
と　　き　3月22日（土）
　　　　　　開　場：午後１時30分
　　　　　　開　演：午後２時　
と こ ろ　四季文化館（みの～れ）森のホール
　　　　　小美玉市部室1069
講　　師　草野満代氏　（キャスター）
　　　　　岐阜県出身
入 場 料　無料
そ の 他　未就学児・小学生の入場は、ご遠慮ください。
問い合わせ　教育委員会生涯学習課（小川総合支所内）　
　　　　　☎４８－１１１１　内線2232

　小美玉市教育委員会では、広い視野から文化や教育を展望するような今日的な課題をテーマに講演会
を実施します。
　今回は、キャスターの草野満代氏をお招きし、さまざまな経験談をお話くださいます。皆さまのご来場
をお待ちしております。

●小美玉市民の日記念●小美玉市民の日記念

　外国人の方との交流を楽しみませんか？

と　　き　3月16日(日)　正午～午後2時30分
と こ ろ　小川文化センター（小ホール）
内　　容　パーティー型式による交流会
　　　　　　①国際交流ボランティア活動報告
　　　　　　②中学生海外派遣団報告
　　　　　　③文化発表（和太鼓・外国人スピーチ）
募集人数　100名（先着順）

参 加 費　500円（外国人無料）

申込締切　3月12日（水） 午後5時30分
申込み・問い合わせ　小美玉市役所 市民生活部
　　　　　地域振興課
　　　　　☎４８－１１１１
　　　　　内線1134
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　小美玉市民の日条例が昨年12月議会で可決され、小美玉市が誕生した3月27日を「小美玉市民の日」として
制定しました。
　市民の日は、郷土の歴史を振り返り、「ふるさと小美玉市」について愛着と理解を深め、市民であることを誇り
に思う心と市民としての一体感をはぐくみ、より豊かで魅力ある小美玉市を将来にわたって築きあげることを
期する日として設けるものです。
　市民の日を記念して３月中にさまざまなイベントが開催されます。皆様ふるってご参加ください。

事 業 名 実施期日 実施場所 事業内容 担当及び問い合わせ
第8回
みの～れマタニティコンサート 
～プレママのための音楽会～

◇第1部：コンサート、リラックス体操
◇第2部：絵本の読み聞かせ・コンサート
◇入場対象者：マタニティ（妊婦）の方
※マタニティ（妊婦）のご家族、お友達など3名様まで同伴可

四季文化館（みの～れ）
風のホール

四季文化館（みの～れ）
☎ 48-4466

3月2日
午後2時～

国際交流ひろば ◇詳細については1ページを
　ご覧ください。

小川文化センター
小ホール

地域振興課
☎48-1111（内1134）

3月16日
正午～午後2時30分

小美玉市文化講演会
〃

四季文化館（みの～れ）
森のホール

教育委員会生涯学習課
☎48-1111（内2232）

3月22日
午後1時30分開場
午後2時開演

光と風のステージ vol.28
野口千代光・中川賢一
デュオリサイタル

◇入場料：1,000円
　1ドリンク付ライブ

四季文化館（みの～れ）
風のホール

四季文化館（みの～れ）内
光と風のステージプロジェクトチーム
☎48-4466

3月22日
午後7時～

春休み
「茨城空港親子見学会」

◇詳細については6ページを
　ご覧ください。

茨城空港並びに関連事業
（施設）などへの見学

空港対策課 
☎48-1111（内1161）

3月25日
午前、午後の2回開催予定

市民憲章除幕式 
小美玉市民の日記念式典

◇市民憲章除幕式 ◇功績者の表彰 ◇市民の日記念講演 
◇講師：航空自衛隊航空開発実験集団司令官 長島空将
◇市の踊り歌披露

除幕式：小美玉市役所 （本庁舎）
式　典：小川文化センター 
　　　  大ホール

秘書広聴課
☎48-1111（内1212）

3月27日
除幕式：午前９時～
式　典：午前10時～

四季健康館及び
寿荘の入浴料の免除

◇四季健康館及び寿荘のお風呂の入浴料が
　無料になります。 ◇対象者：市内在住の方

四季健康館 寿荘 四季健康館　☎48-0221
寿荘　☎53-0059

3月27日 

ダ・カーポコンサート
～野に咲く花のように～

◇入場料：4,500円（全席指定）
◇チケット発売所
　小川文化センター
　MIN－ONチケットセンター （☎03-3226-9999）
　電子チケットぴあ （☎0570-02-9999）

小川文化センター
大ホール

小川文化センター
☎58-0921

3月29日
午後6時30分
　　　　開演

新垣　勉コンサート ◇入場料金：全席指定3,000円 
※未就学児の入場はご遠慮願います。

玉里総合文化センター
（コスモス）

玉里総合文化センター
☎26-9111

3月30日
午後3時～

陽だまり横丁 vol.12
四季写クラブ＆
  バードカービング合同展

◇小美玉市羽鳥の脇山公民館で活動する
　「四季写クラブ」の第2回写真展と、バード
　カービング教室の合同写真展

四季文化館（みの～れ）
ホワイエ

四季文化館（みの～れ）
☎48-4466

3月1日～31日
午前9時～
　　午後9時

　「労働力調査」は、法律で定められた統計調査で、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。
　3月から4月にかけて、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づく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。労働力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がありません。ご協力をお願いします。

調査地域　小美玉市・中台地内の一部
問い合わせ　茨城県企画部統計課　人口労働担当　☎０２９－３０１－２６４９

総務省統計局からのお願い
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と　　き　３月18日（火）午後７時～８時30分（受付開始：午後６時30分）
と こ ろ　四季文化館（みの～れ）風のホール
　　　　　小美玉市部室1069番地
講　　話　守谷市の市民協働のまちづくりについて
　　　　　　①守谷駅前クリーンズ（会田　栄光）  ③高野まちづくりの会（石澤　成浩）
　　　　　　②守谷の防災を考える会（高木　保）  ④北守谷地区の活動（牟田　祥次郎）
　　　　　《内　容》
　　　　　　守谷市では、市民の自主的な行動のもとに、市民と行政がよきパートナーとして連携し、それぞれが
　　　　　自らの知恵と責任においてまちづくりに取り組んでいます。
　　　　　　講話では、守谷市の市民協働のまちづくりを支えられている活動家の皆さんにお話をうかがいます。
入 場 料　無料
定　　員　120名 ※定員になり次第締切りとさせていただきます。
問い合わせ　地域振興課    ☎４８－１１１１　内線1134

おみたまふるさと塾閉講式記念講話

　市では、「広報おみたま」平成20年６月号から有料広告掲載を開始します。
　有料広告掲載は、地域産業の育成と振興を図るとともに財源対策のひとつとして行うもので、広告費は広報
紙発行費用の一部にあてられます。
　広報紙はほぼ全世帯に配布され、市民の皆さんに会社やお店を宣伝するよい機会です。ぜひふるってご応募
ください。

掲載予定号　平成20年６月号から平成21年3月号まで（※毎月15日発行、17,000部）
掲 載 位 置　広報おみたまの「情報ガイド」の最下段（※2ページ以内）
規格・掲載料　※１号当たり
　　●市内に事務所又は事業所を有する法人等　　　　●左記以外のもの
　　　半枠（縦45㎜×横85㎜）　10,000円　　　　　　　半枠（縦45㎜×横85㎜）　15,000円
　　　全枠（縦45㎜×横173㎜） 20,000円　　　　　　　全枠（縦45㎜×横173㎜） 30,000円
広告の要件
　掲載することのできる広告は、行政広報の公共性及び品位を損なうおそれがないものが対象です。
　※詳細は、申込書をお受け取りになるときに添付されている有料広告掲載取扱要綱等をご覧ください。
申 込 受 付
　４月1日（火）　午前9時30分から小美玉市役所秘書広聴課で受付けます。
　※広告掲載枠には制限がありますので申込み順（市内優先）になります。ただし、同日複数の申込みがあった
　　場合は抽選となります。
申 込 方 法
　事前に小美玉市広報紙広告掲載申込書に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えてお申込みください。
　※申込用紙は、市役所秘書広聴課に備えてあります。また、市のホームページからもダウンロードできます。

問い合わせ　秘書広聴課広報広聴係　☎４８－１１１１　内線1221

平成20年６月号～平成21年3月号分募集
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　現在の防災行政無線放送は、地域によって定時放送やチャイムの内容に違いがあります。このことは市の一体感を
損ねているだけではなく、運用面にも支障があります。また、早く統一してもらいたいなどの意見もいただいているとこ
ろです。こうした運用面の違いを整理・合理化するため、平成20年１月、地域の声を代表する区長と市政モニターの
皆さまを対象に、防災行政無線放送に関するアンケート調査を実施させていただきました。
　防災行政無線の運用に対する率直なご意見をいただくことができました。ご協力ありがとうございました。
　調査結果は、今後の制度運用の参考として利用させていただき、よりよい無線放送の運用を目指したいと思います
ので、ご理解とご協力よろしくお願い申し上げます。

市民生活部　地域振興課

（調査概要）
　１．調査対象　132件（区長及び市政モニター）
　２．回 答 数　  97件
　３．回 答 率　73.48%

（アンケートの質問内容と集計結果）
　それぞれの設問の中で最もよいと思うもの一つに○を付けてお答えください。

⒈定時放送についてお伺いします。

　　定時放送は、休日以外の平日に時間を定めておき行政からのお知らせを放送しています。放送内容は、市政の
　普及、啓発及び周知連絡事項・その他市民の福祉に関することとしています。また、臨時放送では、非常災害に関
　すること・人命その他特に緊急重要な事項等を必要に応じて放送しています。

　⑴定時放送　　□必要ある（88.4％）　　□必要ない（11.6％）
　　 「必要ある」と答えた方は次の①から③の設問にお答えください。また、この中で最も適当だと思うものに○
　　を一つ付けてください。
　　　①放送回数　（34.4%）１回／日　（65.6%）２回／日  …放送時間に２つ○を付けてください。
　　　②放送時間　（25.9%）午前９時  （21.0%）午前10時30分  
　　　　　　　　　（24.5%）午後１時  （  5.1%）午後 ２時00分　（23.5%）午後３時
　　　③放送内容　  □現状でよい（89.4%）　 □見直すべき（10.6%）

⒉チャイム放送についてお伺いします。

　　チャイム放送は、運用管理上の試験放送として１日３回（朝昼夕）にメロディを流しています。

　⑵チャイム放送　　□必要ある（97.8%）　　□必要ない（2.2%）
　　 「必要ある」と答えた方は次の①から③の設問にお答えください。また、この中で最も適当だと思うものに○
　　を一つ付けてください。
　　　①放送時間　ア 午前放送（統  一）午前６時00分　
　　　　　　　　　イ 正午放送（43.7%）午前11時30分　（56.3%）正午
　　　　　　　　　ウ 午後放送（  8.1%）午後４時00分　（14.5%）午後４時30分
　　　　　　　　　　　　　　（41.9%）午後５時00分　（  9.1%）午後５時30分　（26.4%）午後６時00分

小美玉市同報系防災行政無線放送に関する
アンケート調査結果

小美玉市同報系防災行政無線放送に関する
アンケート調査結果

小美玉市同報系防災行政無線放送に関する
アンケート調査結果

「小川中央公民館」の一時利用中止について
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小美玉市同報系防災行政無線放送に関する
アンケート調査結果

2.4%

29.3%

26.9%

36.6%

2.4%

2.4%

100%

　　　②午後放送で「夏と冬」の時間区別　　□必要ある（45.8%）　□必要ない（54.2%）
　　 「必要ある」と答えた方は、時間を記入してください。

　　　③メロディ（36.2%）今のままでよい。（地域ごとに異なることになります。）
　　　　　　　（63.8%）統一したほうがよい。（この場合、次のようになります。）

■午前放送：のばら　■正午放送：エーデルワイス　■午後放送：夕焼け小焼け

　　現在、機器に対応できる新規メロディカードが製造されていません。このため用意できるメロディは、のばら・
　エーデルワイス・夕焼け小焼けの３曲です。

⒊その他ご意見等

（一例）

　　①スピーカーの位置や方向によって聞き取れないところが多い。
　　②地域によっては、まったく聞き取れない。　
　　③放送が、はっきりと聞き取れるような口調で放送してほしい。
　　④放送内容は、簡潔手短に伝えてほしい。
　　⑤難聴地区があるのではないか、調査改善してほしい。
　　⑥定時放送は、在宅者の多い時間に放送してほしい。（午前７時や午後８時ごろ）
　　　多くの人は就労しているとき、聞くことができない。
　　⑦日中の在宅者は高齢者が多く、室内用の無線機が必要だと思う。
　　⑧緊急時に聞こえないのでは意味がないと思う。

放送内容 放送時間 聞こえない スピーカー 難聴地域の
改善

屋内受信機の
設置 その他 計

16件 ４件 10件 ６件 ６件 ３件 ７件 52件

ア　夏時間（午後　　時　　分） イ　冬時間（午後　　時　　分）

時　間
17：00
17：30
18：00
18：30

計

件　数
9
5
26
1

41

構 成 比 時　間
15：00
16：00
16：30
17：00
17：30
18：00
計

件　数
1
12
11
15
1
1
41

構 成 比
22.0%
12.2%
63.4%
2.4%

100%

「小川中央公民館」の一時利用中止について「小川中央公民館」の一時利用中止について
　小美玉市では、旧小川地区の4つの幼稚園を統合して（仮称）小川統合幼稚園の建設計画を進めております。
　このたび、建設予定地の敷地造成にあたり小美玉市では、工事費の節約及び自衛隊の地域貢献を目的に、陸
上自衛隊による造成工事を予定しているところですが、隊員の宿営施設として「小川中央公民館」を使用するこ
ことなります。
　つきましては、ご利用の皆さま方には大変ご迷惑をおかけしますが、下記により施設の利用を一時中止します
のでご理解とご協力をお願いします。

施 設 名　「小美玉市小川中央公民館」（小川1661番地1）
利用中止期間　平成20年3月21日から6月30日まで102日間
問い合わせ　○工事に関すること
　　　　　　 小美玉市教育委員会　教育総務課　施設係（小川総合支所内）　☎48－1111　内線2213
　　　　　 ○中央公民館利用に関すること
　　　　　　 小川中央公民館　☎58－3111
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春休み！『茨城空港親子見学会』参加者募集！春休み！『茨城空港親子見学会』参加者募集！春休み！『茨城空港親子見学会』参加者募集！
　市では、平成21年度の開港に向けて工事が進む、首都圏の北の玄関口『茨城空港』への見学会に親子で
参加される方を募集します。参加ご希望の方は、以下の内容をご覧のうえご応募ください。なお、参加は無料
ですが、先着順ですので、定員になり次第締め切らせていただきます。お早めのご応募をお待ちしています。

　茨城県では、12月県議会において、森林湖沼環境税条例が可決成立し、平成20年度から5年間、森林湖沼環境税を導入します。
　森林や霞ヶ浦等の湖沼・河川は、水源のかん養、自然災害の防止、水道用水や農業・工業用水の水源、地球温暖化の防止など、
県民生活や産業を支えるさまざまな公益的機能を有していますが、管理放棄され荒廃した森林が増加し、また霞ヶ浦等の湖沼・河
川の水質は汚濁の進行は抑制されているものの大幅な改善に至っておらず、現状を放置できない状況にあります。
　一方、徹底した行財政改革を行ってもなお、県財政は危機的状況に直面しています。
　森林湖沼環境税は、その恩恵を等しく享受している全ての県民（個人・法人）の皆さまに広く等しく負担していただき、これらの自
然環境が公益的機能を十分に発揮できるよう、緊急かつ重点的に保全・整備を進めてまいります。

【課税方式】
　個人…個人県民税の均等割に、年1,000円を上乗せ
　法人…法人県民税の均等割に、資本金の規模に応じて年10％上乗せ（５段階）
【税収見込み】
　概ね年16億円（５年間で80億円）
【税収の使途】
　森林湖沼環境税により、荒廃した森林の伐採や高度処理型浄化槽の設置など、自然環境保全のための直接的な事業を緊
急かつ重点的に推進するとともに、県全体としての大きな取組としていくため、公益的機能の重要性を再確認し自主的に環
境保全に取り組んでいこうとする県民の皆さまの意識の喚起にも努めてまいります。
【森林湖沼環境税により推進する事業】
　森林の保全・整備
　　・荒廃した森林の間伐、平地林・里山林等の身近な緑の保全
　　・県産材利活用の推進
　　・森林環境教育などを通じた県民意識の醸成
　霞ヶ浦等湖沼・河川の水質保全
　　・高度処理型浄化槽普及促進など生活排水対策の強力な推進
　　・農地や市街地からの流出水対策の推進
　　・市民団体活動支援の充実、意識啓発活動の強化
【問い合わせ】
　○課税の仕組みに関することは 　　　　　茨城県総務部税務課　☎０２９－３０１－２４１８
　○税収の使途のうち森林の保全整備に関することは　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  茨城県農林水産部林政課　☎０２９－３０１－４０２１
　○税収の使途のうち湖沼などの水質保全に関することは
　　　　　　　　　　　　　　　　  茨城県生活環境部環境対策課　☎０２９－３０１－２９６８

⒈開催日時等
　■開催日時　3月25日（火）午前・午後の２回
　■集合場所　小美玉市役所及び小川総合支所
　■出発時間　【午前】午前９時（小川総合支所は、午前９時20分）
　　　　　　　　　【午後】午後１時（小川総合支所は、午後１時20分）
　■見学場所　国土交通省が整備する茨城空港
　　　　　　　＊詳細は参加者が決定次第、事務局からご連絡します。
　　　　　　　
⒉募集対象及び定員
　■対　　象　市内の小学校に通学する４年生又は５年生の
　　　　　　　　児童並びに保護者（２名１組）
　■定　　員　【午前】30名（15組）程度　【午後】30名（15組）程度
　　　　　　　＊定員になり次第、締め切らせていただきます。
⒊募集期間
　■3月3日（月）から定員になり次第終了。
　　※募集開始前の申込み並びに事前予約などは行いません。

⒋応募方法
　　参加を希望する方は、以下の必要事項をご記入のうえ、
　ファックスまたは電子メールでお申込みください。申込みは先
　着順となりますので、お早めにお申込みください。
　　❶児童の氏名、性別、生年月日、年齢、学校名及び学級名
　　❷保護者の氏名、性別、生年月日、年齢、勤務先及び役職名
　　❸連絡先（郵便番号、住所、電話番号）
　　❹集合希望場所
　　❺参加希望時間（『午前』または『午後』を記入）
　　＊個人情報は、当見学会以外に使用することはありません。

⒌応募・問い合わせ（事務局）
　　〒319－0192　小美玉市堅倉835番地
　　小美玉市 市長公室 空港対策課内「春休み親子見学会」担当
　　 ☎48－1111　内線1161　FAX48－1199
    　電子メール　kuko@city.omitama.lg.jp
　　ホームページ　http://www.city.omitama.lg.jp/hyakuri/index.html

小美玉市民の日記念事業

平成20年度から　森林湖沼環境税が導入されます

平成20年4月スタート！後期高齢者医療制度
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春休み！『茨城空港親子見学会』参加者募集！ 平成20年4月スタート！後期高齢者医療制度平成20年4月スタート！後期高齢者医療制度平成20年4月スタート！後期高齢者医療制度
75歳以上の皆さんへ

　平成２０年３月中に後期高齢者医療の被保険者証が送付されます！
　平成２０年４月１日から、７５歳以上の方（広域連合の認定を受けた一定の障がいを有する６５歳以上の方も含みま
す。）を対象とする「後期高齢者医療制度」が始まることに伴い、新たに後期高齢者医療の被保険者証が一人ひとりに
送付されます。

　・被保険者証の有効期限は、毎年８月１日から翌年７月３１日までの１年間。
　・自己負担割合（１割または３割）については、毎年、前年の所得に応じて判定。

　・平成２０年４月１日からは、医療機関の窓口に後期高齢者医療の被保険者証を提示してください。

○茨城県後期高齢者医療広域連合　〒311-4141茨城県水戸市赤塚１丁目１番地　ミオス１階
　  ☎029－309－1212（制度に関すること）   ☎029－309－1213（被保険者証に関すること）
　Fax029－309－1126　  ホームページ http://www.kouiki-ibaraki.jp/

【問い合わせ】　医療保険課　医療福祉係　☎４８－１１１１　内線1104　Fax４８－１１９９

※現在、老人保健法医療受給者証をお持ちの６５歳以上７５歳未満の方へ
　・老人保健制度から、引き続き、後期高齢者医療制度の対象者となります。
　・市町村へ、障害認定の申請を撤回する申し出を行った場合には、後期高齢者医療制度へは加入せず、現在加入
　　している国民健康保険または被用者保険のままとなります。この撤回は、後期高齢者医療制度に加入した後
　　も、いつでもすることができます。

※今回交付する被保険者証の取扱い
　・有効期限は、平成２０年４月１日から平成２１年７月３１日までの１年４カ月間となります。
　・平成２０年４月１日から平成２０年７月３１日までの自己負担割合（１割または３割）は、現在の老人保健制度
　   のものが引き継がれます。
　・平成２０年８月１日からの自己負担割合（１割または３割）が前年の所得によって変更になる方については、平成
　  ２０年７月中に被保険者証の変更等のお知らせがあります。

今後、一定の障がいを有し65歳に達した方および新たに一定の障がいの認定を受けた65歳以上75歳未満の方につ
いては、申請し認定を受けると、後期高齢者医療制度へ加入することができます。

◎お届けする時期

◎被保険者証の有効期限

◎お医者さんにかかるとき

●平成20年3月中に1人1枚の後期高齢者医療の被保険者証が郵送されます。
●現在、限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療法受療証をお持ち
　の方へは、一緒に同封して郵送されます。

●75歳の誕生日のおよそ1ヵ月前に市町村から送付されるお知らせの
　各種手続きがお済みになったあと、後期高齢者医療の被保険者証を
　お渡しします。

平成20年4月1日の時点で75
歳（一定の障がいを有する方に
ついては65歳）になっている方

平成20年4月2日以降に75歳
の誕生日を迎える方
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特定健診の受け方
　①受診券の送付……40歳から74歳の国保加入者に「健康診査受診券」を送付します。受診券が届いた
　　　　　　　　　　 ら、氏名・生年月日など誤りがないか確認しましょう。
　　　　　　　　　　※国保加入以外の方は、ご加入する健康保険証に記載されている医療保険者に問
　　　　　　　　　　　い合わせください。

　②特定健診の受診…指定された日に、国保の保険証・健康診査受診券・自己負担金を持参して健診を
　　　　　　　　　　受けてください。介護予防健診を受ける方は（要介護者を除く65歳以上）介護保険
　　　　　　　　　　の保険証も持っていきましょう。各種がん検診等は、これまでどおり市の検診として
　　　　　　　　　　実施します。健診日程は後日お知らせします。

　③健診結果の送付…個人ごとに送付します。メタボリックシンドローム（以下、メタボという）による生活
　　　　　　　　　　習慣病の可能性が高いと判定された方には、保健指導の案内が届きます。生活習
　　　　　　　　　　慣病になる危険度により３段階の支援を行います。

◎データは加入している医療保険者で保管・管理されます◎
　　健診結果や保健指導の内容・成果はデータとして保管されます。蓄積された健診データ、保健指導の
　データを利用することで、効率的、効果的な保健指導が実施できます。もちろん、個人情報の取り扱いや
　管理については、強化しています。

　おしらせ版２月号２ページに掲載した「特定健康診査・特定保健指導の流れ」の一部に誤りがありましたので、こ
こに訂正してお詫び申し上げます。
　２判定･結果通知の低い方と中程度の方に変わりはありませんが、右側の低い方は、高い方の誤りです。

平成20年4月からはじまる
ー特定健診・保健指導ー
平成20年4月からはじまる
ー特定健診・保健指導ー

医療保険課　☎４８－１１１１　内線1101【問い合わせ】

情報提供
メタボによる生活習慣病の

危険性がない方

動機づけ支援
メタボによる生活習慣病の
危険性が出現し始めてる方

積極的支援
メタボによる生活習慣病の
危険性が重なっている方

健康的な生活を送るための生活
習慣の見直しや改善に努めまし
ょう。

自分の生活習慣をどう改善すれ
ばよいのかを知り、目標を立て実
際に行動できるよう支援します。

３～６ヵ月にわたり保健指導を行い、
自分が実践できる目標を選び継続
的に実行していけるよう支援します。

生活習慣病の予防に関する情
報提供が行われます。

保健指導の期間終了がゴールではありません。自ら継続できるようにします。

「特定保健指導利用券」と「結果
通知表」を持参し保健指導を受
けます。

「特定保健指導利用券」と「結果
通知表」を持参し保健指導を受
けます。



 □これからウォーキングをはじめたい
 □日ごろ運動不足を感じている
 □ウォーキングをしていても効果がない（効果のあるウォーキングを覚えたい）
 □定年退職をしてやることがない、何をしようか考えている
 □メタボリックシンドロームが心配だ

　以上のことに、１つでも当てはまることはありませんか？当てはまったら、ぜひ教室にご参加ください！
　この教室では、ウォーキングをするために必要な身体のお手入れから始めます。身体を整え、しっかりと歩くための
筋力をつけることに時間をかけます。身体を整えてからウォーキングを始めますので、初めての方にも無理なく行えま
す。普段からウォーキングをしている方は、身体のお手入れや筋力づくりがしっかりできるため、より効果のあるウォー
キングができるようになります。また、あわせて食生活の面からも支援しますので、健康づくりにお役立てください。
　ウォーキングでこころと身体をすっきりリフレッシュさせましょう。

対 象 者　40歳～69歳の方で６か月間継続して参加できる方
　　　　　※治療中の方は医師の運動許可が必要です。
定　　員　30名（初めての方優先）
場　　所　四季健康館
指 導 者　健康運動指導士　岡村聖子先生
保 険 料　1,000円（６か月分…初回４月９日にお預かりします）
そ の 他　運動のできる服装・運動靴（外履き）で、タオル・水分補給の水・筆記用具をお持ちください。
申込期間　３月18日（火）～28日（金）（定員になり次第締切ります）
　　　　　下記まで直接、または電話にてお申込みください。

　新鮮な野菜を自分の手で作ってみませんか。栽培指導員がいますので、経験が無くても大丈夫です。
　利用可能区画は残りわずかですが、ご希望の方は早めにご連絡ください。多数ご応募がある場合は、先着順となります。

使 用 料　年間5,000円（1区画30㎡）
利用期間　平成21年3月31日まで（1年ごとに更新となります）
　　　　　※受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時となります。印かんをご持参のうえ、お越しください。
申込み・問い合わせ　財団法人　美野里農業公社（シビックガーデン研修館）　☎４８－３９７１
　　　　　　　　　 小美玉市部室1151－7

四季健康館　健康増進課　成人保健係　☎４８－０２２１【申込み・問い合わせ】
※午前８時３０分～午後５時３０分（土日、祝日は除く）

●リフレッシュウォーキング教室日程表（予定）毎週水曜日

４月
  9日　午前
16日　午前
23日　午後
30日　午前

５月
  7日　午前
14日　午前
21日　午前
28日　午後

６月
  4日　午前
11日　午前
18日　午前
25日　午後

７月
  2日　午前
  9日　午前
16日　午前
23日　午前
30日　午後

８月
  6日　午前
20日　午後
27日　午前

９月
  3日　午前
10日　午前
17日　午前
24日　午後

午前⇒9：30～11：30　午後⇒1：30～  3：00

平成 20年 2月 28日　お知らせ版 9

平成20年4月からはじまる
ー特定健診・保健指導ー
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4月のほけんがいど4月のほけんがいど

と　　き

3

4

8

11

15

16

17

18

22

24

25

木

金

火

金

火

水

木

金

火

木

金

４か月児健診（13：00～13：30）

ポリオ（13：00～13：30）

ポリオ（13：00～13：30）

育児相談（9：30～11：00）

２歳児歯科健診（13：00～13：30）

ハローベビー教室：妊娠編（9：15～9：30）

10か月児健診（13：00～13：30）

育児相談（9：30～11：00）

ポリオ（13：00～13：30）

１歳６か月児健診（13：00～13：30）

３歳児健診（13：00～13：30）

ポリオ（13：00～13：30）

ポリオ（13：00～13：30）

四季健康館

小川保健相談センター

四季健康館

四季健康館

玉里保健福祉センター

四季健康館

玉里保健福祉センター

小川保健相談センター

玉里保健福祉センター

四季健康館

小川保健相談センター

四季健康館

小川保健相談センター

美野里（平成19年11月生）

生後3か月～90か月未満

生後3か月～90か月未満

乳幼児と保護者

小川・玉里（平成17年12月1日～平成18年2月15日生）

妊婦及びご家族

小川・玉里（平成19年6月生）

乳幼児と保護者

生後3か月～90か月未満

美野里（平成18年8月～9月生）

小川・玉里（平成16年9～11月生）

生後3か月～90か月未満

生後3か月～90か月未満

事業名（受付時間） と  こ  ろ対  象  者

と　　き

10

17

24

木

木

木

こころのデイケア（9：30～10：00）

こころの健康相談（9：30～10：00）

こころのデイケア（9：30～10：00）

こころの健康相談（9：30～10：00）

小川保健相談センター

四季健康館

四季健康館

玉里保健福祉センター

希望者※事前要予約

希望者※事前要予約

希望者※事前要予約

希望者※事前要予約

事業名（受付時間） と  こ  ろ対  象  者

●母子保健事業

●成人保健事業

と　　き　3月16日(日)　午前10時～午後3時
　　　　　雨天時は中止
　　　　　（はっきりしないときは　☎090-2556-6018　猪狩まで）
と こ ろ　希望ヶ丘公園テニスコート
講　　師　日本テニス協会公認コーチ　

参加対象　テニス技術のレベルアップを図りたい方
参 加 料　1,000円（ボール代等。ただし、協会加盟者は500円）
　　　　　※当日徴収します※昼食は各自ご用意ください
募集人員　約40名
募集期間　3月1日(土)～1２日(水)
主　　催　小美玉市美野里テニス協会
申込み・問い合わせ　希望ヶ丘公園管理センター　☎47－0167

と　　き　3月14日（金）15日（土）16日（日）
　　　　　午前9時30分～正午
　　　　　雨天時も14日は実施します
と こ ろ　四季の里ターゲットバードゴルフ場
参 加 費　1,000円（用具代）  ※当日徴収

携 行 品　ピッチングウェッジ（クラブの貸出有り）
　　　　　運動靴、筆記用具（14日のみ）
申込締切　3月8日（土）
主　　催　小美玉市体育協会美野里
　　　　　ターゲットバードゴルフクラブ
申込み・問い合わせ　クラブ会長　久保田　晴信　☎46－1473
　　　　　希望ヶ丘公園管理センター　☎47－0167

　デコパージュの基本的な技法を体験してみませんか？
と　　き　３月29日（土）　午前９時～正午
と こ ろ　羽鳥公民館　第１・２研修室
講　　師　伊勢山　知子 先生
参 加 費　1,600円（材料費含む）
募集人員　15名（先着順）※ひとり2名まで申込めます。
持参するもの　ドライヤー、水入れ（筆を洗うもの）、筆拭き用タオル
　　　　　　　※汚れても大丈夫な格好でお越しください。

申 込 み
•3／13（木）、14日（金）、17日（月）⇒午前9時～午後5時
•3／15（土）、18日（火）⇒午前9時～正午
 羽鳥公民館へ参加費を添えてお申込みください。　☎46－1519
•ただし3／15日（土）⇒正午～午後５時
 及び3／16日（日）⇒午前9時～午後5時は美野里公民館で受付します。
 美野里公民館へ参加費を添えてお申込みください。　☎48－1110

キルトチューリップのマルチボックス作りキルトチューリップのマルチボックス作りキルトチューリップのマルチボックス作りキルトチューリップのマルチボックス作り手作り講座

※

見
本
が
羽
鳥
公
民
館

　

に
あ
り
ま
す
。

県や国等のお知らせ
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キルトチューリップのマルチボックス作りキルトチューリップのマルチボックス作りキルトチューリップのマルチボックス作り

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

募集事業　平成20年度事業
　　　　　①「国際青年育成交流」（9月）
　　　　　②「日本・中国青年親善交流」（9月）
　　　　　③「日本・韓国青年親善交流」（9月）
　　　　　④「東南アジア青年の船」（10月～12月）
　　　　　⑤「世界青年の船」（平成21年1月～3月）
対 象 者　18歳～30歳の方
申込締切　3月21日（金）

　　内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付国際第１担当
　　☎03－3581－1181
　　URL http://www.cao.go.jp/koryu/
　　茨城県女性青少年課　☎029-301-2183

注：技能とは、医療・語学・車両整備士等の専門技術者のことを指します。

　　自衛隊茨城地方協力本部　百里分駐所
　　☎52－1366
　　自衛隊茨城地方協力本部　募集課
　　☎029－231－3315
　　http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/

予備自衛官補募集

◆常陽銀行美野里支店　☎４６－３１１２
　3月18日（火）午前10時～午後3時
◆常陽銀行小川支店　☎５８－２４２４
　3月26日（水）午前10時～午後3時
※予約願います。

年金相談

と　　き　4月5日（土）～7月31日（木）
　　　　　（そのうち講習期間は19日間）
と こ ろ　特別養護老人ホーム　百里サンハウス内
　　　　　ゴールデンホール
受講資格　原則として、ホームヘルパー事業に従事するこ
　　　　　とを希望する方、従事することが確定している
　　　　　方、またはすでに従事している方。
　　　　　（年齢制限18歳以上60歳未満）
募集定員　40名程度  ※先着順に受付
申込方法　申込書に現金を添えて百里サンハウスまで直接
　　　　　　申込むか、現金書留にてお申込みください。
授業料・実習費用　受講料・資料代：34,200円　テキスト代：6,800円
受付期間　3月1日（土）～31日（月）
申込み・問い合わせ　〒311-3406　小美玉市下吉影2437-109
　　　　　社会福祉法人武仁会　特別養護老人ホーム　百里サンハウス
　　　　　☎54－0029　FAX54－0593

ホームヘルパー養成研修（2級課程）

　内閣府では、将来を担う国際感覚豊かな青年を育成す
るため、さまざまな国際交流事業を実施しています。

青年国際交流事業に参加しませんか？

　人事院・法務省では、法務教官募集のための採用試験
を行います。

受験資格　昭和54年4月2日～昭和62年4月1日生まれの者
　　　　　昭和62年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの
　　　　　ア　大学を卒業した者及び平成21年3月までに大学を
　　　　　　　　　卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と
　　　　　　　　　同等の資格があると認める者
　　　　　イ　短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び平成
　　　　　　　　　21年3月までに短期大学又は高等専門学校を卒業
　　　　　　　　　する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等
　　　　　　　　　の資格があると認める者
　　　　　ウ　ア又はイに該当する者のうち、教官Aは男子、教官B
　　　　　　　　　は女子に限る
職務の概要　少年院及び少年鑑別所の職員として非行少年への指導・教育等
第1次試験日　6月15日（日）  筆記試験
第1次試験地　関東地方は「東京都」（その他全国11の主要都市）
受付期間　4月1日（火）～14日（月）
申込用紙の請求・照会
　水府学院　☎029－292－0054
　水戸少年鑑別所　☎029－251－3038
　法務省東京矯正管区職員課　☎048－600－1502

法務教官募集

問

問

種　　別

応募資格

採　　用

階級の指定

処　　遇

教育訓練日数

教育訓練の実施場所

試 験 場

受付締切

試験期日（第1次）

合格発表（第1次）

一般公募

志願に基づき試験により採用

階級は指定しない

教育訓練召集手当：日額7,900円

陸上自衛隊武山駐屯地（神奈川県横須賀市）

4月14日（月）

4月19日（土）～21日（月）のいずれか1日を指定

5月23日（金）

技能公募

50日／3年以内 10日／2年以内

陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地（予定）
（茨城県土浦市）

陸上自衛隊朝霞駐屯地
（東京都練馬区）

一般公募については、18歳以上34歳未
満。技能公募については、18歳以上で、保
有する技能に応じる53歳～55歳未満の
者。 （自衛官であった者については、自衛官
であった期間が１年未満の者）

　生花とブリザーブドを使っての可愛いアレンジメント
です。入会をお待ちしております。

と　　き　毎月 第2木曜日　午前10時～正午
と こ ろ　美野里公民館
講　　師　塩沢　良江 先生
月　　謝　500円（花代別）
持 参 品　花ばさみ、新聞紙
問い合わせ　☎４６－０６９３　神長

フラワーアレンジメント同好会自主講座
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春の全国火災予防運動週間です！春の全国火災予防運動週間です！春の全国火災予防運動週間です！

設置しましたか？住宅用火災警報器！大切な家族の命を守るために

24　　 
　　　31

23　　 
　　　30

3月
日 月 火 水 木 金 土

2

9

16

3

10

17

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

　デコクラフト、まゆクラフト、吊るし飾り、エコクラフ
ト、生け花、くすだま折り紙の受講生の作品を展示し
ます。

と　　き　3月22日（土）～28日（金）※24日（月）は休館日
　　　　　午前9時～午後8時（最終日は午後3時まで）
と こ ろ　羽鳥ふれあいセンター2階
問い合わせ　美野里公民館（水曜日休館）　☎48－1110

市民講座受講生修了作品展市民講座受講生修了作品展市民講座受講生修了作品展

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

３月・４月のおはなし会３月・４月のおはなし会３月・４月のおはなし会３月・４月のおはなし会

・  3月 8 日（土） 午前10時30分～ 
・  3月22日（土） 午前10時30分～  
・  4月12日（土） 午前10時30分～ 
・  4月26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
玉里総合文化センター　１階　和室

・  3月 8 日（土） 午前10時30分～
・  4月12日（土） 午前10時30分～
美野里公民館図書室
美野里公民館

・  3月22日（土） 午前11時～
・  4月26日（土） 午前11時～

開館
時間

4月
日 月 火 水 木 金 土

2

9

16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

1

8

15

22

29

＊■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

14

21

28

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

6

13

20

27

　市外に転出される方は図書カード、貸し出し中の
図書館資料を必ずご返却ください。住所変更の方も
図書館までお申し出ください。

市外に転出される方へのお願い

平成
19年度

　羽鳥ふれあいセンターにおいて、ひょうたん愛好会
の作品展示会を開催します。

と　　き　３月29日（土）～４月６日（日）
　　　　　午前９時～午後５時※31日（月）は休館日
と こ ろ　羽鳥ふれあいセンター２階
入 場 料　無料
問い合わせ　☎46－1351　白根沢

小美玉市ひょうたん展示会小美玉市ひょうたん展示会小美玉市ひょうたん展示会

※
愛
好
会
以
外
の
作
品

　

も
展
示
し
ま
す
の
で
、

　

作
品
を
お
持
ち
の
方

　

は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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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

１月中 累　計

1

147

100

13

20

14

1

147

100

13

20

14

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】

　チラシ・広告類・ペットボトル等は、再利用可能な資源となります。
　正しい分別を心がけることにより、大気汚染の防止やエネルギー資源の
消費量の軽減、森林、緑地等の保全につながります。

「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。
～リサイクルは、地球を守る第一歩～

注
意

寝室 居室 居室
階段
階段

居室 居室

居室 寝室1F

2F

階段
階段

寝室 居室

居室 居室1F

2F 階段
階段

寝室 居室

居室 寝室1F

2F

春の全国火災予防運動週間です！春の全国火災予防運動週間です！春の全国火災予防運動週間です！春の全国火災予防運動週間です！春の全国火災予防運動週間です！

設置しましたか？住宅用火災警報器！大切な家族の命を守るために設置しましたか？住宅用火災警報器！大切な家族の命を守るために設置しましたか？住宅用火災警報器！大切な家族の命を守るために

平成20年 ３月１日～７日は平成20年 ３月１日～７日は

　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！

　住宅用火災警報器の義務化に便乗するように、悪質・
不適切な訪問販売が増えています。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。ご注意ください！

　住宅火災での死者増加に歯止めを掛けるべく消防法が改正され、すべての一般住宅に「住宅用火災警報器」の設置が
義務付けられました。「住宅用火災警報器」とは、煙や熱を感知すると大きな音や音声を出して、家人に火災の発生を知
らせる装置です。
　新築住宅は平成18年6月1日からすでに義務化されています。既存の住宅は小美玉市火災予防条例により、平成20年
5月31日までに設置することとなっています。
　住宅用火災警報器は、市内の家電販売店やホームセンター等で購入でき、ネジ数本程
度で取り付けられて、特別な資格なども必要ありません。また、日本消防検定協会の鑑定
に合格したことを示す、『NSマーク』（右図）がついている製品の購入を推奨しています。
　設置する場所は、寝室と２階などの寝室へ行く階段の天井です。

設置例　●平屋 ●寝室：1階のみ

●寝室：2階のみ ●寝室：1階・2階

※消防署や市役所では、あっ旋販売は一切行っておりませんのでご注意ください。
※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。

悪質訪問販売が発生しています！悪質訪問販売が発生しています！

連
絡
先

市民講座受講生修了作品展

３月・４月のおはなし会３月・４月のおはなし会

■
■
■

小美玉市ひょうたん展示会
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休日診療当番医(外科)

人　口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53,234人（－64）
　男　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,983人（－33）
　女　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,251人（－31）
世帯数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,392戸（＋ 8 ）

人口と世帯数 （平成20年2月1日現在）

・国民健康保険税 第12期

（※納期限は、3月31日となっています。）

3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）

3月16日・20日・23日・30日
◆受付　午前９時～11時30分
　　　　午後１時～３時30分

3月16日・19日・20日・22日・23日・29日・30日
◆受付　午後７時～10時30分

休　日

夜　間

 3月 3月 3月

(　　）は前月比

 3月 3月 3月
◆受付  午前９時～11時30分・午後１時～３時30分

日

16

20

23

30

  外　　　科

田中クリニック

山王台病院

渡辺クリニック

府中クリニック

（石岡市）

（石岡市）

（石岡市）

（石岡市）

☎（23）2288

☎（26）3130

☎（26）7633

☎（22）2146

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　3月25日（火）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

【問い合わせ】 四季健康館　☎48-0221

対話の日対話の日対話の日

四季健康館　巡回バス運行
曜日変更のお知らせ

四季健康館　巡回バス運行
曜日変更のお知らせ

四季健康館　巡回バス運行
曜日変更のお知らせ

　四季健康館では、毎週火曜日から金曜日まで巡
回バスを運行しているところですが、今年度4月１
日から各地区運行曜日が下記のとおり変更になり
ますのでお知らせします。

※各地区のバスの乗車時間は、前年同様変更あり
　ません。
※運行表は四季健康館に備えてあります。

変更前（平成19年度）
火曜日→羽鳥地区
水曜日→堅倉地区
木曜日→納場地区
金曜日→竹原地区

変更後（平成20年度）
火曜日→堅倉地区
水曜日→納場地区
木曜日→竹原地区
金曜日→羽鳥地区

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。

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。

行 政 相 談

4月 2 日

4月 9 日

4月17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

【問い合わせ】 秘書広聴課　広報広聴係
☎48－1111　内線1221

4月 2日
午後1時30分～4時30分

4月 9日
午後1時～4時

4月16日
午後1時～4時

4月23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

次回お知らせ版 4月号の発行日は 3月27日（木）です。 この広報紙は、環境に優しい大豆インキで印刷しています。

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


