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　市放課後児童クラブは、授業終了後、仕事などで家に保護者のいない小学生（１年～３年）が楽しく安全に
過ごせる場所として、市が設置している児童クラブです。
　ここで子どもたちと一緒に遊んだり、生活の指導などをしてくれる人を募集します。

小美玉市臨時職員
雇用期間は６か月で、以後の更新は可。

月曜日から金曜日及び小学校休業日 
日曜・祝日・年末年始は休みです。
（土曜日は、交替勤務となります。）

時給 1,000円　（支給日は翌月10日振込み）

小川児童クラブ ・　玉里児童クラブ

４月２日(月)から

2月28日(水)

若干名

特に資格は問いませんが、集団の子ども達を相手にしますので、子ども好きな方、
子育て経験や子育て支援の現場にいた方などを歓迎します。

履歴書（顔写真付き）を市社会福祉課の児童福祉係まで、ご持参ください。
（来館の前に下記へご連絡ください）

市放課後児童クラブ指導員(臨時職員)募集市放課後児童クラブ指導員(臨時職員)募集市放課後児童クラブ指導員(臨時職員)募集市放課後児童クラブ指導員(臨時職員)募集

雇 用 形 態

勤 務 条 件
（原　　則） 

賃　　　金

勤 務 場 所

資　　　格

採 用 人 数

勤務開始日

手　続　き

提 出 期 限

勤務日

小学校休業日
土曜日
春・夏・冬休み
振替休日など

午前８時～午後6時
（休憩時間含）
（早番、遅番の時間あり）

平　　　日 午後2時～6時

勤務時間

項　　　目 内　　　容

〒319-0132　小美玉市部室1106　(四季健康館内) 
社会福祉課　児童福祉係　 ☎４８－０２２１ 　内線4207【問い合わせ】
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「燃えるごみ専用袋」の表示が変わります。

おめでとう！新成人！おめでとう！新成人！おめでとう！新成人！

生涯学習課（小川総合支所内）　☎４８－１１１１　内線 2221【問い合わせ】

秘書広聴課　☎４８－１１１１　内線 1212【予約・問い合わせ】

と　　 き　1月7日（日）　午前11時～（午前10時から受付）

と   こ   ろ　小川文化センター

対  象  者　昭和61年4月2日から昭和62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（12月11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。

と　　 き　1月29日（月）　午前10時～正午

と   こ   ろ　市役所1階　相談室

　　　　　※これから毎月1回「対話の日」を設ける予定です。
　　　　　※対話は1人30分程度でお願いします。

成人式にご出席ください！

茨城県母子寡婦福祉連合会　☎０２９－２２１－７５０５【問い合わせ】

申  込  先　社会福祉課（四季健康館内）  児童福祉係
　　　　　　☎４８－０２２１　内線4207
　　　　　小川総合支所　保健福祉課
　　　　　　☎４８－１１１１
　　　　　玉里総合支所　保健福祉課
　　　　　　☎４８－１１１１

申込締切　1月31日

　（社）茨城県母子寡婦福祉連合会では、ひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）のお子さんに入学祝品（学用品）を
差し上げます。該当児童のいらっしゃるひとり親家庭で祝品を希望される保護者の方は、下記申込先のいずれか
まで、お子さんの氏名、性別、保護者名、住所をお申し出ください。

　市政に対するご意見・ご要望を島田市長に直接お話する機会として「対話の日」を設けます。
　電話でご予約の上、おいでください。

平成１９年度小学校新入学児童に対する
入学祝品の贈呈について

平成１９年度小学校新入学児童に対する
入学祝品の贈呈について

平成１９年度小学校新入学児童に対する
入学祝品の贈呈について

市長と直接お話をしてみませんか？市長と直接お話をしてみませんか？
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　小美玉市では悩み・不安などのこころの病について健康相談を行っています。どんなことでも
お気軽にご相談ください。

玉里総合支所　保健福祉課 ☎４８－１１１１（電話は本庁経由となります）

健康増進課（四季健康館内） ☎４８－０２２１　内線 4206
小川保健相談センター ☎５８－１４１１【予約・問い合わせ】

○ 相談内容

家にとじこもって、
外へ出ない。

ちょっとしたことで、
くよくよしてしまう。

最近、わけの分からない
ことを言うようになった。

行動にまとまりがなく
落ち着きがない。

感情が敏感で、些細なことで
怒ったり、取り乱したりする。

誰かに見られている
聞かれていると感じる。

○ 相談日・相談場所・相談時間（午前10時～正午） 
　 1月18日（木）美野里　 1月25日（木）小　川
　 2月  1日（木）美野里　 2月  8日（木）玉　里
　 3月  1日（木）美野里　 3月29日（木）小　川

○ 相談予約のしかた （要予約）
　 ・電話または直接四季健康館健康増進課、玉里総
　  合支所保健福祉課、小川保健相談センターの窓
　   口で予約してください。
　 ・相談は無料です。
　 ※本人が来館できないときは、ご家族の方でも結構です。
　 ※外部に相談内容がもれることはありません。（秘密厳守）
　　  ご安心ください。

○ 相談スタッフ 
　 保健師、看護師

　これまでの「小川町」、「玉里村」と表示された「燃えるごみ専用
袋」から「小美玉市（小川・玉里地域用）」と表示された「燃えるごみ
専用袋」へ順次に切り替えて販売されますので、お知らせします。
　なお、「小川町」、「玉里村」と表示のある「燃えるごみ専用袋」も
これまでと変わりなくご使用できます。
　ごみ袋は、市内ホームセンター、スーパー、コンビニ、商店など
で販売されています。

「燃えるごみ専用袋」の表示が変わります。「燃えるごみ専用袋」の表示が変わります。「燃えるごみ専用袋」の表示が変わります。「燃えるごみ専用袋」の表示が変わります。
小川・玉里地区の方へ小川・玉里地区の方へ

小川総合支所　生活環境課　☎４８－１１１１　内線 2121
玉里総合支所　生活環境課　☎４８－１１１１　内線 3224

【問い合わせ】

おめでとう！新成人！

平成１９年度小学校新入学児童に対する
入学祝品の贈呈について
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　　　　「110番　地域を守る　ホットライン」
　　　　「知っていますか？　警察相談　＃9110」

■110番は緊急電話です
　困りごと相談は、警察署または警察総合相談電話「＃9110」へ

★110番のポイント　通報は「あわてず」「迷わず」
　◎110番受理の聴取内容
　　事件ですか、事故ですか？
　　それはいつですか？
　　場所はどこですか？
　　犯人を見ましたか？
　　現場はどうなっていますか？
　　あなたのことを教えてください？
　
◎携帯電話からの110番通報の留意事項
　　通話中はできるだけ場所を移動しない
　　通話終了後に電源を切らない
　　高速道路の場合は上下線の別、キロポストの数字を確認する
　　運転中の使用は禁止する
　　電柱番号、自動販売機の住所表示などを活用した場所の特定を図る

■聴覚に障害がある方専用
　ファックス110番　029-301-6110　または　＃7412
　メール110番　　　http://ibaraki110.jp

1月10日は「110番の日」です！

と　　  き　1月22日　午前9時～午後4時
集合場所　笠間市岩間　愛宕山駐車場（雨天中止）
受　　付　午前９時（時間厳守） 
定　　員　100名 
対  象  者　おおむね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。 
申込方法　往復はがき又は封書で難台山ハイキング　
　　　　　参加希望、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、氏名を記入してください。
　　　　　（1枚のはがきで3名まで申込みできます。）
主　　催　県南地域高齢者はつらつ百人委員会 
協　　賛　ねんりんピック2007茨城実行委員会
 
　　 　県南地域はつらつ百人委員会　石倉　輝男
　　　　〒300-0845  土浦市乙戸南1-24-24 
　　　　☎&FAX 029－842－8575

◆献血バスはいつ来るの？
　献血バスは、県内各地を巡回しています。日程について
は、下記へ問い合わせください。
　県赤十字血液センター　
　　☎029－243－5121　 http://ibaraki.bc.jrc.or.jp/

　　県薬務課　☎029－301－3384

難台山ハイキング参加者募集！ 

◆なぜ、献血は必要なの？
　大きなけがなどによる大量出血や血液の病気の治療
には、血液をもとにした製剤が必要となります。しかし、現
在の科学では、血液を人工的に造ることはできません。ま
た、血液は生きた細胞で、長期保存もできません。
　このため、血液をもとにした製剤を必要な患者さんへ、
いつでも十分に提供するには、健康な皆さんの献血が必
要なのです。

◆400ミリリットル献血、成分献血について
　輸血を受ける患者さんにとって、少人数の献血者の血
液を使用する方が体への負担が軽いことが分かっていま
す。400ミリリットル献血や血小板などのみを採血し一度
に多くの血小板製剤などをつくることができる成分献血
にご協力ください。

◆献血はどこでできるの？
　県内3カ所の献血ルームと献血バスで行っています。
　　水戸献血ルーム
　　　水戸市南町3-3-33 水戸リードビル2階
　　　　☎0120－310399
　　つくば献血ルーム
　　　つくば市吾妻1丁目1364-1-4 つくばセンタービル2階
　　　　☎0120－298102
　　日立献血ルーム「さくら」
　　　日立市幸町1-4-1 三井生命日立ビル5階
　　　　☎0120－029439

　文部科学省所管の財団法人・国際青少年研修協会で
は、平成19年春休み海外派遣事業の参加者を募集して
います。体験を通してお互いの理解や交流を深め、国際
性を養うことを目的に実施します。

内　容　ホームステイ・学校体験・英語研修・ボランティア・
　　　　 文化活動・野外活動・地域見学等
派遣先　オーストラリア・ニュージーランド・カナダ・イギリス・
　　　　  アメリカ・フィジー・中国
対　象　小学3年生～高校3年生まで
参加費　24.8～35万円（共通経費は別途）
締　切　2月5日
 
　　（財）国際青少年研修協会
　　　〒160-0004　東京都新宿区四谷2-11 大村ビル3階
　　　　☎03－3359－8421　Fax03－3354－2207
　　　　Eメール　info@kskk.or.jp
　　　　http://www.kskk.or.jp

春休み海外派遣 参加者募集！

はたちの皆さん！献血にご協力ください

問

問

問申
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655円
758円
747円

742円

718円

平成18.10.1
平成18.12.31
平成18.12.31

平成18.12.31

平成18.12.31

鉄鋼業
一般機械器具製造業
電気機械器具、
情報通信機械器具、
電子部品・デバイス
精密機械器具製造業
各種商品小売業

時間額（円） 効力発生(予定)日件　名

産
業
別
最
低
賃
金

茨城県最低賃金

読み聞かせや朗読を披露してみませんか

◆朗読部門　2月3日（土）午前９時30分～午後5時
　　　　　　60人（組）募集

◆自由部門　2月24日（土）午前9時30分から午後5時
　　　　　　○幼・小・中の部　5人（組）募集
　　　　　　○一般の部　　  個人の部・団体の部
　　　　　　　　　　　　　　併せて25人（組）募集
◆場　　所　県立図書館視聴覚ホール

　　 　茨城県立図書館　普及課
　　　　〒310-0011　水戸市三の丸１－５－３８
　　　　☎029－221－5569
　　　　FAX029－228－3583

読み聞かせコンクール出場者募集！
　ITのスペシャリストを育成している県立の短期大学校
です。高等学校の新卒者ばかりでなく、浪人生・大学中途
退学者・社会人経験者等を対象とした19歳から概ね35
歳までの方の応募枠も設けています。

募集科名　情報通信料・情報処理科
受付期間　12月25日～2月1日
試  験  日　  2月  8日
 
　　茨城県立産業技術短期大学校
　　　水戸市下大野町6342
　　　☎029－269－5500　http://www.ibaraki-it.ac.jp

茨城県立産業技術短期大学校 学生募集！

　放送大学では、平成19年度第1学期（4月入学）の学生
を募集しています。
　放送大学はテレビやラジオの放送を利用して授業を行
う通信制の大学です。心理学・福祉・経済・歴史など、幅広
い分野を学べます。キャリアアップのため、生涯学習や退
職後の生きがい作りとして、幅広い世代、職業の方が学ん
でいます。

　○15歳以上の方なら、1科目から学習する選科履修生・
　　科目履修生として入学できます。
　○18歳以上の大学入学資格をお持ちの方なら、無試
　　験で全科履修生として入学でき、4年以上在学して
　　124単位以上を取得し、卒業すると、学士（教養）を
　　取得できます。
　○体系的にひとつの分野を学べるように大学が指定し
　　た科目群から一定数単位を取得した方に、認証状を
　　差し上げます。

　さらに専門的に学びたい方には、大学院も併設しています。
　資料を無料で差し上げています。お気軽にお問い合わ
せください。

募集期間　2月15日まで

　　放送大学茨城学習センター
　　　☎029－228－0683　　http://www.u-air.ac.jp

 

　　茨城労働局労働基準部賃金室
　　　☎029－224－6216

茨城県最低賃金の改定

放送大学 入学生募集！

問

と　　  き　2月25日（日）午前10時～午後3時
と    こ    ろ　水戸市福祉ボランティア会館2階
　　　　　　☎029－309－1001
内　　容　講演・相談
　　　　　ストーマ用装具展示・説明
参  加  費　1,000円（弁当代ほか）
申込締切　 2月20日
　　　　　※車は会場隣接の市営駐車場に

　　　（社）日本オストミー協会茨城県支部事務局　長谷川
　　　　☎・FAX0293－22－5242

人工膀胱保有者の方へ オストミー講習会

問

問

問申

問申

◆常陽銀行美野里支店　☎46－3112
　　1月23日　午前10時～午後3時
◆常陽銀行小川支店　　☎58－2424
　　1月25日　午前10時～午後3時
※予約願います。　　　

年金相談
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小美玉市連合消防団
百里基地視察研修実施！
小美玉市連合消防団
百里基地視察研修実施！
小美玉市連合消防団
百里基地視察研修実施！
小美玉市連合消防団
百里基地視察研修実施！
小美玉市連合消防団
百里基地視察研修実施！

　10月26日、小美玉市連合消防団で百里基地へ視察研修を実施しました。この視察研修は、施設および訓
練状況を研修し、今後の活動に資すること、小美玉市連合消防団の活性化、交流化を図ることを目的として
実施しました。

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18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

11月中 累　計

0

161

107

18

16

20

29

1,686

1,014

268

185

219

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】

　この寒い時期、こごえがちな体を、ハサミを使って、脳を活性化させて動きを良くしてみましょう。

と　　 き　1月21日（日）　午前10時～正午
と   こ   ろ　農村環境改善センター
講　　師　冨山　明峰　先生
　　　　　黒澤　知慧美（マネージャー）
参  加  費　親子で300円
募集人員　15組（親子で30名）
申  込  み　1/9（火）、1/13（土）、1/16（火）の午前9時～正午まで、1/10（水）、1/12（金）、1/17（水）の
　　　　　午前9時～午後5時までに、農村環境改善センターへ参加費を添えてお申込みください。

親子で切り絵を体験しよう親子で切り絵を体験しよう親子で切り絵を体験しよう

農村環境改善センター　☎４９－１０１１【問い合わせ】

■
■
■

1月・2月のおはなし会1月・2月のおはなし会
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小美玉市連合消防団
百里基地視察研修実施！
小美玉市連合消防団
百里基地視察研修実施！
小美玉市連合消防団
百里基地視察研修実施！

親子で切り絵を体験しよう
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

・  1月13日（土） 午前10時30分～
・  1月27日（土） 午前10時30分～
・  2月10日（土） 午前10時30分～
・  2月24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

・  1月13日（土） 午前10時30分～
・  2月10日（土） 午前10時30分～

玉里図書館
玉里総合文化センター　１階　和室

美野里公民館図書室
美野里公民館

開館
時間

2　月
日 月 火 水 木 金 土

7

14

21

28

1

8

15

22

2

9

16

23

3

10

17

24

　

7

11

18

25

6

13

20

27

＊■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。

5

12

19

26

＜休館のお知らせ＞

　年末・年始のため、下記の間、市内の図書館・図書室は休館いた
します。
　利用者の皆様にはご迷惑おかけいたしますが、ご了承ください。

　　休館期間：12月28日（木）～1月4日（木）

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

1　月
日 月 火 水 木 金 土

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

　

7

14

21

28

2

9

16

23

30

1

8

15

22

29

・  1月27日（土） 午前11時～
・  2月24日（土） 午前11時～

1月・2月のおはなし会1月・2月のおはなし会1月・2月のおはなし会1月・2月のおはなし会
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休日診療当番医(外科)

　

【問い合わせ】

人　口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53,573人（－41）
　男　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,216人（－21）
　女　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,357人（－20）
世帯数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,344戸（+ 5）

人口と世帯数（平成18年12月1日現在）

・市県民税　　　　　　　第 4 期

・国保税　　　　　　　　　第10期

1月中におさめましょう

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）

1月7日・8日・14日・21日・28日
◆受付　午前９時～11時30分
　　　　午後１時～３時30分

1月6日・7日・8日・13日・14日・20日・21日
　  27日・28日
◆受付　午後７時～10時30分

休　日

夜　間

1月1月1月
◆受付  午前９時～11時30分・午後１時～３時30分
日

7

8

14

21

28

 外　　　科

府中クリニック

関クリニック

渡辺クリニック

友部整形外科

田中クリニック

（石岡市）

（石岡市）

（石岡市）

（石岡市）

（石岡市）

☎（22）2146

☎（23）8300

☎（26）7633

☎（26）2339

☎（23）2288

1 月1 月1 月

(　　）は前月比

社会福祉課（四季健康館内）　社会福祉係　　☎48-0221　内線4210
小川総合支所　保健福祉課　　　　　　　　☎48-1111　内線2111
玉里総合支所　保健福祉課　　　　　　　　☎48-1111　内線3113

【問い合わせ】

2月9日 午前10時～午後3時
四季健康館
相談員　美野里人権擁護委員

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。

2月 7日

2月14日

2月21日

　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

　社会福祉協議会玉里本所
　☎３７－１５５１

2月28日
※社会福祉協議会小川支所
　☎５８－５１０２

午後１時～４時

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。

1月12日

1月18日

1月24日
午前10時～正午
玉里総合支所2階　第2会議室
小出智惠子　相談委員

午後1時30分～3時30分
小川町保健相談センター
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
内田　光義　相談委員

行 政 相 談

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。相談は無料です。

秘書広聴課　市民相談係
☎48－1111　内線1212

次回お知らせ版 2月号の発行日は1月25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


