの者を含む。）
受付期間　11月１日（日）～平成22年１月８日（金）まで
　　　　　［必着］
試験期日　１次：平成22年１月23日（土）
　　　　　２次：平成22年２月６日（土）～９日（火）
　　　　　　　　のうち指定する１日
試験科目　１次：筆記試験、作文
　　　　　２次：口述試験および身体検査
試 験 場　１次：受付時または受験票交付時にお知らせします。
　　　　　２次：第1次試験合格通知でお知らせします。

　　自衛隊茨城地方協力本部百里分駐所
　　（小美玉市百里170、航空自衛隊 百里基地内）
　　☎５２－１３６６

　日中両国の文化やスポーツ活動などを通じて相互理解
と民間レベルの友好交流の促進を図ることを目的として
当協会を設立します。どなたでも入会できますので、中国
の文化や歴史などについて一緒に学びませんか。

申込期間　11月４日（水）～30日（月）
　　　　　午前９時～午後５時
申込方法　電話にて、住所・氏名・電話番号をご連絡ください。
年 会 費　8,000円（機関紙の購読料を含む。）
活動内容　人的交流、文化交流、公演会等の開催ほか

　　小美玉市日中友好協会設立発起人会
　　代　表　荒川　一秀　☎４６－２７７２
　　事務局　鈴木　正男　☎４７－０６３５

１時間　678円（２円引上げ）
平成21年10月８日から適用

　　茨城労働局労働基準部賃金室
　　☎０２９－２２４－６２１６

●ろうきんの教育ローン
　幼稚園から大学・専門学校までの受験料や入学在学
費用、住居費、生活費、留学費用（６カ月以上滞在）など
にご利用いただけます。

融 資 額　最高500万円以内
　　　　　（労金の会員の方は1,000万円まで）
　　　　　一括融資または分割融資
返済期間　最長10年
金　　利　平成21年10月29日現在　1.７％～2．2％（固定金利型）

●育英基金の利子補給制度
　茨城県勤労者育英基金とは、勤労者の教育費の負担
軽減を目的に、県、市町村・中央労働金庫が出資をして
つくられた団体です。
　在学中（最長４年以内）お子さま1人あたり100万円
（１世帯300万円）までの融資に対し、年1％の利子補給
を受けることができます。

対象となる方　茨城県内居住者または県内事業所に勤務
　　　　　　している方 　 
 
　　茨城県勤労者育英基金　☎０２９－２３１－０２３５

平成２１年度　陸上自衛官募集

小美玉市日中友好協会設立に伴う会員募集！！

茨城県最低賃金改定

「教育ローン」と「利子補給制度」

問

問

問

問

申

問申
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日　　時　11月14日（土）午前10時～４時30分
　　　　　11月21日（土）午前10時30分～４時30分
場　　所　茨城県女性プラザ男女共同参画支援室
　　　　　（水戸市三の丸１－7－41）
　　　　　※お車の方は、県三の丸庁舎駐車場利用（無料）
内　　容　創業の動向と心構え、創業に必要な諸手続き
　　　　　・創業成功のポイント
　　　　　・創業チャレンジ相談会
　　　　　・創業体験談
　　　　　・創業に必要な会計知識　ほか
定　　員　40名（先着順）
参 加 費　無料
申込方法　電話またはファックスでお申込みください。

　　　茨城県女性プラザ男女共同参画支援室
　　　　☎０２９－２３３－３９８２　
　　　FAX０２９－２３３－１３３０

　国民年金保険料は、納付した全額が社会保険料控除の対象となっています。
　年末調整および確定申告で、国民年金保険料について社会保険料控除の適用を受けるには、毎年1月1日から12月
31日までの間に納付した金額を証明する書類「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」等の添付が必要です。
　平成21年中の「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」は下記のとおり社会保険庁から送付されますので、お手
元に届きましたら申告手続きを行うまで大切に保管してください。

◆平成21年11月上旬に発送される方
　平成21年１月１日から平成21年９月30日までの納付額および年内納付見込み額。
◆平成22年２月上旬に発送される方
　平成21年10月１日以降に納付が始まった方。

※世帯主等がご家族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分の「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」を添付のうえ、ご自身の社会保険料の額と
　合算して申告してください。

○控除証明書専用ダイヤル　☎０５７０－０７０－１１７

○開設期間：11月２日～平成22年３月13日　　月～金曜日：午前８時30分～午後５時15分
　　　　　　ただし、月曜日（月曜が休日の場合は火曜）は午後７時まで受付
　　　　　　第２土曜：午前９時30分～午後４時

女性のための創業支援セミナー
受講生募集

と　　き　11月15日（日）
　　　　　午後１時30分～４時30分（開場：午後１時～）
と こ ろ　水戸市民会館　　
内　　容　・「親への応援メッセージ」表彰式
　　　　　・朗読劇「天女の唄」
　　　　 　演出：香取俊介、脚本：井出真理、出演：斉藤とも子
　　　　　・子育てに関するトークショー
　　　　 　出演：市川森一、湯川れい子、 西舘好子
　　　　　・子守唄コンサート
　　　　 　出演：齋藤壽孝、川口京子、 稲村なおこ、長谷川芙佐子
　　　　 　[曲目] ゆりかごのうた、江戸の子守唄、竹田の子守唄ほか
そ の 他　・入場無料、託児あり（要予約）
　　　　　・駐車場に限りがありますので、公共交通機
　　　　　  関でのご来場ください。　　 　　　　　
　　　　　・ご来場の皆さまに子守唄のCDをプレゼント
　　　　 　（「ゆりかごのうた」「ねむの木の子守歌」ほか収録）
申込方法　参加希望の方は、名前、住所、電話番号、参加希望人数
　　　　　  （大人、子どもの内訳）、保育室申込み（お子さんのお名
　　　　　  前、男女の別、年齢・月齢）を明記し、ファックス、郵送ま
　　　　　  たはEメールでお申込みください。（11月６日締切り）

　　　茨城県保健福祉部子ども家庭課
　　　（〒310－8555　水戸市笠原町978－6）
　　　☎029－301－3261　FAX029－301－3269
　　　メール jifuku4@pref.ibaraki.lg.jp

「子育て（親子のきずな）フォーラム」
～子守唄の調べにのせて～

　　常陽銀行顧問の社会保険労務士が相談に応じます。

日　　時　11月12日（木）　午前10時～午後３時
場　　所　常陽銀行小川支店　☎５８－２４２４

日　　時　11月17日（火）　午前10時～午後３時
場　　所　常陽銀行美野里支店　☎４６－３１１２

無料年金相談

　悩みを持った女性が気軽に相談できる専用の電話相
談窓口です。職場における男女差別やセクハラ、夫や
パートナーからの暴力、ストーカーなどの女性に対す
るあらゆる人権侵害について相談を受け付けていま
す。秘密は厳守します。

日　　時　11月15日（日）～21日（土）までの７日間
　　　　　午前８時30分～午後７時
　　　　　ただし、土日は、午前10時～午後５時
電話番号　☎０５７０－０７０－８１０
相 談 員　人権擁護委員・法務局職員

　　水戸地方法務局人権擁護課
　　☎０２９－２２７－９９１９

女性の人権ホットライン

＊事前に予約願います。

国民年金保険料の税務申告は証明書の添付が必要です

問申

問申

問
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11月
日 月 火 水 木 金 土

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

2

9

16

23

30

1

8

15

22

29

7

14

21

28

12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

4

11

18

25

3

10

17

24

31

2

9

16

23

30

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

＊■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。

＊玉里図書館は、11月16日から平成22年1月31日まで休館します。

Library information

11
月
・
12
月
の

お
は
な
し
会

11
月
・
12
月
の

お
は
な
し
会

11
月
・
12
月
の

お
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・ 11月14日（土） 午前10時30分～
・ 11月28日（土） 午前10時30分～
・ 12月12日（土） 午前10時30分～
・ 12月26日（土） 午前10時30分～

10：00～10：30
10：50～11：40
13：30～14：10
14：30～15：00
15：20～15：50
16：10～16：40

どなたでも参加いただけます。ぜひお越しください。

◆Aコース（第１・第３木曜日）11月５日・19日 12月３日・17日 11月12日・26日 12月10日・24日◆Bコース（第２・第４木曜日）

　小美玉市図書館は来年２月に図書システムを統合します。これにより、市内全ての図書館の本を一度に
検索したり、借りた館とは別の館で返却することも可能になります。
　そのための業務の一環として、玉里図書館にある全資料のバーコード張替えを行います。この作業およ
び機器の入れ替えのため、11月16日(月）から１月31日(日）まで、玉里図書館は休館します。
　長期の休館となり、市民の皆さまにはご不便をおかけしますがご理解くださいますようお願いします。

〈除籍図書・雑誌の無料配布を行います〉 

配布日　11月７日（土）・８日（日）
　　　　午前10時～午後３時 
場　所　小川公民館１階小集会室  

＊持ち帰り用の袋はご持参ください。 
＊無くなり次第終了になります。 

〈問い合わせ〉
小川図書館
☎５８－５８２８

11月11日は｢おりがみの日」
　この日が世界平和記念日であること（折紙と千羽鶴の関
係）と、１を４つ組み合わせると正方形になることから、日
本折紙協会が制定しました。 
　おりがみは紙さえあれば誰でもどこでも楽しむことがで
きます。手近にある紙で色々なものを折ってみましょう。
  
『箸袋で箸置き。』（山口真　ＰＨＰ研究所）
『おりがみでおままごと』（いまいみさ　毎日新聞社）
『ちびまる子ちゃんの折り紙教室』（山口真　主婦と生活社）
『おりがみ飛行機の本』（中村栄志　東京書店）など

清風台団地中央公園
ケアハウス「ほうせんか」駐車場
北浦団地公民館前
羽鳥駅ふれあいセンター前
エコス美野里店駐車場

10：00～10：50
11：10～11：40
13：30～14：20
14：40～15：20
15：40～16：30

セブンイレブン小川与沢店駐車場
ハートワン小川駐車場
エコス小川店駐車場
にわのストアー前駐車場
玉里総合支所駐車場
ショッピングモールアスタ駐車場 

小川図書館
小川図書館　２階　多目的室

・11月7日（土） 午前10時30分～　・12月12日（土） 午前10時30分～

玉里図書館
生涯学習センター コスモス　1階　和室

・11月28日（土） 午前11時～　・12月19日（土） 午前11時～

美野里公民館図書室
美野里公民館　２階　講座室

〈移動図書館ふれあい号運行予定表〉
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消火器の破裂事故に注意!

11月9日～15日は

「消えるまで　ゆっくり火の元　にらめっ子」（平成21年度統一標語）
　これからの季節は空気が乾燥し、火災が大変発生しやすくなります。ご注意ください！
　火災予防運動は、市民の皆さんに防火に対する意識を一層高めていただき、火災の発生を防止することに
より、尊い生命や貴重な財産の損失を防ぐことを目的としています。

　平成21年９月15日に大阪市内で消火器の破裂事故が発生しました。原因は老朽し腐食した消火
器を触っていたものです。消火器は、初期消火に非常に有効なものですが、取り扱いを誤ると思わ
ぬ事故になります。事故を起こさないために、そして、いざというとき使用できるように、消火器の適
正な保管と日常的な点検を行ってください。サビたり、傷ついた消火器を使用すると、破裂などによ
り思わぬ事故を起こす場合があります。 
　ご家庭で不要になった消火器は、放置しないようにしましょう。廃棄消火器の処分は、お近くの
取扱店（ホームセンター等）､消防設備業者や消火器製造メーカーにご相談ください。

＊防火教室および救急講習会等について、随時各消防署において受付を
行っていますので、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

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21年火災発生・救急出場件数
小美玉市管内における火災・救急出場件数

区　　分
火　　災
救　　急

9月中 累　計
1

144
76
25
23
20

12
1,246
761
196
138
151

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】

連
絡
先

「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。
～冷蔵庫のドアパッキン～

冷蔵庫のドアのパッキンに隙間があると、消費電力が５％程度増えるそ
うです。
そのまま使用すると冷気が漏れるだけでなく、電気代の無駄になります。
長年使用している冷蔵庫は、たまにチェックしましょう。

　消防や役所の職員、委託業者を装って家庭に訪れ、強引に高額で購入させようとする手口が多いようです。消防署や役所では、
消火器や住宅用火災警報器の販売は一切行っていません。※不明な点などがありましたら、各消防署へお問い合わせください。

■

■

■
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会
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の
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会
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休日診療当番医(外科) 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）

11月22日・23日・29日
◆受付　午前９時～11時30分
　　　　午後１時～３時30分

11月21日・22日・23日・28日・29日
◆受付　午後７時～10時30分

休 日

夜 間

11月 後半11月 後半11月 後半

(　　）は前月比

11月 後半11月 後半11月 後半
◆受付  午前９時～11時30分・午後１時～３時30分
日   外　　　科

石岡第一病院

石岡循環器科脳神経外科病院

滝田整形外科

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。

12月 2 日
午後1時～4時 

12 月 9 日
午後1時30分～4時30分

12月16日
午後1時～4時 

12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

※社会福祉協議会本所
　☎３７－１５５１

　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

（石岡市）

（小美玉市）

（石岡市）

☎（22）5151

☎（58）5211

☎（23）2071

曜日

22

23

29

日

月

日

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。
　※電話でご予約のうえ、おいでください。

と　き　11月27日（金）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 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。

【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

午前10時～午後３時

12月３日（木） 玉里保健福祉センター

12月16日

12月17日

12月17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

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。

行 政 相 談

【問い合わせ】 秘書広聴課　広報広聴係
☎48－1111　内線1221

11月の納税・納付
・国民健康保険税（第７期分）

・後期高齢者医療保険料（第５期分）

（※納期限は、11月30日です。）

人　口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53,001人（＋14）
　男　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,822人（＋12）
　女　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,179人（＋2 ）
世帯数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,649戸（＋16）

人口と世帯数（平成21年10月1日現在）
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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


