
と　き　1月13日（日）午前11時から（午前10時から受付）
ところ　小川文化センター
対象者　昭和62年4月2日から昭和63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。
　　　　※当日の服装は清楚なものでご参加ください。
　　　　※案内状（11月6日発送）が届かない方は、生涯学習課までご連絡ください。
　　　　※保護者の方も参加できますので、ぜひご一緒に式に臨まれてはいかがでしょうか。

※ 基本構想（素案）についてのご意見募集（パブリックコメント）の結果
　 「広報おみたま８月号」及び市ホームページにより、市民の皆さんにご意見を募集しましたが、提出されたご意見
　はありませんでした。

　小美玉市は、合併という基本的な枠組みの変化に加えて、少子高齢化の急速な進展や環境問題の深刻化など、
社会経済情勢が大きく変化する中、新たな行政の諸課題や市民ニーズへの対応が求められています。
　このような中、本市が置かれた状況を把握し、目指すべき姿とその実現に向けた、まちづくりの基本となる
『小美玉市総合計画』の策定を現在進めています。
　策定にあたり、市民の皆さんのさまざまな意見を伺い、計画に反映させるため、下記の日程により懇談会を開催
します。多数のご参加をお願いします。

生涯学習課（小川総合支所内）　☎４８－１１１１　内線2232【問い合わせ】

企画調整課　☎４８－１１１１　内線1231【問い合わせ】

成人式にご出席ください！成人式にご出席ください！

総合計画策定に向けた
　　市民懇談会を開催します
総合計画策定に向けた
　　市民懇談会を開催します
総合計画策定に向けた
　　市民懇談会を開催します

おめでとう！新成人！

開催期日 会　　場 時　　間

11月23日（金）

11月24日（土）

11月25日（日）

四季文化館（みの～れ） 風のホール

玉里保健福祉センター 集団検診室

小川文化センター 小ホール

いずれも
午後6時から

111111
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平成２０年度
幼稚園児募集

★趣　旨
　　小美玉市では、市民が夢と希望をもって末永くうたえる、明るく、楽しく、気軽に踊れる「まちの踊り歌」の
　歌詞を下記要項に基づき募集中です。

★応募資格
　　小美玉市に居住している者または市内の企業に勤務している者。

★作品内容
　　従来の｢音頭｣タイプのものや軽快なものなど、発想は自由ですが市民が気軽に踊れるようなものとします。
　また、歌詞は口語体で3番までとし、未発表のものに限ります。（必ずタイトルを付けてください。）

★応募方法
　　作品の応募は、一人一編とします。また、応募する際は作品に住所、氏名、年齢、性別、職業(勤務先･学校名･
　学年)、電話番号を明記してください。

★募集期間
　　10月25日（木）～12月20日（木）

★審　査
　　作品の審査は、市長が委嘱する「まちの踊り歌制定委員会」が行い、採用作品は作詞専門家と協議のうえ
　加除、補作することがあります。

★表　彰
　　●採用作品（１点）
　　●佳　　作（２点） 
　　●記 念 品（全員）

★応募先／問い合わせ
　　〒319－0192  小美玉市堅倉835
　　小美玉市役所地域振興課　☎４８－１１１１　内線1134

★その他
　　⑴応募作品は返却しませんので、ご了承ください。
　　⑵採用作品の著作権、使用権などの諸権利は、すべて小美玉市に帰属するものとします。
　　⑶採用作品は、CD等を制作して、普及活動を行います。

明るく、
楽しく
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　市教育委員会では、各市立幼稚園の平成20年度
幼稚園児を募集します。

　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：小美玉市内にお住まいの方
　○５歳児（１年保育）＝平成14年４月２日～平成15年４月１日に生まれた子
　○４歳児（２年保育）＝平成15年４月２日～平成16年４月１日に生まれた子
　○３歳児（３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

　提出書類［①入園願書　②本人の住民票抄本］に必要事項を記入して、下記の期間中に入園希望の幼稚園へ
お申込みください。

　受付期間：11月12日（月）から12月７日（金）まで［厳守］（土曜日、日曜日、祝祭日は休業日です。）
　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。
　　＊受付時間：平日の午前８時30分から午後４時30分まで
　　＊提出書類：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20年１月中旬ごろに保護者宛に発送します。

幼稚園一覧

申込方法

授業料・保育時間など

学校教育課（小川総合支所内）　☎４８－１１１１　内線2221・2222【問い合わせ】

園　　名

園　　名 授業料（月額） 保育時間

所 在 地 電話番号 園　　児 募集人数

小川幼稚園

野田幼稚園

吉影幼稚園

橘 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

小川幼稚園・野田幼稚園・吉影幼稚園・橘幼稚園
竹原幼稚園・羽鳥幼稚園・堅倉幼稚園・納場幼稚園 午前9時～午後3時

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

4,000円

4,000円玉里幼稚園

＊その他、給食費・PTA会費・後援会費等の経費がかかります。

小川1661－５

野田70

飯前1376－16

与沢935－1

竹原585

羽鳥637

堅倉1278－2

納場444

上玉里2956－3

☎５８－２４００

☎５８－２７８７

☎５３－０６５０

☎５４－０００４

☎４７－０４２６

☎４６－０２２０

☎４８－０３９３

☎４８－１０９３

☎５８－０１１８

５歳児

５歳児

５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

35人

35人

35人

35人

各35人

各35人

各35人

各35人

各50人

平成２０年度
幼稚園児募集
平成２０年度
幼稚園児募集
平成２０年度
幼稚園児募集
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募集期間
　12月3日（月）～平成20年1月18日（金）
　（平日 午前8時30分～午後5時30分まで）

入所申込方法
　　募集期間中に、玉里総合支所または小川総合支所、四
　季健康館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、下記添付書類をそろえて窓口まで
　提出してください。

添付書類
　・就労証明書…………給与所得（パート含む）の方
　・自営業申立書………自営業者又は農業者の方
　　　　　　　　　　   （民生委員の確認印が必要です）
　・源泉徴収票（平成19年分）

…………給与所得又は専従者給与所得の方
　・確定申告書の写し（平成19年分）

……………………自営業者又は農業者の方
　・出産の場合

…………母子手帳又は予定日がわかる書類

＊求職中でも入所申込は受け付けます。（３か月までです）
＊上記以外の保育所をご希望の場合は問い合わせ先へ  
　ご相談ください。

募集する保育所

入所要件

社会福祉課（玉里総合支所内）児童福祉係　☎４８－１１１１　内3226、3227【問い合わせ】

保育所名

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

家庭外で仕事をすることが普通で児童の保育ができない

  死亡、行方不明、拘禁などの理由により親がいない

  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（産休期間中です）

  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

 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

  家庭内で児童と離れ、家事以外の仕事をする
 ことが普通で、児童の保育ができない

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

玉里保育園

玉里第二保育園

60名

90名

90名

60名

60名

120名

120名

120名

90名

４か月～就学前

３か月～就学前

２か月～就学前

２か月～就学前

１歳児～就学前

２か月～就学前

４か月～就学前

産休明け～就学前

産休明け～就学前

山野137-38

中延782－2

小川370－1

飯前1252－3

羽鳥2352－379

納場111－1

鶴田136－5

田木谷1068－1

上玉里1126－1

☎54－0080

☎58－2543

☎58－4821

☎52－1881

☎46－0442

☎48－1789

☎48－2253

☎58－4968

☎58－2643

平成２０年度保育所
　　　　　　入所希望者募集
平成２０年度保育所平成２０年度保育所
　　　　　　入所希望者募集



〈平成19年分の年末調整において、特にご注意いただきたい事項〉

【年末調整とは】
　給与所得者については、通常、その年の最後の給料又は賞与が支払われる際に、所得税の精算が行われるた
め、大部分の方は確定申告をする必要がありません。この精算手続きは「年末調整」とよばれており、この「年末調
整」により所得税が納め過ぎの場合には還付され、不足の場合には徴収されることとなります。
　「年末調整」では、次のような控除が受けられますので、必要な申告書を勤務先へ提出して、これらの控除を正
しく受けてください。

勤務先への提出書類
①「扶養控除等（異動）申告書」
②「配偶者特別控除申告書」
③「保険料控除申告書」
④「住宅借入金等特別控除申告書」

泫⒈②と③の申告書は兼用用紙となっています。
　⒉各種申告書の提出にあたっては、裏面の注意事項
　　を確認してください。

【給与所得者と確定申告】
　●給与の収入金額が2,000万円を超える方、給与を2か所以上から受けている方、給与所得・退職所得以外の
　　所得金額が20万円を超える方は確定申告が必要となります。
　●多額の医療費を支払った方や災害や盗難にあった方は確定申告をすることによって源泉徴収された税金が
　　還付される場合があります。

受付期間　11月1日（木）～平成20年1月8日（火）まで（締切必着）
応募資格　平成20年4月1日現在、15歳以上17歳未満（平成3年4月2日から平成
　　　　　5年4月1日までに生まれた男子）で中学校卒業者（見込含）
試　　験　1次：平成20年1月12日（土）
　　　　　2次：平成20年1月25日（金）～28日（月）のうち指定する1日
試験科目　国語･数学･理科･社会･英語
　　　　　（マークシートによる択一式・中学校卒業程度）
　　　　　作文（課題付与　500字程度）

詳しい内容については、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/）で確認できます。

⒈定率減税泫が廃止され、所得税の税率が改正されました。
　 泫昨年までは所得税額の10％相当額（最高12万5千円）

⒉損害保険料控除が地震保険料控除に改組されました。

～年末調整は「きっちり確認！」「しっかり控除！」～～年末調整は「きっちり確認！」「しっかり控除！」～～年末調整は「きっちり確認！」「しっかり控除！」～

～主な控除と必要書類～

泫障害者等の控除も含みます。

各種控除

配偶者控除と扶養控除泫

配偶者特別控除

社会保険料控除

小規模企業共済等掛金控除

生命保険料控除

地震保険料控除

住宅借入金等特別控除

①

②

③

④

提出書類（右図参照）

平成19年度 陸上自衛隊生徒募集平成19年度 陸上自衛隊生徒募集
技術を学びながら高等学校卒業の資格取得が可能です

自衛隊百里事務所　☎５２－１３６６【問い合わせ】

水戸税務署　税務相談室　☎０２９－２２６－８６８０【問い合わせ】

合格発表　1次：平成20年1月21日（月）
　　　　　2次：平成20年2月19日（火）
入隊時期　平成20年4月上旬
初 任 給　150,200円（ボーナス年2回）
教　　育　一般高校と同じ学科と自衛隊の
　　　　　各種技術の基礎を学びます
資　　格　3年間の教育終了時には、高等
　　　　　学校の卒業資格を取得できます。
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平成２０年度保育所
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総合健診を実施します
　健診は、日ごろの生活習慣を見直す良い機会ともなります。年に1回は必ず健康診断を受けましょう。
受診間隔は前回の受診から、おおむね12か月後です。
　平成19年度、人間ドックや他の医療機関等で検査をする予定の方は受けられません。
　総合健診は、胃がん、大腸がん、基本健康診査すべてを実施するセット検診になります。胃・大腸がん検診
だけを申込みされる方は、前もってお知らせください。

◆次に該当する方は、直接医療機関での検診をお勧めします。
　○現在、心臓・高血圧・高脂血症等で薬を飲んでいる方、自覚症状がある方
　○毎回、精密検査を指示される方

　平成14年度から5か年計画で開始された肝炎ウイルス検診は、
今年度から対象者が変わります。
　下記に該当される方は、ぜひ受診しましょう！

　●対象者　今年度40歳になる方
　　　　　   （希望者は当日、受付でお申込みください）

11月実施の健診申込みのお知らせ

■内容および対象・料金

項　　目

結核検診

肺がん検診

基本健康診査

介護予防検診
（問診票事前郵送）

胃がん検診

大腸がん検診

前立腺がん検診

肝炎ウイルス検診

コリンエステラーゼ

肝炎ウイスル検診

40歳以上

40歳以上

40歳以上該当者

40歳以上

65歳以上の基本健康診査受診者

40歳以上

40・45・50・55・60・65・70歳

40歳以上

50歳以上の男性

今年度40歳のみ

農薬多量使用者

40歳以上（基本健康診査受診者）

胸部レントゲン検査

胸部レントゲン検査

喀痰検査

尿検査、身体測定、血圧、眼底、心電図、採血（貧血・
コレステロール・中性脂肪・肝機能・血糖・尿酸等）

問診・採血・医師の診察（該当者のみ）
要介護状態にならず、自立して元気で生活する
ことを目的としています。

胃のバリウム検査

胃ペプシノゲン（採血検査）
※胃バリウム検査とセット検診

採便検査

採血検査

採血検査（Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスセット検査）

採血検査（肝機能検査）

腹部エコー検査（平成18年度受診者は除く）

無　  料

無　  料

500円

1,100円

無　  料

500円

500円

500円

500円

500円

100円

1,000円

対　象　者 内　　容 料　　金

※料金…70歳以上、身障手帳1・2級、生活保護・療育手帳Aのつく方は無料です。（受診時、確認できるものをご持参ください）

肝炎ウイルス検診は
今年度も実施します

地　　区

玉　　里

期　　日 会　　場 受付時間

午前７時～９時30分
（時間予約制）

11月30日（金） 玉里保健福祉センター

■日  程
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■申込み

●申込み期間内でも、定員になり次第締め切らせていただきますので、お早めにお申込みください。
●小美玉市に住所登録をしている方であれば受診できます。
●その他、健診の詳細については広報等でお知らせしているほか、年間予定表にも掲載してありますので
　ご参照ください。

　国民年金は全額、社会保険料控除の対象となっており、年末調整及び確定申告で、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場合には、保険料を納付したことを証明する書類「社会保険料控除
証明書」等を添付することが義務づけられています。
　平成19年中の社会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19年11月発送分
　　平成19年1月1日から平成19年10月1日までの間に納付した方
　平成20年 2 月発送分
　　平成19年10月1日までの納付状況がなかった方で、平成19年10月2日から平成19年12月末日まで
　　の間に納付した方

※被保険者が学生等であって、世帯主等が納付した場合は、納付した方が社会保険料控除を受けること
　ができます。

お問い合わせ、控除証明書の再交付等は、控除証明書専用ダイヤル
　☎０５７０―００―９９１１ におかけください。
　（平成19年11月1日～平成20年3月14日、平日 午前9時～午後5時）

H19年1月19日に胃がん・
大腸がん検診を受診された方

平成18年度の総合健診を
受診されなかった方

申込み期間（土・日は除く） 連 絡 先

11月6日（火）～11月22日（木）

事前に受診券･採便容器などセット一式を郵送しますので申込みは不要です。
＊通知した日程等に不都合がある場合は、通知が届き次第必ずご連絡ください。

・総合健診はセット検診ですので、胃がん・大腸がん検診を希望しない方、40歳未満の方は住民健診
  （11月13日～16日：美野里会場で実施）を受診してください。

新たに申込みが必要となります。
電話または保健福祉センター窓口で下記期間内にお申込みください。

健康増進課　玉里保健係（玉里保健福祉センター内）
☎４８－１１１１　内線3310・3311

―国民年金保険料の税務申告は
　　　　証明書の添付が必要です―
―国民年金保険料の税務申告は
　　　　証明書の添付が必要です―
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12月のほけんがいど12月のほけんがいど

と　　き

1

4

6

7

11

14

18

19

土

火

木

金

火

金

火

水

ハローベビー教室：育児編（9：15～9：30）

かばちゃん教室（13：00～13：30）

乳児健診（13：00～13：30）

2歳児歯科健診（13：00～13：30）

育児相談（9：30～11：00）

3歳児健診（13：00～13：30）

1歳6か月児健診（13：00～13：30）

乳児健診（13：00～13：30）

育児相談（9：30～11：00）

四季健康館

四季健康館

四季健康館

小川保健相談センター

四季健康館

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

玉里保健福祉センター

妊婦とその夫

美野里（平成15年8～11月生）

美野里　4か月児（平成19年7月生） 

美野里　10か月児（平成19年1月生）

小川（平成17年8～9月生） 

玉里（平成17年8月生）

乳幼児と保護者

小川・玉里（平成16年5月生）

美野里（平成18年4月11日～6月10日生）

小川・玉里　4か月児（平成19年8月生） 

小川・玉里　10か月児（平成19年2月生）

乳幼児と保護者

事業名（受付時間） と  こ  ろ対  象  者

と　　き

6

13

20

木

木

木

こころの健康相談（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）

こころのデイケア（9：30～10：00）

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

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

■健康教室・健康相談　  
　  テーマ　高血圧予防について
　  12月11日（火）～14日（金）　10:00～11:30　四季健康館　大広間

●母子保健事業

●成人保健事業

と　　き　11月25日（日）
　　　　　予備日　12月2日（日）　開会式　午前９時から
と こ ろ　玉里運動公園テニスコート
参加資格　市在住者又は在勤者（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　無料
主　　催　小美玉市体育協会玉里ソフトテニス部
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22日（木）
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。
申込み・問い合わせ
　玉里運動公園（栗又四ケ2406-4）
　　☎２６－５７６１
　FAX２６－０４４１

　不登校・ひきこもり・ニート・家庭内暴力・摂食障害な
どのお子さんを持つ方、子育てでお悩みの方、教育関
係者、ご一緒にそれぞれの問題を考えてみませんか。

と　　き　11月18日（日）
　　　　　午前10時30分～午後4時15分
と こ ろ　土浦市亀城プラザ
内　　容　・第1部　体験談と質疑応答
　　　　　・第2部　自律訓練法とグループディスカッション
講　　師　金盛浦子
　　　　　（東京心理教育研究所所長・臨床心理士）
定　　員　300人（申込み制）
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。
申込み・問い合わせ
　NPO法人SEPY（セピィ）倶楽部
　　☎０３－３９４２－５００６
　　（火～土曜日　午前10時30分～午後3時）
　FAX０３－５９４０－４０３０

「全国親の会」土浦大会「全国親の会」土浦大会「全国親の会」土浦大会
～ひとりで悩まないで～

小美玉市ソフトテニス大会を
開催します
小美玉市ソフトテニス大会を
開催します
小美玉市ソフトテニス大会を
開催します
小美玉市ソフトテニス大会を
開催します
小美玉市ソフトテニス大会を
開催します

年賀状作成年賀状作成年賀状作成

小美玉市バスケットボール大会
参加チーム募集！
小美玉市バスケットボール大会
参加チーム募集！
小美玉市バスケットボール大会
参加チーム募集！

秋季ソフトボール大会
参加チーム募集！
秋季ソフトボール大会
参加チーム募集！
秋季ソフトボール大会
参加チーム募集！
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「全国親の会」土浦大会
小美玉市ソフトテニス大会を
開催します
小美玉市ソフトテニス大会を
開催します
小美玉市ソフトテニス大会を
開催します

受講資格　市内在住、または市内に勤務している20歳以上の方
受講対象　パソコンの基本操作・文章入力のできる方
開催場所　美野里公民館2階　研修室
実 施 日　12月1日（土）、2日（日）、8日（土）、9日（日）
　　　　　午前9時～午後4時（休憩1時間）
　　　　　※講座は1日で終了します。講座内容は各日とも全て同じです。
募集人数　各日18名
　　　　　美野里公民館が所有するパソコン（18台）を使用す
　　　　　　る人が18人を超えた場合は、パソコンを持参できる
　　　　　　方のみ受講可能です。
　　　　　　ただし、席数の上限が25席ですので、上限を超えた
　　　　　　場合は抽選となります。
受 講 料　800円
教 材 費　1,700円（テキスト、CD－ROM、FD）
　　　　　※受講料と教材費は実施日当日の講座開始前に
　　　　　　　お預かりします。つり銭のないようお願いします。
募集期間　11月15日（木）～25日（日）
　　　　　午前9時～午後8時
申 込 先　最寄りの公民館（小川公民館・美野里公民館・玉里
　　　　　　公民館）へ直接お申込みください。
　　　　　※電話、FAX、メール等での申込みは受付しません。
問い合わせ・受付曜日
　小川公民館　☎５８－３１１１
　　　　　　　毎日受付
　美野里公民館　☎４８－１１１０
　　　　　　　毎日受付（ただし、水曜日・祝日は休館）
　玉里公民館　☎２６－９１１１
　　　　　　　毎日受付（ただし、月曜日・祝日は休館）
※休館日と祝日が重なった場合は翌日も休館日になりますのでご注意ください。
　パソコン講習会のお手伝いをしてくれるボランティアの方を募
集しています。詳しくは最寄りの公民館までお問い合わせください。

　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。

と　　き　12月15日（土） 　午前9時～午後1時
と こ ろ　小川公民館（小川地区）
メニュー　煮込みハンバーグ、中華スープ　ほか
指 導 者　小美玉市食生活改善推進協議会員
持参するもの　エプロン、三角巾、筆記用具
募集人員　親子20組
　　　　　（先着順、定員で締め切ります。）
参 加 費　無料
申込受付　11月10日（土）から受け付けますので、市
　　　　　内小川・玉里・美野里公民館に置いてある
　　　　　参加申込書に必要事項をご記入のうえ、各
　　　　　公民館へお申込みください。
そ の 他　1月には、玉里地区での開催を予定しています。
問い合わせ　生涯学習課
　　　　　☎４８ ―  １１１１
　　　　　内線2232 

と　　き　11月25日（日）
　　　　　午前8時30分受付　午前9時競技開始
と こ ろ　小川北中学校、小川南中学校（予定）
参加資格　・チーム代表者が小美玉市在住者または
　　　　　  勤務者であること。
　　　　　  （チーム代表者は複数チームを兼ねることはできません。）
　　　　　・帯同審判員を必ず1名つけること。
競技方法　トーナメント戦
参 加 料　3,000円
申込締切　11月15日（木）
申込み・問い合わせ　
　・希望ヶ丘公園管理センター
　 ☎４７－０１６７   FAX４９－１０６６
　・市役所管財検査課　中野谷
　 ☎４８－１１１１　内線1252　FAX４８－１１９９

と　　き　11月25日、12月2日、9日
と こ ろ　希望ヶ丘運動公園
参加対象　市内居住者または市内事業所勤務者　
　　　　　年齢制限なし（ただし学生は除く）
申込締切　11月11日（日）厳守
申 込 先　希望ヶ丘公園管理センター
　　　　　FAX４９－１０６６
　　　　　　※申込用紙は希望ヶ丘公園管理センター、生涯
　　　　　　 学習課、玉里B＆G海洋センターにあります。　
参 加 料　3,000円
問い合わせ　小美玉市美野里ソフトボール連盟　白井
　　　　　市役所秘書広聴課
　　　　　☎４８－１１１１　内線1221

年賀状作成年賀状作成年賀状作成年賀状作成年賀状作成

小美玉市バスケットボール大会
参加チーム募集！
小美玉市バスケットボール大会
参加チーム募集！
小美玉市バスケットボール大会
参加チーム募集！
小美玉市バスケットボール大会
参加チーム募集！
小美玉市バスケットボール大会
参加チーム募集！

秋季ソフトボール大会
参加チーム募集！
秋季ソフトボール大会
参加チーム募集！
秋季ソフトボール大会
参加チーム募集！
秋季ソフトボール大会
参加チーム募集！
秋季ソフトボール大会
参加チーム募集！

パソコン講習会　受講者募集 ファミリークッキング

第2回
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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

　人はみな人権があります。
　それぞれが個人として人権を尊重されなければなりま
せん。しかし、残念ながら女性に対する人権侵害が依然と
して発生しており、大きな社会問題になっています。茨城
県人権擁護委員連合会は、従来からさまざまな活動を通
じて女性の人権問題に取り組んできました。平成12年度
からその一環として、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を設けました。それが「女性の人権
ホットライン」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、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ので、気軽にお電話くだ
さい。

期　　間　11月12日（月）～18日（日）
時　　間　午前8時30分～午後7時
　　　　　※ただし、土・日曜日は午前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

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

あなた一人で悩んでいませんか

　司法書士が、賃金未払い・サービス残業など、違法な労
働実態の声を聴き、法的解決に導きます。

日　　時　11月23日（金・祝）　午前10時～午後4時
会　　場　茨城司法書士会会館
相談電話番号　☎０２９－３０２－８２８７
　　　　　☎０２９－３０２－８２８８
相 談 料　無料

　地域高齢者の運動機能の維持向上と転倒・寝たきり・閉
じこもり・認知症の予防のために実施します。随時募集して
いますので、ぜひご参加ください。

と　　き　11月6日～12月25日の毎週火曜日（全8回）
　　　　　午後1時～2時30分
と こ ろ　農村女性の家（納場481番地5）
対 象 者　地域高齢者・認知症者
利用者負担　1回　500円

　　NPO法人　ウェルネスサポート茨城
　　☎４６－７７００

◆常陽銀行美野里支店　☎４６－３１１２
　11月21日（水）午前10時～午後3時
◆常陽銀行小川支店　☎５８－２４２４
　11月28日（水）午前10時～午後3時
※予約願います。

年金相談

　地域の貴重な移動手段である、電車やバス、タクシーと
いった公共交通は、自動車社会の進展や少子高齢化の進
行などにより、利用者が大きく減り続け、路線廃止などが
相次いでいます。
　このため、県内全市町村と県、交通事業者及び関係団
体などは「茨城県公共交通活性化会議」を組織し、「県内
一斉ノーマイカーデー」を11月16日金曜日に実施するこ
とにしました。
　この取組みは、公共交通の重要性や、過度のマイカー
利用による地球温暖化などの問題について考え、設定日
にマイカー利用を控えた通勤に努めるものです。
　皆さんもぜひこの機会に、これからの公共交通や、環
境対策について考え、取り組んでいただけるようお願い
します。
　また、現在この取組みに参加いただける事業所を募集
していますので、参加を希望される事業所の方は事務局
までお問い合わせください。

　　茨城県企画課交通対策室
　　☎０２９－３０１－２５３６

11月16日（金）に
「県内一斉ノーマイカーデー」を実施します

「全国一斉労働トラブル110番」を実施します

問

混声合唱団コール小川コンサート２００７

～宮沢賢治生誕１１１年に歌う～

老化防止トレーニングのご案内
（介護予防・地域支え合い事業）

と　　き　11月27日（火）午後1時～
　　　　　（受付開始　午後12時30分～）
と こ ろ　ホテルマロウド筑波（土浦市城北町2－24）
　　　　　☎０２９－８２２－３０００
　　　　　※参加申込みについては、会場の都合上50社
　　　　　　になり次第締め切らせていただきます。

　　　ハローワーク石岡
　　　☎２６－８１４１　FAX２６－８１４２

事業主の皆さまへ

新規高等学校卒業予定者就職面接会の
参加事業所を募集します

　混声合唱団コール小川が2007年の年末に贈るコン
サートです。

と　　き　12月8日（土）　午後2時開演
と こ ろ　小川文化センター
入場料金　500円（全席自由）　
指　　揮　加瀬和子
ピ ア ノ　北真由美、小松澤恭子
賛助出演　のばらコーラス、高齢者大学合唱クラブきらりSun
　　　　　少年少女合唱団小美玉スマイルキッズ 他
プログラム　第一部：華やかに美しく｢東京物語｣
　　　　　第二部：小美玉の地から広げよう人の輪・音楽の輪
　　　　　第三部：お話と合唱で描く“宮沢賢治”の世界
　　　　　　　　  宮沢賢治作品パネルシアター｢注文の多い料理店｣
　　　　　　　　  混声合唱｢永訣の朝｣

　　小川文化センター　☎５８－０９２１問

問

問申

「いばらきの埴輪」開催のご案内「いばらきの埴輪」開催のご案内
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県や国等のお知らせ

当番期間

10月28日～11月 3 日

11月 4 日～10日

11月11日～17日

11月18日～24日

11月25日～12月 1 日

12月 2 日～ 8 日

12月 9 日～15日

12月16日～22日

12月23日～29日

12月30日～ 1 月 5 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

亀山建設㈱　　　　☎58－2901

㈲尾形工務店　　　☎58－1701

中村工業㈱　　　　☎58－3025

㈱内田工業　　　　☎54－0041

㈱小塙工務店　　　☎58－3338

㈲永作住宅設備　　☎58－2819

倉田電気商会　　　☎58－2909

㈲山口水工　　　　☎58－0129

㈱大栄設備　　　　☎58－5851

中村建設㈱　　　　☎58－3060

仲田鋼建㈱　　　　　☎46－0316

㈱クボタ総建　　　　☎46－0006

㈱スズヤ　　　　　　☎46－0007

㈲マツカワ設備工業　　☎46－2154

㈱常陸開発工業　　　☎49－1466
㈱エイブルコーポレーション　☎47－0882
㈲桜井造園土木　　　　　☎49－1252
㈱大建　　　　　　　　　☎47－0012
㈲土井建設　　　　　　　☎49－1852
井坂建設工業㈱　　　　　☎48－0237
㈱鶴亀　　　　　　　　　☎47－0881
興和工業㈱　　　　　　　☎49－1103
仲田鋼建㈱　　　　　　　☎46－0316
金敷電設工業㈲　　　　　☎48－0211
㈱クボタ総建　　　 　　　☎46－0006

湖北水道
企業団 
☎24－3232

連絡先

雨引山ハイキング参加者募集
と　　き　12月10日（月）
　　　　　午前9時30分～午後3時30分
集合場所　JR水戸線　岩瀬駅前（小雨決行）
　　　　　受付：午前9時から（時間厳守）
定　　員　100名
対 象 者　概ね50歳から70代までの方
参 加 費　100円　当日受付時にいただきます。
持 ち 物　昼食、飲み物、レジャーシート、手袋、雨具、杖、
　　　　　帽子、タオル、健康保険証の控え 等

予定コース
　岩瀬駅→不動の滝→御嶽山→電波塔→
　　　　雨引山頂（昼食）→雨引観音→雨引観音入口

バス停
　つくばりんりんロード→つくばりんりんロード岩瀬休憩所→

岩瀬駅（歩行距離約14km）

申込方法　往復はがきまたは封書で雨引山参加希望と明
記、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を記入し、返信
用にはご自分の郵便番号、住所、氏名を明記のうえお送り
ください。（1枚のはがきで3名までお申込みできます。）
締 切 日　12月3日（月）
主　　催　県南地域高齢者はつらつ百人委員会
そ の 他　JR岩瀬駅には駐車場（無料約30台、有料約30
　　　　　台）があります。

　　　はつらつ百人委員会　　石倉
　　　〒300－0845　土浦市乙戸南1－24－24
　　　☎＆FAX０２９－８４２－８５７５

問申

「いばらきの埴輪」開催のご案内「いばらきの埴輪」開催のご案内「いばらきの埴輪」開催のご案内「いばらきの埴輪」開催のご案内

平成19年度 参考展

　古墳時代になると、小美玉市がある霞ヶ浦沿岸にも、大小さまざま
な古墳と呼ばれる、有力者の墓が造られるようになります。古墳の上
には、人や動物の形をした埴輪や筒型の円筒埴輪が並べられます。
埴輪は素焼きの焼き物で、祀りごとに使用されたのが始まりとされて
おり、その後、形を変えながらも約300年間も作られつづけます。
　今回の展示では茨城県内出土の埴輪を紹介して、その出現と終
焉、生産を解説する内容になっています。この機会に古代のロマンを
肌で感じてみませんか。皆さまのご来館をお待ちしています。

期　　間　11月10日（土）～12月22日（土）
開館時間　午前9時30分～午後6時
休 館 日　毎週月曜日　祝祭日（11月23日）
第１会場　小川資料館（小川図書館2階）　テーマ「埴輪に託された祈り」
第２会場　玉里史料館（玉里総合文化センター内）　テーマ「最盛期を迎える埴輪樹立」
　◎会場が2か所に分かれていますので、ご来館の際はご注意ください。
問い合わせ　玉里史料館　☎２６－９１１１

▲地蔵塚古墳の円筒埴輪の出土状況

▲権現山古墳から出土した円筒埴輪
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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

11月・12月のおはなし会11月・12月のおはなし会11月・12月のおはなし会11月・12月のおはなし会

・11月10日（土） 午前10時30分～
・11月24日（土） 午前10時30分～ 
・12月 8 日（土） 午前10時30分～ 
・12月22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

・11月10日（土） 午前10時30分～
・12月 8 日（土） 午前10時30分～
美野里公民館図書室
美野里公民館

・11月17日（土） 午前11時～
・12月22日（土） 午前11時～

開館
時間

11月
日 月 火 水 木 金 土

4

11

18

25

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

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

＊■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。

3

10

17

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

2

9

16

　ご希望の資料がないときは予約・リクエストサービスをご利用ください。貸出中
の場合は資料が戻りしだい、図書館で所蔵していないものは、購入したり他の図書
館から借りるなどして、できる限り提供します。（一部提供できない資料もあります）
　図書館にある「予約・リクエスト申込書」にご記入のうえ、図書館カウンターまで
お申込みください。

予約＆リクエストについて

24　　 
　　　31

23　　 
　　　30

人権問題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。相談は無料です。
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。

12月 6 日（木）　午前10時～午後3時　玉里保健福祉センター
12月 7 日（金）　午前10時～午後3時　小川保健相談センター
12月19日（水）　午前10時～午後3時　四季健康館

社会福祉課（玉里総合支所内）　社会福祉係☎48-1111　内線3224【問い合わせ】

人権相談

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

住宅用火災警報器の設置はお済みでしょうか？
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11月・12月のおはなし会11月・12月のおはなし会

■
■
■

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

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

住宅用火災警報器の設置はお済みでしょうか？住宅用火災警報器の設置はお済みでしょうか？住宅用火災警報器の設置はお済みでしょうか？

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！

11月9日～11月15日は11月9日～11月15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。消防署や
市役所では、斡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。

　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日から既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

連
絡
先

※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19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

9月中 累　計

1

150

85

20

15

30

22

1338

799

206

148

185

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】
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休日診療当番医(外科)

人　口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53,328人（－13）
　男　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,035人（－18）
　女　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,293人（＋ 5 ）
世帯数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,374戸（－ 1 ）

人口と世帯数（平成19年10月1日現在）

・国民健康保険税 第8期

（※納期限は、11月30日となっています。）

11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）

11月18日・23日・25日
◆受付　午前９時～11時30分
　　　　午後１時～３時30分

11月18日・22日・23日・24日・25日
◆受付　午後７時～10時30分

休　日

夜　間

11月11月11月

(　　）は前月比

11月11月11月
◆受付  午前９時～11時30分・午後１時～３時30分

日

18

23

25

  外　　　科

府中クリニック

石岡循環器科脳神経外科病院

山王台病院

（石岡市）

（小美玉市）

（石岡市）

☎（22）2146

☎（58）5211

☎（26）3130

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28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。

12月 5日
午後1時30分～4時30分

12月12日
午後1時～4時

12月19日
午後1時～4時

12月26日
午後1時30分～4時30分

　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

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。

12月12日

12月13日

12月19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～3時
小美玉市役所1階　相談室
石﨑　渡　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

行 政 相 談

【問い合わせ】 秘書広聴課　広報広聴係
☎48－1111　内線1221

移動児童相談
　18歳未満のお子さまの生活に関することでお悩
みをお持ちの方は、ご相談ください。相談は無料
で、秘密は守られます。

と　　き　11月30日（金）
　　　　　午前10時～午後3時

と  こ  ろ　四季健康館
相談担当　茨城県福祉相談センター職員

【問い合わせ】 社会福祉課（玉里総合支所内）児童福祉係
☎48-1111　内線3226

次回お知らせ版12 月号の発行日は11月29日（木）です。 この広報紙は再生紙を使用し、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


