
　茨城県では、平成18年度から毎年9月（9月1日～30日）を｢茨城県認知症を知る月間｣として、認知症に対
する正しい理解の普及・啓発に関する各種広報活動や認知症サポーター養成講座等を実施して、県民誰も
が認知症について理解し、認知症高齢者およびその介護家族が安心して暮らすことができる地域づくりを進
めています。
　まずは、県民の皆さんが認知症について正しく理解することが大切です。
　本市でも、各種フォーラムや研修事業、認知症サポーター養成講座などを開催していますので、ぜひご参
加ください。

◆「脳の健康教室」
　65歳以上の方を対象に専用の教材を使って、簡単な「読み書き」｢計算｣を行うことで、健康で充実した
　老後を過ごすお手伝いをします。
◆ ｢認知症サポーター養成講座｣
　認知症について正しく理解し、認知症の人と接するときの心構えや適切な対応を学び、認知症の人や
　家族を支えていこうという取組みをしています。小美玉市では現在までに161名の方がこの講座を受
　講されました。出前講座も実施していますのでお気軽にお申込みください。

受講希望や詳細については下記までお問い合せください。
小美玉市地域包括支援センター

上玉里1122番地（玉里総合支所内）
☎５８－１２８２ または、 ☎４８－１１１１（内線3113）

平成20年 住宅・土地統計調査に
ご協力ください

平成20年 住宅・土地統計調査に
ご協力ください

　10月1日、全国で住宅・土地統計調査が行われます。この調査
は住宅・土地に関する最も基本的な調査で、国や都道府県・市町
村が住生活基本計画やまちづくり施策などを立案するための大
切な資料となります。対象となった世帯には、知事が任命した調
査員が調査票をもってお伺いしますので、調査票への記入をお
願いします。
　なお、調査内容は統計を作成するためのみに使用するもので、
その他の目的には一切使用しません。ご協力をお願いします。

■問い合わせ
　茨城県企画部統計課　人口労働担当　☎029－301－2649（直通）
　小美玉市企画調整課　統 計 担 当　☎48－1111（内線1231）

平成21年度版  県民手帳
申込み予約受付中！

平成21年度版  県民手帳
申込み予約受付中！

　茨城県統計協会発行の「平成21年度版
県民手帳」の申込みを受付けています。

◆申込締切　9月30日（火）
◆申込み・問い合わせ
　　市役所　企画調整課　統計担当
　　☎４８－１１１１（内線1231）
※手帳の配布、代金の徴収は市役所企画調整課で
　行います。

9月は｢茨城県認知症を知る月間｣です9月は｢茨城県認知症を知る月間｣です

ポケット版　1冊 300円
標  準  版　1冊 400円
デ ス ク 版　1冊 900円
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「まちづくり組織」の認定を受けましょう！！「まちづくり組織」の認定を受けましょう！！「まちづくり組織」の認定を受けましょう！！
　協働のまちづくりの実現化を目指して、「平成20年度まちづくり組織支援事業」の後期募集を行います。地域
活動を進めている自治会（町内会）やボランティア団体の皆さんは、ぜひ、「まちづくり組織」の認定を受けてくだ
さい。
　認定後は、組織のネットワークが広がって社会的信用度が高まることはもちろん、行政への活動資金援助の
申請をはじめ、いろいろな支援を受けやすくなります。さあ、本事業を活用して、今の活動をさらにパワーアップ
させてみませんか?

■まちづくり組織の認定要件（以下のすべてに該当する組織）
　①市民が知恵と汗を出し合って自主的に活動を推進していること
　②活動内容が行政計画に沿っていること（公共的サービスの提供を担っていること）
　③宗教、政治、特定営利活動を行わないこと

■申請方法
　地域振興課、小川総合支所総合窓口課、玉里総合支所総合窓口課に備えてある申請書に必要事項を記入し、
関係書類を添えて地域振興課へ直接提出してください。なお、申請書の様式等は本市ホームページからもダウン
ロードできます。

■募集期間　9月1日（月）～30日（火）

■審査方法
　まちづくり審査会（市民活動家・学識経験者・議会・行政代表者による審査機関）が団体の提出資料と活動
発表をもとに決定します。

■８月現在認定団体（23団体）
　羽鳥十二所区会、高場区、与沢地区、羽鳥花館区、脇山区、江戸住宅町内会、希望ヶ丘区、二本松町内会、羽
鳥旭区、竹原区、納場地区コミュニティ、竹原地区コミュニティ、こころふれあう羽鳥の会、住みよい堅倉地区を
つくる会、さわやかな野田をつくる会、小美玉市生物の会、玉里の史跡と自然を護る会、田木谷地区まちづくり
同好会、NPO法人玉里しみじみの村、百里バルーンクラブ、小美玉市傾聴ボランティアほほえみの会、話し方教
室、湖北理科を語る会

■活動資金援助申請
　まちづくり組織と認定された団体は、事業への資金援助を申請することができます。手続きは認定申請の取り
扱いに準じます。（本申請は認定申請と同時申請も可能です。）

■補助金交付の採択要件（以下の要件のすべてを満たす事業）
　①行政計画に整合していること
　②年度内に完全実施できること
　③新たな取組みであること、または従来の取組みを拡充強化すること
　④市の補助金交付を重ねて受けないこと

■補助金交付対象事業（参考）
　地域まつり、防犯パトロール、地域旧跡巡り、地区運動会、公園・花壇・道路の管理、盆踊り、文化財の管理と整
備、生物調査、高齢者支援など

■問い合わせ　地域振興課　☎４８－１１１１　内線1134
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「まちづくり組織」の認定を受けましょう！！ 小美玉市 茨城空港キャラクターの小美玉市 茨城空港キャラクターの小美玉市 茨城空港キャラクターの
すすますますいいまていていしてしてし集し募募をを称を称を称名名名称を募集して集集 すすまを募集していま称称名名 ししを ますい名称を募集しています名称を募集を名称を募集していまいい名称を募集しています名名名名称を募集していますす！！

小美玉市 茨城空港キャラクターの
名称を募集しています！

　小美玉市茨城空港利用促進協議会では、2010年3月開港予定の茨城空港の『小美玉市茨城空港
キャラクターの名称（グループ名）』を募集しています。
　いろいろな場面で茨城空港の広報・啓発活動をしている“仲間”に、子どもたちや地元地域・市民に愛
される名称を付けてください。

募集内容：当該キャラクターの名称は
　　　　　『赤・青・緑色３名構成の
　　　　　グループ名』とし、自作・未
　　　　　発表のもの。
　　　　　使用文字は、漢字、ひらがな、
　　　　　カタカナとします。
　　　　　　※漢字には読みが分か
　　　　　るように必ず「ふりがな」を
　　　　　付けてください。

応募資格：小美玉市在住者および
　　　　　小美玉市への通勤・通学者

応募期間：８月21日（木）～
　　　　　９月11日（木）

　  賞  　：最優秀賞〈賞状および副賞〉……1点
　　　　　　※最優秀賞を採用作品とします。 ※受賞作品の応募者が多数の場合は抽選とします。

応募方法：（1）応募方法
　　　　　　① はがきによる郵送　②電子メール　③FAX　④事務局への直接応募
　　　　　　のいずれかによるものとします。
　　　　  （2）明記事項（様式は自由）
　　　　　　①氏名（ふりがな）　②郵便番号・住所　③性別　④年齢　⑤電話番号（連絡先）
　　　　　　⑥勤務先または学校名・学年　⑦勤務先住所　⑧名称（理由を添えてください）
※詳しくは、８月21日発行の「広報おみたま８月号」または市のホームページをご覧ください。

応募・問い合わせ：〒319－0192　茨城県小美玉市堅倉835番地
　　　　　小美玉市茨城空港利用促進協議会　事務局（小美玉市空港対策課内）
　　　　　「空港キャラクター名称募集係」
　　　　　　☎４８－１１１１　内線1172・1173
　　　　　　FAX４８－１１９９
　　　　　　E-mail：kuko@city.omitama.lg.jp　
　　　　　　http：//www.city.omitama.lg.jp/hyakuri/top.html
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小美玉市『産業祭』を
開催します！

市立羽鳥保育所
臨時保育士を募集します！

　「青少年を育てる小美玉市民の会　家庭部会」では、「早寝・早起き・朝ごはん」をキャッチフレーズに、仲良く
楽しい食事を目指してファミリークッキングを開催します。皆さまご家族そろってご参加ください。

と　　き　10月12日（日）
　　　　　午前９時～午後１時

と  こ  ろ　四季健康館

メ ニ ュ ー　生鮭のおろしソースかけムニエル
　　　　　小松菜とえのきだけのおひたし
　　　　　わかめスープ

参  加  費　無料

持  ち  物　エプロン、三角巾、筆記用具

募集人数　先着20組（定員になり次第締切らせていただきます。）

指  導  者　食生活改善推進員

申込期間　９月20日（土）～10月５日（日）

申込方法　生涯学習センター コスモス
　　　　　（☎２６－９１１１）までお電話にてお申込みください。

そ  の  他　メニューが変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

と　き　10月26日（日）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　玉里運動公園（玉里Ｂ＆Ｇ海洋センター）

※市内で営業・販売している方の
　出店を募集します！
　　

  問い合わせ
　市役所　商工観光課
　☎４８－１１１１　内線1161・1162

【勤  務  日】　９月１日（月）～
　　　　　　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（写し）
　　　　　　を添えて提出してください。

【申込み・問い合わせ】
　福祉事務所社会福祉課児童福祉係
　(玉里総合支所2階)
　　　☎４８－１１１１
　　　内線 3226・3227

ファミリークッキング

「お父ちゃんの台所」にご参加ください！
ファミリークッキング

「お父ちゃんの台所」にご参加ください！
ファミリークッキング

「お父ちゃんの台所」にご参加ください！

◆模擬上棟式でおもちとお菓子、その他大盤振
　る舞い！？
　小さい子どもだけの上棟式も予定しています。
◆市内で営業・販売しているお店や企業が出店！
　農畜水産物、生産加工品等の展示・販売を
　行います。
◆その他イベント盛りだくさん！！

平成２０年度「文学と歴史散歩」のご案内 読み聞かせに挑戦！！

平成21年度 小学校新入学児にランドセルを贈呈します！平成21年度 小学校新入学児にランドセルを贈呈します！



生涯学習インフォメーション生涯学習インフォメーション
【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
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ファミリークッキング

「お父ちゃんの台所」にご参加ください！

平成２０年度「文学と歴史散歩」のご案内平成２０年度「文学と歴史散歩」のご案内平成２０年度「文学と歴史散歩」のご案内 読み聞かせに挑戦！！読み聞かせに挑戦！！読み聞かせに挑戦！！
と き
集合・出発時刻

到着予定時刻

と  こ  ろ

参 加 料

募 集 人 数
募 集 期 間
説明会及び抽選会

申 込 方 法

申 込 先

問い合わせ

10月24日（金）
小美玉市役所　午前７時10分
小川文化センター　午前７時40分
生涯学習センター コスモス　午前８時
生涯学習センター コスモス　午後５時
小川文化センター　午後5時15分
小美玉市役所　午後５時40分
国立歴史民俗博物館（千葉県佐倉市）
佐原散策（千葉県佐原市）
1，000円

（昼食代・佐原散策での費用は含みません）
80名（定員を超えた場合は抽選となります）
9月18日（木）～30日（火）　午前9時～午後5時
10月10日（金）　午後７時～　
　会場：生涯学習センター コスモス
　＊申込者は必ずご出席ください。
　＊参加料はこのときお預かりします。
窓口にある申込用紙に記入のうえ、直接窓
口までお申込みください。電話・ファックス・
メールでの申込みはできません。
申込者1名につき２名分まで申込めます。
小川公民館（☎58－3111）
美野里公民館（☎48－1110）水曜・祝日休館
生涯学習センター コスモス（☎26－9111）
月曜・祝日休館
生涯学習センター コスモス（☎26－9111）

　生涯学習センターコスモスにおいて、８月６
日、７日の２日間にわたり「お父さんお母さんの
ための読み聞かせ講座」が開催されました。
　県立図書館と玉里図書館の共催事業で、職
場体験の中学生５名を含めた40名が参加しま
した。

　講師は、「魔女おば
さん」として県内で活
躍中の有田道子先
生です。有田先生の
ユーモアたっぷりの

講義や実演に、受講者は引き込まれ、真剣に聴
き入っていました。本の選び方や読み方などを
学び、受講者同士で読み聞かせを行ったり、タ
オルでウサギを作ったりしました。
　受講者からは「先生のお話が楽しかった」「本
の楽しさがわかった」「今日から子どもたちに読
んであげたい」といった声が聞かれました。

平成21年度 小学校新入学児にランドセルを贈呈します！平成21年度 小学校新入学児にランドセルを贈呈します！平成21年度 小学校新入学児にランドセルを贈呈します！平成21年度 小学校新入学児にランドセルを贈呈します！
　小美玉市教育委員会では、平成21年度小学校新入学児に対してランドセルを贈呈します。
なお、七つの祝い式典および記念品（ランドセル）贈呈については次のとおりです。

　【七つの祝い式典】   11月14日（金）　午前10時～　小川文化センター　大ホール
　【ランドセル贈呈】・記念品は、式典当日に贈呈します。
　　　　　　　　　・11月14日（金）以降は、生涯学習課（生涯学習センター コスモス）にてお渡しします。
　※その他詳細については、後日該当児の保護者宛に通知します。
　【問い合わせ】　教育委員会生涯学習課　☎２６－９１１１



6 お知らせ版　平成 20 年 8 月 28 日

【麻しん風しん混合予防接種第３期・第４期について】

　昨年春期、10 代 20 代の年齢層で「麻しん」が流行したことを受け、予防接種法の一部が改正され、平成 20 年度か
ら５年間のみ ｢麻しん ｣「風しん」予防接種、第３期・４期が実施されることになりました。今後５年間、毎年中学１年生、
高校３年生に相当する方が対象となります。

◆予防接種の受け方について
◎接種期間：平成 21 年３月 31 日まで
◎費　　用：無　料　　※ただし接種期間を過ぎた場合は自己負担（有料）となります。
◎接種方法：予防接種指定医療機関へ電話予約し、予診票（紛失した場合は下記へ取りに来てください）・

母子健康手帳・予防接種カード等を持参のうえ、お受けください。
　※接種対象の方で麻しんまたは風しんにかかったことのある方でも、麻しん風しん混合ワクチンを受け
　　 ることができます。

【問い合わせ】

四季健康館　健康増進課　☎４８－０２２１　
小川保健相談センター　　☎５８－１４１１
玉里保健福祉センター　　☎４８－１１１１
（※玉里保健福祉センターの電話は本庁経由になります）

対象者、接種期間 接種回数 個人負担金

第１期
生後 12 か月から 24 か月未満（１歳児）

※１歳の誕生日を迎えたら、できるだけ早く接種を受けましょう。
１回

無料

第２期
小学校入学前の、いわゆる保育園や幼稚園年長児

（平成 14年４月２日から平成 15年４月１日生まれ）
１回

対象者、接種時期 接種回数 個人負担金

第３期

中学１年生に相当する年齢の方
　（平成７年４月２日から平成８年４月１日生まれ）
※各中学校において集団接種を実施しましたが、まだ受けていない方
　は医療機関にて受けてください。

１回

無料

第４期
高校３年生に相当する年齢の方

　（平成２年４月２日から平成３年４月１日生まれ）
１回

【麻しん風しん混合予防接種第１期・第２期について】

　平成 18 年度から予防接種法の一部改正により、麻しん、風しんの予防接種が、麻しん風しん混合ワクチンを用いた
２回接種となりました。
　接種対象者は次に該当する方がたです。お早めにお受けください。
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医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号

小美玉市

長島内科 58－4866

石 岡 市

石岡市医師会病院 22－4321

小川南病院 58－1131 石岡第一病院 22－5151

新澤医院 48－0034 石岡ひかりクリニック 26－8055

羽鳥医院 46－2551 岡崎内科医院 22－2014

美野里病院 48－2118 柏木医院 22－2874

けやきクリニック 36－7777 川並クリニック 22－3301

希望ヶ丘ひきクリニック 36－8101 ごとう内科 36－0510

小美玉市医療センター 58－2711 斉藤病院 26－2131

小塙医院 58－3185 山王台病院 26－3130

やまぐち医院 37－1055 寿星会石岡診療所 24－5080

つくば病院 26－1271 関クリニック 23－8300

水 戸 市

丸山小児科医院 029－221－2336 芹澤医院 分院 22－2035

宮本小児科医院 029－241－1762 林田医院 22－2415

五十嵐小児科医院 029－243－1053 桧山医院 26－3812

平野こどもクリニック 029－253－3306 府中クリニック 22－2146

笠 間 市 県立中央病院 0296－77－1121 吉田小児科医院 28－0050

旧千代田町

太田医院 59－2026 江畑医院 43－0016

大和医院 029－831－7937 滝田内科歯科クリニック 43－0019

白井医院 029－831－3803 グリーンクリニック 36－4120

高木医院 029－832－2020 八郷整形外科内科病院 46－1115

谷川整形外科医院 59－6666

　市では、市内にお住まいで墓地を持っていない方（世帯主）
を対象に霊園の使用者を募集しています。

場　所　小美玉市花野井字三久保 559 番地
使用料　268，000 円（永代）
管理料　3，150 円（年額）
　詳しくは、環境課環境衛生係へお問い合わせください。
　☎４８- １１１１　内線 1141・1142

コンビニ

JA美野里
セレモニーホール

四季健康館

小美玉市役所

石岡・城里線

至水戸方面至石岡方面
国道6号

陸橋

運動
公園

希望ヶ丘団地

市営美野里霊園
案内図小美玉市美野里霊園

使用者を募集しています
小美玉市美野里霊園
使用者を募集しています
小美玉市美野里霊園
使用者を募集しています
小美玉市美野里霊園
使用者を募集しています
小美玉市美野里霊園
使用者を募集しています

◆ 予防接種指定医療機関のご案内 ◆◆ 予防接種指定医療機関のご案内 ◆◆ 予防接種指定医療機関のご案内 ◆◆ 予防接種指定医療機関のご案内 ◆
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県や国等のお知らせ10月のほけんがいど10月のほけんがいど

営巣の未然防止
庭木、生け垣などは、枝木が込み合わない
ように剪定に心がけ、風通しを良くしましょう。

軒下、外壁の換気口は、
ハチが出入りできないように、
破損しているところは修繕し、
物置などの板壁のふし穴や
すき間はふさぎましょう。

せ ん   て い

巣を見つけたら
駆除業者へ

一般の人が蜂の巣を駆除することは
危険ですので、害虫駆除の業者に

依頼していただくか、
（社）石岡地方広域シルバー人材センター
（☎23－3399）へ依頼してください。

ハチに出会ったら
手で払ったり、体を急に動かしたりせずに
姿勢を低くして、通り過ぎるのを待つか、

静かに遠ざかりましょう。
また、大声を出したり物音をたてたりすると、

刺激でハチが攻撃的になるので
注意が必要です。

当番日

  4日
  5日
11日
12日
13日

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。

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

倉田電気商会
㈲広瀬商事
㈱小塙工務店
本田工業㈱
㈲山口水工

☎５８－２９０９
☎５３－０８３３
☎５８－３３３８
☎５４－０１５８
☎５８－０１２９

㈱スズヤ
㈲マツカワ設備工業
金藤水道工事店
㈲長谷川設備
㈱小林工業

☎４６－０００７
☎４６－２１５４
☎４８－４４４０
☎４６－０５５３
☎４８－２３７５

湖北水道
企業団 
☎24－3232

連絡先

10
月

と き 事業名（受付時間） 対　象　者 と　こ　ろ

2 木
ポリオ（13：00～13：30） 生後 3 か月～ 90 か月未満 玉里保健福祉センター
４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

7 火
育児相談（9：30～11：00） 乳幼児と保護者 四季健康館
かばちゃん教室（13：00～13：30） 小川・玉里（平成16年4～６月生） 小川保健相談センター

9 木 ポリオ（13：00～13：30） 生後 3 か月～ 90 か月未満 小川保健相談センター
10 金 ハローベビー教室：妊娠編（９：15 ～９：30） 妊婦及びご家族 四季健康館
14 火 ２歳児歯科健診（13：00～13：30） 小川・玉里（平成18年６月～７月14日生） 小川保健相談センター
15 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
16 木 ポリオ（13：00～13：30） 生後 3 か月～ 90 か月未満 四季健康館
17 金 １歳６か月児健診（13：00～13：30） 美野里（平成19年２月１日～４月６日生） 四季健康館
21 火 10 か月児健診（13：00～13：30） 小川・玉里（平成19年11～12月生） 小川保健相談センター

28 火
ポリオ（13：00～13：30） 生後 3 か月～ 90 か月未満 四季健康館
３歳児健診（13：00～13：30） 小川・玉里（平成17年３～４月生） 玉里保健福祉センター

30 木 ポリオ（13：00～13：30） 生後３か月～ 90 か月未満 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
2 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

16 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） 希望者※要予約 玉里保健福祉センター

23 木 こころの健康相談（9：30 ～ 10：00） 希望者※要予約 四季健康館

●母子保健事業

●成人保健事業
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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

　65歳以上の方３人１組で、無事故・無違反を目指す
「シルバー無事故・無違反チャレンジ100」の参加チーム
を募集しています。
　100日間の無事故・無違反を達成したチームの中から
抽選で20チームに、旅行券をはじめ県産品などの賞品を
プレゼントします。

募集期限　9月30日（火）
参加資格　県内在住の65歳以上の方で、運転免許を持
　　　　　っており、日常的に自動車等を運転される方
　　　　　（原動機付自転車免許のみの方も参加できます。）
賞品・記念品　◇達成チーム全員に達成証と達成記念品
　　　　　◇達成チームの中から抽選で20チームに、賞
　　　　　　品をプレゼント
　　　　　・特賞（1チーム）旅行券6万円相当
　　　　　・１等（5チーム）旅行券3万円相当
　　　　　・そのほか、県産品など14チーム

　　茨城県生活文化課
　　　☎029－301－2842
　　　http://www.anzen.pref.ibaraki.jp/

「シルバー無事故・無違反チャレンジ100」
への参加チーム募集！

と　　き　 10月10日(金)
　　　　　午前10時～午後４時
と   こ   ろ　小美玉市役所　相談室（１階）
主な相談内容　○事業経営に必要な許認可申請(会社設立、
　　　　　　建設業、運送業ほか)
　　　　　○土地の有効活用に関する手続き(農地転用、
　　　　　　開発行為ほか)
　　　　　○相続・遺言・遺産分割等に関すること
　　　　　○国際結婚、外国人在留、国籍等に関すること
　　　　　○各種契約書、内容証明、協議書、売買契約
　　　　　　書の作成等について
相  談  員　茨城県行政書士会会員

　　茨城県行政書士会
　　　☎029－305－3731
　　　http://www.ibaraki-gyosei.or.jp/

きっとお役に立ちます!
　　　　　行政書士「無料」相談会

　水戸財務事務所では、多重債務に陥ってしまった方からの相談を受付
けています。状況をお聞きし、債務整理方法のアドバイスや、必要に応じ法
律の専門家への引継ぎも行っています。一人で悩まず、お電話ください。　

　　財務省 関東財務局 水戸財務事務所
　　　専用ダイヤル　☎029－221－3190
　　　平日　午前8時30分～午後0時15分、午後1時～4時30分

多重債務相談窓口

問

◆常陽銀行美野里支店　　☎46－3112
　　9月16日（火）　午前10時～午後3時
◆常陽銀行小川支店　　☎58－2424
　　9月26日（金）　午前10時～午後3時
※予約願います。

年金相談

問

　県では、高齢者の介護予防を推進するため「シルバーリ
ハビリ体操」の普及を図っており、この体操を普及するボ
ランティアとして「シルバーリハビリ体操指導士」の養成講
習会（下期）を開催します。
募集人員　175名
　　　　　※応募者多数の場合には、受講が21年度に持ち越されることもあります。
申込資格　平成20年4月1日現在満60歳以上で、常勤の
　　　　　職業についていない茨城県民で全日程に参
　　　　　加できる方。
日程（コース名および開催日）
　49コース：10/20(月)、23(木)、27(月)、30(木)、11/6(木)、10(月)、13(木)、17(月)
　50コース：10/24(金)、28(火)、31(金)、11/4(火)、7(金)、11(火)、14(金)、18(火)
　51コース：11/21(金)、25(火)、28(金)、12/2(火)、5(金)、9(火)、12(金)、16(火)
　52コース：1/6(火)、9(金)、13(火)、16(金)、20(火)、23(金)、27(火)、30(金)
会　　場　茨城県立健康プラザ（水戸市笠原町993-2）
講習時間　午前10時～正午、午後0時45分～3時45分
　　　　　（１日５時間程度）＊初日のみ9時45分開講
内　　容　
　・講義：介護予防とリハビリテーションの推進、解剖生理学、
　　　　  老化と病気、高齢者の食生活ほか
　・実技：いきいきヘルス体操、いきいきヘルスいっぱつ体操ほか
受  講  料　無料（ただし交通費、昼食代は各自負担）
申込締切　10月１日（水）当日消印有効
申込方法　往復はがきでお申込みください。往信面には、
　　　　　①住所および郵便番号　②氏名およびふりがな
　　　　　③性別　④生年月日および平成20年4月1日
　　　　　時点の年齢　⑤電話番号　⑥どの日程でも
　　　　　受講できる方は「可」とご記入ください。都合に
　　　　　より参加できないコースがある方は、「●・
　　　　　●コースは不可」とお書きください。
　　　　　返信面には、ご自分の住所・氏名を記入のう
　　　　　え、ご投函ください。
そ  の  他　受講コースは返信はがきにより、10月14日まで
　　　　　にお知らせします。

　　　茨城県立健康プラザ　介護予防推進部
　　　　〒310－0852 水戸市笠原町993－2
　　　　☎029－243－4217

シルバーリハビリ体操指導士
３級養成講習会（下期）受講者募集

問

対　　象　玉里地区にお住まいの方で、交通事故、金銭、
　　　　　土地建物、公害、家庭の問題でお困りの方
日　　時　10月16日（木）午前10時～午後4時
　　　　　※先着順。予約は必要ありません。
場　　所　土浦市亀城プラザ（土浦市中央2－16－4）

　　土浦調停協会
　　　☎029－821－4347（土浦裁判所内）

無料調停相談会

問

申問



救急の日:救急医療週間救急の日:救急医療週間救急の日:救急医療週間
9月7日（日）～13日（土）9月7日（日）～13日（土）9月7日（日）～13日（土）
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10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

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

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･全室の休館日です。

　7月24日と8月6日におりがみ教室と一日図書館員を実施しました。
　おりがみ教室では、ペンギンや写真入れなどを作りました。
　一日図書館員では10名の小学生が図書館の仕事を体験し、貸出や
本の整理などをしてくれました。

第139回芥川賞＆直木賞受賞作
　今回は先日授賞式が行われた第139回受賞作品を紹介します。芥川
賞と直木賞は、共に1935年に創設され、年に2回発表されます。
　芥川賞『時が滲む朝』（楊逸）
　天安門事件の前年、中国人の青年・浩遠は、過酷な受験戦争の末、名
門大学に合格する。民主化運動が高まる中、彼も学生運動に身を投じる
が、運動は鎮圧される。
　大学を退学処分になった後、日本人と結婚し、日本に住みながら祖国
である中国を見つめ続ける。

おりがみ教室と一日図書館員を実施しました！

　美野里公民館図書室は、下記の期間、蔵書点検のため休館します。
　　　　　　　10月20日（月）～24日（金）

美野里公民館図書室休館のお知らせ

Library information

9月・10月のおはなし会9月・10月のおはなし会9月・10月のおはなし会9月・10月のおはなし会

・  9月13日（土） 午前10時30分～
・  9月27日（土） 午前10時30分～ 
・10月11日（土） 午前10時30分～
・10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

玉里図書館
生涯学習センター コスモス　1階　和室

・  9月13日（土） 午前10時30分～
・10月11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

・  9月27日（土） 午前11時～
・10月25日（土） 午前11時～

9月
日 月 火 水 木 金 土

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

おススメ本紹介コーナー 直木賞『切羽へ』（井上荒野）
　30代のセイは、かつて炭鉱
で栄えた小さな島の小学校で
養護教員をしている。画家であ
る夫の陽介と平穏で幸せな
日々を送っていた。
　しかし、セイが勤める小学校
に若い音楽教師が赴任してき
てから何かが変わり始める。  

7月24日の一日図書館員

古川文香さん
　　　（玉里北小）
中野祐花さん
　　　（玉里北小）
豊岡優理さん
　　　（橘　　小）
長谷川靖教君
　　　（堅 倉 小）
長谷川滉人君
　　　（堅 倉 小）
赤津　勇希君
　　　（上吉影小）

8月6日の一日図書館員

矢口瑞季さん
　　　（玉 里 小）

原田菜央さん
　　　（玉 里 小）

石塚妃香里さん
　　　（玉里東小）

桜井真衣さん
　　　（玉里東小）
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※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

7月中 累　計

4

139

84

27

14

14

21

956

603

142

107

104

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】

救急の日:救急医療週間救急の日:救急医療週間救急の日:救急医療週間救急の日:救急医療週間救急の日:救急医療週間
9月7日（日）～13日（土）9月7日（日）～13日（土）9月7日（日）～13日（土）9月7日（日）～13日（土）9月7日（日）～13日（土）

連
絡
先

　小美玉市消防本部管内の平成19年の救急出場件数は、1,770件で、そのうち軽症者が半数以上を占めています。
　現在、当消防本部管内の各消防署に１隊の救急隊が配置されていますが、年々救急車の利用は高まり、救急車が
不足することも少なくありません。そのため命に危険がある傷病者への対応に支障がでることが心配されます。
　そこで皆さまにお願いしたいのは、軽い打撲やかすり傷などの緊急性が低いときや症状が軽いと思われるときは、
ご自身で最寄りの医院や病院で受診していただきたいこと、また、体の調子がおかしいと思ったときには、症状が重く
なる前に、早めに診察を受けていただきたいのです。

救急車が出場中には…
　救急隊員の資格を持った消防隊員が消防自動車で先行出場し、救急車が到着するまで傷病者の応急手当をする
ことがあります。また、傷病者を搬送する時に階段や、通路が狭いため搬送が困難と
考えられる時、交通事故等で傷病者の安全確保が必要と考えられる時など救急車と
同時に出場することがあります。これは傷病者の状況を考慮し行っている活動ですの
で皆さまのご理解とご協力をお願いします。

サイレンについて…
　119番通報時、「サイレンを鳴らさないで来てください」ということを言われる場合がありますが、法律で救急車の
要件としてサイレンを鳴らし、かつ、赤色灯を点けなければ緊急車両として認められませんのでご承知ください。

救急車の適正利用をお願いします！

こんな時には迷わず119番通報してください

　冷たいお茶等を販売している自動販売機。非常に便利ですが飲んだ後にゴミが出ます。
　いつでも手軽に飲める水筒を持って出かけませんか。家計の節約にもなるし、ゴミの軽
減でエコにもなります。

「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。
～水筒持って出かけよう～
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9月・10月のおはなし会9月・10月のおはなし会
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休日診療当番医(外科)

人　口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53,071人（＋62）
　男　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,881人（＋30）
　女　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,190人（＋32）
世帯数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,486戸（＋55）

人口と世帯数 （平成20年8月1日現在）

・国民健康保険税　第5期分

（※納期限は、9月30日となっています。）

9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） 9月 9月 9月

(　　）は前月比

 9月 9月 9月
◆受付  午前９時～11時30分・午後１時～３時30分

21

23

28

外　　　　　科

滝田整形外科

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）

☎（23）2071

☎（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　10月1日（水）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

10月 1日
午後1時30分～4時30分

10月 8日
午後1時～4時

10月15日
午後1時～4時

10月21日
午後1時30分～4時30分

　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
※社会福祉協議会本所
　☎３７－１５５１

【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。

9 月 4日（木）

10月17日（金）

玉里保健福祉センター
（※前号でお知らせしましたが、会場は
玉里保健福祉センターになります。）

小川保健相談センター

午前10時～午後3時
10月 1 日

10月 8 日

10月20日

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
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

日

献血

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

9月11日（木）　9：30～11：30　八郷総合支所
　　　　　　  1：30～  3：30　カドヤ八郷店

9月20日・21日・22日・23日・27日・28日
◆受付　午後７時～10時30分

休　日

夜　間
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次回お知らせ版10月号の発行日は 9月25日（木）です。




