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と　　き　10月22日（日）　小雨決行
　　　　　午前5時30分美野里公民館前出発
　　　　　※玉里文化センター4時50分出発、小川文化センター5時出発。
　　　　　　その後、一度美野里公民館に集合します。
と こ ろ　栃木県日光市戦場ヶ原ハイキングコース
募集人員　160名
参 加 料　2,500円
申込方法　9月15日（金）～26日（火）の午前9時～午後8時までに最寄りの公民館
　　　　　（小川公民館、美野里公民館、玉里公民館）へお申込みください。
　　　　　1人2名様まで申込めます。
　　　　　※定員を超えた場合は抽選を行います。参加料
　　　　　　については受付時にはお預かりしません。人
　　　　　　数が確定してからお預かりとなりますのでご
　　　　　　注意ください。
抽選日及び説明会　10月6日（金）午後7時30分から
　　　　　　　　　美野里公民館大会議室
　　　　　　　　　※参加料はこの時お預かりします。

自然観察の旅  戦場ヶ原ハイキング自然観察の旅  戦場ヶ原ハイキング自然観察の旅  戦場ヶ原ハイキング自然観察の旅  戦場ヶ原ハイキング

【各公民館の受付曜日】
○ 小川公民館：毎日
○ 美野里公民館：毎日
　（ただし、水曜日・祝日は休館）
○ 玉里公民館：毎日
　（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。

美野里公民館　　　　　☎４８－１１１０【問い合わせ】

平成18年   事業所・企業統計調査平成18年   事業所・企業統計調査平成18年   事業所・企業統計調査 平成19年版  県民手帳申込  予約受付中！平成19年版  県民手帳申込  予約受付中！平成19年版  県民手帳申込  予約受付中！

調査員がお伺いします
　これからのまちづくりにも活用する
ために、10月1日現在の事業所・企業
について調査を行います。
　全国すべての事業所が対象です。ど
うぞご協力をお願いします。
　9月下旬から調査員がお伺いします。
調査員は「調査員証」を必ず携行して
います。

総務省統計局　茨城県　　
小美玉市役所　情報政策課

　茨城県統計協会発行の「平成19年版県民手帳」の
申込を受け付けています。

　　　　　　 ポケット版 １冊　300円
　　　　　　 標 準 版 １冊　400円
　　　　　　 デ ス ク 版 １冊　900円

◆申込締切　9月29日（金）

＊手帳の配布、代金の徴収は市役所情報政策課で行います。

【申込み・問い合わせ】 市役所　情報政策課　統計係☎４８－１１１１　内線1252
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第１回 
開級式・公開講演会

第４回
芸　術　鑑　賞

第２回
チャレンジ支援シンポジウム

女性のチャレンジは男性の元気!
社会の元気!

第５回
多様なキャリアが生きる社会へ 第６回

閉　級　式

第３回
いばらきエクセレントアカデミー

男女共同参画社会の
形成にむけて

平成18年度  おみたま

受講期間
　◇９月～平成19年２月（月１回程度）
年間プログラム
　◇次ページ参照
募集対象
　◇市内在住または、市内に勤務する男女どなたでも
　　（定員40名）
費用
　◇受講料は無料です。但し、見学等に要する諸経費
　　は、実費負担とします。
応募方法
　◇ハガキ、FAX、E-mailにて、氏名、住所、電話番号
　　を記入の上、小美玉市市長公室　企画調整課
　　男女共同参画係までお申込みください。

募集期間
　◇９月１日（金）～９月11日（月）
　　〈郵送の場合は当日消印有効〉
　　※募集定員になり次第、締切とさせていただき
　　　ます。

　男（ひと）と女（ひと）が共に地域社会を支える重要な一員としての役割を認識し、心身と
もに健康で、より豊かで潤いのある生活を送るために“ハーモニー学級”を開講します！

◆ 問い合わせ ◆
企画調整課　男女共同参画係　
〒319-0192　小美玉市堅倉835番地
　☎48-1111　内線1244
FAX48-1199
E-mail　kikaku@city.omitama.lg.jp
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※ハーモニー学級では、男女共同参画に関する各種イベント情報や議会傍聴へのお誘い、
　そのほか市の動きなど、随時皆さんにお知らせします。

たくさんの参加お待ちしています!!

◆９月30日（土） 午後1時30分～
◆小川文化センター　小ホール
　講演内容については、近日中に決定

第１回 
開級式・公開講演会

第１回 
開級式・公開講演会

第１回 
開級式・公開講演会

◆12月22日（金） 午後1時30分～
◆東京・歌舞伎座
　演目は未定

第４回
芸　術　鑑　賞
第４回

芸　術　鑑　賞
第４回

芸　術　鑑　賞

◆10月29日（日） 午後1時～
◆那珂市総合センター　らぽーる
◆講師：長谷川　幸介 氏
　　　  【茨城大学　助教授】

第２回
チャレンジ支援シンポジウム

女性のチャレンジは男性の元気!
社会の元気!

第２回
チャレンジ支援シンポジウム

女性のチャレンジは男性の元気!
社会の元気!

第２回
チャレンジ支援シンポジウム

女性のチャレンジは男性の元気!
社会の元気!

◆平成19年１月21日（日） 午後1時30分～
◆レイクエコー　茨城県女性プラザ
◆講師：香山　リカ
　　　 【精神科医・帝塚山学院大学 教授】

第５回
多様なキャリアが生きる社会へ

第５回
多様なキャリアが生きる社会へ

第５回
多様なキャリアが生きる社会へ 第６回

閉　級　式
第６回
閉　級　式
第６回
閉　級　式

◆11月12日（日） 午後1時～
◆レイクエコー　茨城県女性プラザ
◆講師：山田　昌弘 氏
　　　  【東京学芸大学　教授】

第３回
いばらきエクセレントアカデミー

男女共同参画社会の
形成にむけて

第３回
いばらきエクセレントアカデミー

男女共同参画社会の
形成にむけて

第３回
いばらきエクセレントアカデミー

男女共同参画社会の
形成にむけて

☆その方法を一緒に学びませんか☆

◆平成19年２月

公開講演会開催予定
乞うご期待♪♪

長い伝統を持つ歌舞伎も生まれたときは現
代劇。さまざまな出来事があっていまの歌
舞伎が!歌舞伎は男だけで演じる芸能です。

「古典芸能の世界におさそい」

女性が働きやすい環境づくりや再就職・起業
など、あらゆる分野へチャレンジできる道を
拓く「幸せ家族と女性のチャレンジ」
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児童扶養手当・特別児童扶養手当を認定されている方へ児童扶養手当・特別児童扶養手当を認定されている方へ児童扶養手当・特別児童扶養手当を認定されている方へ

……父と生計をともにしていない児童のための手当て

……障害のある児童のための手当て

児 童 扶 養 手 当

特別児童扶養手当

現在、この手当の認定を受けている方には、8月上旬に郵送で現況届（児童扶養手当）
または所得状況届（特別児童扶養手当）の用紙がお手元に届いたと思います。

　この届出がされないと8月分以降の手当の支給が止まってしまい、また提出がされないまま2年を経過して
しまうと、認定が取り消されてしまいます。
　所得の限度額により手当が全額支給停止されている方も、必ず8月中に提出してください。
※用紙が届いていない方や記入の仕方等がわからない方は、下記へお問い合わせください。

　腰痛やひざの痛みでお悩みの方、基礎からのストレッチを始めてみたい方、日ごろ運動不足を感じている
方・・・。普段使わない筋肉や関節を動かして、固くなった筋肉を伸ばしてあげましょう。血行がよくなるため、疲労
の回復を早め、続けることで症状の改善に結びつきます。さらに、筋肉をほぐすことにより、精神的なリラックスに
もつながります。みなさんと気持ちよさを実感してみませんか！ 

■対　　象　40歳以上の方で、3ヵ月間継続して参
 加できる方
＊治療中の方は医師の運動許可が必
要です。

■日　　時　10月～12月の毎週月曜日（計12回）、
第１回目 10月２日（月）

　　　　　　（受付）
＊午後１時～１時30分…待ち時間
に血 圧・体脂肪等の測定実施

（注）年間予定表では午前の予定でし
たが、講師の都合により午後にな
りましたのでご了承ください。

（運動）
午後１時30分～３時…指導者による
実技指導

■場　　所　小川保健相談センター

■定　　員　30名

■指 導 者　健康運動指導士　小泉洋子先生

■任意保険　安全に実施するため任意保険に加入
していただきます（3ヶ月で500円）

■そ の 他　参加時は、運動のできる服装で、タオ
ル・水分補給の水・筆記用具を持参し
てください。

■申込方法　９月１１日(月)～２２日（金）までに下記
へ任意保険料を添えて申込みをお願
いします。

　　　　　　＊土日を除く
午前8時30分～午後5時15分

提出はもうお済みですか？

【問い合わせ】 社会福祉課（四季健康館内）児童福祉係・障害福祉係　☎４８－０２２１　内線208

はつらつ運動教室はつらつ運動教室＜基礎コース＞＜基礎コース＞はつらつ運動教室はつらつ運動教室＜基礎コース＞＜基礎コース＞はつらつ運動教室＜基礎コース＞
～はじめませんか！簡単・手軽なストレッチ体操～

小川地区参加者募集

小川保健相談センター　☎５８－１４１１　【申込み・問い合わせ】

リフレッシュウォーキング教室
のお知らせ

リフレッシュウォーキング教室
のお知らせ
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児童扶養手当・特別児童扶養手当を認定されている方へ

はつらつ運動教室＜基礎コース＞はつらつ運動教室＜基礎コース＞

　「足が上がらなくなった」「お腹周りが気になる」「運動不足かな…」と、体のことが気になりだした方必見！ この
教室では、今話題のメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の予防にも効果的な“ウォーキング”に ついて、
基礎からしっかり学んでいきます。ウォーキングは誰でも手軽に始められる運動です。まずは始めること、そして
長く続けることが大切です。初心者も、途中で挫折してしまった方も、すでに始めている方も大歓迎！体を動かす
爽快感、より健康になっていく体の変化を体感してみませんか？

■対　　　象　原則として３ヶ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。

■日　　　程　全12回コース

■場　　　所　玉里保健福祉センター

■定　　　員　30名

■講　　　師　健康運動指導士      阿部  夕子先生

■内　　　容　○効果抜群のウォーキングフォームを身につけよう♪
　　　　　　　○ウォーキングの必需品！靴の選び方・履き方のコツ
　　　　　　　○忘れていませんか？運動前後のストレッチ
　　　　　　　○ウォーキングの補強に…筋力トレーニング　など
　　　　　　　　※雨天時は、室内でウォーキングを行います。

■服　　　装　動きやすい服装、運動靴

■持参する物　タオル、帽子、飲み物（水・お茶など500cc位）、万歩計、筆記用具、（雨天時のみ）室内用の靴

■任 意 保 険　安全に実施するため、任意保険に加入していただきます。
　　　　　　　●保険料…500円程度（３ヶ月分）
　　　　　　　　※保険料は申込人数により異なります。
　　　　　　　　　あらかじめご了承下さい。

■申 込 方 法　参加ご希望の方は、9月22日（金）までに下記へお申込みください。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。

　　　　　　　  ＊土日祝日を除く午前8時30分～午後5時15分

リフレッシュウォーキング教室
のお知らせ

リフレッシュウォーキング教室
のお知らせ

リフレッシュウォーキング教室
のお知らせ

リフレッシュウォーキング教室
のお知らせ

玉里地
区

参加者
募集

10月

11月

12月

２日（月）　10日（火）　16日（月）　23日（月）　30日（月）

６日（月）　13日（月）　20日（月）　27日（月）

４日（月）　18日（月）　25日（月）

●受付：午後１時～１時30分 　●教室：１時30分～３時

★運動の効果は随時確認し
　継続をサポートします。
・骨密度測定
・血圧、体脂肪測定
・体力テスト　など

玉里総合支所　保健福祉課　☎４８－１１１１（※本庁経由）　内線3111・3112【問い合わせ】
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World  First  Aid  Day
～救急法短期講習会～

　国際赤十字では、毎年９月第２土曜日をWorld  First  
Aid  Dayとして救急法の普及に努めています。日本赤十
字社茨城県支部でも、下記の会場において心肺蘇生法や
AED（自動体外式除細動器）の取り扱い、三角巾を使った
包帯法などの講習会を開催します。
　最寄りの会場にぜひご参加ください。（受講された方に
は記念品があります。）

日　時　 ９月９日（土） 午前10時～正午
場　所　 水戸市内原中央公民館　水戸市内原町1395－６
　　　　 日本赤十字社茨城県支部　水戸市小吹町2551

　　日本赤十字社茨城県支部　事業推進課
　　☎029－241－4516　FAX029－241－4714

赤十字家庭看護法指導員
派遣のお知らせ（日赤茨城県支部）

　赤十字では、健やかな老年期を過ごすために必要な知
識・技術・考え方についての家庭看護法講習会を開催し
ております。講習コ－スは、短期講習（２時間）・一般講習
（５時間）・養成講習（４日間）のコ－スがあります。
　短期講習会及び一般講習会は、10名以上でお申込み
の場合、ご希望の日時・場所へ指導員を派遣しますので、
お近くでの会場で受講が可能になります。
　なお、支部で開催する講習会には、１名から参加が可
能です。内容（寝返りや起こし方・排泄や食事のお世話・認
知症の理解・老年期の理解などの中から選べます。）
　諸費用・日時など詳細は、日赤茨城県支部までお問い
合わせください。

　　日本赤十字社茨城県支部　水戸市小吹町2551　
　　☎029－241－4516　FAX029－241－4714
　　ホ－ムぺ－ジ http：//www．jrci．jｐ

遺族年金・障害年金からの
介護保険料特別徴収（天引き）について

　これまで遺族年金及び障害年金の受給者の皆さまには、
個別に市町村の窓口で納付、銀行預金等から口座振替
の手続きを行っていただき、介護保険料を納めていただい
ていました。
　介護保険制度を運営する市町村等から、毎月の手続き
の負担軽減や納め忘れの防止のため、介護保険料を天
引きする年金の種類を増やしてほしいとの要望が寄せられ
ていました。
　こうした要望を受けて、平成18年10月から、遺族年金
及び障害年金についても、介護保険料を天引きする年
金とすることになりました。（年額18万円以上受給され
る見込み等の要件を満たす方が対象です。）これにより、
市町村は介護保険料の未納付を防止できることとなり、
一方、被保険者の方にも介護保険料を納める手続きが
簡素化されることになります。
　なお、今までどおり、介護保険料の算定の際に遺族年金
及び障害年金の受給額は、所得に含まれません。

　　厚生労働省老健局介護保険課企画法令係
　　☎03－5253－1111　内線2164
問

アイドリング・ストップに
ご協力ください

　皆さんは、駐車中にエンジンをかけ続けてはいませんか。
　駐車中にエンジンをかけ続けることは、直接的には近
隣住民の方々に悪臭や騒音などの迷惑を掛けるばかりで
なく、健康への影響が懸念される窒素酸化物や地球温暖
化の原因となる二酸化炭素が排出され、大気環境、さらに
は地球環境の保全にも影響を与えることになります。
  このため県では、昨年10月に施行した「茨城県生活環境
の保全等に関する条例」において，新たに、自動車の排出
ガス対策として、「自動車を運転する者は、駐車時にはエ
ンジンを停止するように努めなければならない」などの規
定を設け、アイドリング・ストップの普及に努めているとこ
ろです。
　自動車の排出ガスを少しでも減らし、いばらきのきれい
な空気と青い空を守っていくためには、県民の皆さん一人
一人の自主的な取り組みが大変重要になっています。
　駅やスーパーなどで人を待っている時、コンビニなどで
買い物をする時、荷物を積み下ろす時など、駐車時のアイ
ドリング・ストップに努めましょう。

　　県環境対策課　☎029－301－2961　
　　　　　　　　　FAX029－301－2969

年金相談
◆常陽銀行小川支店　　☎58－2424
　９月19日  午前10時～午後３時

◆常陽銀行美野里支店　☎46－3112
　９月21日  午前10時～午後３時
※予約願います。

問

問

問

一般特定疾患医療受給者証の
継続申請はお済みですか？

対象者　平成18年9月30日までの医療受給者証をお持
　　　　ちの方で継続を希望される方
　　　　※９月30日までに申請が必要です。
　　　　　10月１日以降の申請は新規扱いとなり、公費
　　　　　負担が受けられない期間が発生します。
　　　　　申請がお済みでない方は、下記までお早めに
　　　　　お問い合わせください。

　　水戸保健所　保健指導課　一般特定疾患担当
　　☎029－241－0571
問

小川文化センター自主文化事業

美野里オープンシングルステニス大会美野里オープンシングルステニス大会

平成１８年度県政ふれあいバス参加者募集



平成 18年 8月 24日　お知らせ版 7

■日　　時　10月15日（日） 午後0時30分、3時30分開演（２回公演）
■入場料金　1,500円（全席指定）　【チケット発売中】

日　　程　９月17日（日）　予備日　９月24日（日）　午前８時30分受付
会　　場　希望ヶ丘公園テニスコート
競技種目　男子シングルス（A・B・C・壮年）
　　　　　女子シングルス（A・B・C）
　　　　　【Aは上級者（県大会本選出場者又は希望者）、Bは中級者、Cは初級者、壮年は50歳以上（男子）】
競技方法　１セットマッチ（６－６タイブレーク） リーグ戦後、順位トーナメント（但し、申込数によりトーナメン
　　　　　ト戦の場合あり）
参 加 料　1,000円（当日徴収）
申込期間　９月５日（火）まで
主　　催　小美玉市美野里テニス協会

小川文化センター自主文化事業小川文化センター自主文化事業小川文化センター自主文化事業

美野里オープンシングルステニス大会美野里オープンシングルステニス大会美野里オープンシングルステニス大会美野里オープンシングルステニス大会

しまじろう　ふしぎなもりのものがたり

■日　　時　10月21日（土） 午後2時、6時開演（２回公演）
■入場料金　Ｓ席6,500円、Ａ席5,000円、Ｂ席3,000円（全席指定・当日500円増）
■電話予約開始日　８月26日（土） 午前8時30分～

五木ひろしコンサート

■日　　時　11月23日（木･祝） 午後6時開演
■入場料金　6,000円（全席指定・当日500円増）
■電話予約開始日　９月10日（日） 午前8時30分～

中村雅俊コンサート

ⓒBenesse Corporation /しまじろう

平成１８年度県政ふれあいバス参加者募集平成１８年度県政ふれあいバス参加者募集

小川文化センター　☎５８－０９２１【申込み・問い合わせ】

希望ヶ丘公園管理センター　☎４７－０１６７　FAX４９－１０６６
テニス協会事務局　猪狩  090－2556－6018
（E－mail：koji.igari@city.omitama.lg.jp）

【申込み・問い合わせ】

コース名 見学施設及び見学内容 発着場所 発着時刻 定員

県政ふれあいコースB
10月26日(木)

◆茨城県原子力オフサイトセンター
◆大洗わくわく科学館
　（日本原子力研究開発機構）

30人水戸合同庁舎
集合    9:10
出発    9:20
帰着  16:00

参加対象　県内に居住する15歳以上の方（中学生及び県職員は除く）
申込方法　往復はがきに必要事項（住所、氏名、電話番号、年齢、性別、職業又は学年、希望日、コース名及
　　　　　び発着場所）を記入のうえ、下記宛先までお送りください。

なお、１枚のはがきで４名まで申込みできますが、必要事項は参加希望者全員分をご記入いた
だくようお願いします。

申込期限　9月29日（金）
〔申込み・問い合わせ〕　　〒301-0802　水戸市柵町1-3-1
　　　　　　　　　　　　茨城県県北地方総合事務所 県民生活課　県政ふれあいバス担当
　　　　　　　　　　　　TEL　029－225－2490
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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

AEDを学ぼう！AEDを学ぼう！AEDを学ぼう！AEDを学ぼう！

平成18年9月3日（日）～9月9日（土）

大切な人を救うため、あなたの手のぬくもりをください！！

★９（きゅう）と９（きゅう）で「きゅうきゅうの日」、すなわち救急の日です。
　「救急の日」は救急業務及び救急医療に対して皆様方の理解と認識を深めていただくために、昭和57年に定
められました。以来、毎年９月９日を「救急の日」とし、この日を含む1週間を「救急医療週間」として、応急手当等
の救急講習会を中心とした救急に関する様々な行事が実施されています。また、平成16年７月から、一般の方
でも緊急時にAED（自動体外式除細動器）を使用することが出来るようになりました。普通救命講習会では、AED
の取り扱いを含め、皆さんに使用できるよう実施いたします。AEDは心臓に電気ショックを安全にあたえるための
機器で、心臓発作による突然死などへの救命にはとても有効です。

＊救急出場は約５時間６分に１回の割合で出場
＊１日平均　約５件のペース
＊救急車が現場までの平均到着時間　約７分です。
　救急車が、到着するまでの間、適切な応急手当を行えるか、行えない
　かが、傷病者の生死に大きな影響を与えることとなります。

小川消防署
美野里消防署
玉里消防署
合　　　　計

705件
634件
377件

1,716件

救急出場件数
☆平成17年中の各消防署の救急出場件数

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

7月中 累　計

0

154

85

29

21

19

20

1,071

642

174

108

147

急　　病

交通事故

一般負傷

そ  の  他

　9月21日(木)～24日(日)、石岡ゴルフ倶楽部(小美玉市世楽1050-1)にて、ゴルフトーナメント「2006アコムイン
ターナショナル」が開催されます。

家族みんなで楽しめるイベントがいっぱい!
　◆女性のためのリラクゼーションコーナー　21日(木)～24日(日)

　◆ゴルフレッスン会・試打会　　　 23日(土) ･ 24日(日)

　◆選手との記念撮影会　　　　　 23日(土)

　◆選手サイン入りキャップ販売　　21日(木)～24日(日)

　◆とっとこハム太郎　着ぐるみショー＆ふれあい撮影会　24日(日)

　◆楽しい遊び道具を用意した「こどもひろば」やお買い

　　得商品を揃えた「ゴルフギアショップ」も開催！

ボランティアスタッフ募集中です
大会運営を支えていただける方、ぜひご参加ください！
◆問い合わせ･申込み◆
　㈱ダンロップスポーツエンタープライズ内
　アコムインターナショナル ボランティア事務局
　　☎03-3221-3405

　観戦には、お得な前売り券5,000円(各日共通券4枚、
石岡ゴルフ倶楽部ほかプレー割引券2枚)と、ファミリー
券3,000円(各日共通券2枚、石岡ゴルフ倶楽部ほかプ
レー割引券1枚、ソフトドリンク券4名分)があります。
◆前売り券・ファミリー券の問い合わせ◆
　石岡ゴルフ倶楽部まで　☎５８－５１１１

アコムインターナショナル開催アコムインターナショナル開催アコムインターナショナル開催

※これらはチャリティイベントです。収益金は、小美玉市社会福
　祉協議会に寄付される予定です。

200６

9月・10月のおはなし会

■
■
■
■
■

9月・10月のおはなし会
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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

AEDを学ぼう！AEDを学ぼう！

アコムインターナショナル開催

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

9月・月・1010月のおはなし会月のおはなし会

・ ９月 ９日（土） 午前10時30分～
・10月14日（土） 午前10時30分～
・10月28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

・ ９月 ９日（土） 午前10時30分～
・10月14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

・９月30日（土） 午前11時～

美野里公民館図書室
美野里公民館

開館
時間

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

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

10　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

3

10

17

24

31

＊■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。
＊■は小川図書館の休館日です。（蔵書点検のため、9月16日から30日まで休館します。）
＊■は玉里図書館の休館日です。（蔵書点検のため、10月17日から31日まで休館します。）

2

9

16

23

30

小川図書館・玉里図書館休館のお知らせ
　蔵書点検のため、下記の期間は休館となります。

　利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、その間は他の図

書館・図書室をご利用ください。

小川図書館：  9月16日（土）～  9月30日（土）

玉里図書館：10月17日（火）～10月31日（火）

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

9月・月・1010月のおはなし会月のおはなし会9月・10月のおはなし会
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休日診療当番医(外科)

　

【問い合わせ】

人　口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53,630人（- 13）
　男　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,238人（+  7）
　女　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,392人（- 20）
世帯数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,284戸（+29）

人口と世帯数（平成18年8月1日現在）

・国保税　　　　　　　第6期

9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）

９月17日・18日・23日・24日
◆受付　午前９時～11時30分
　　　　午後１時～３時30分

９月16日・17日・18日・22日・23日・24日・30日
◆受付　午後７時～10時30分

休　日

夜　間

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。

９月6日

９月13日

９月20日

９月27日

　社会福祉協議会玉里本所
　☎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
※社会福祉協議会玉里本所
　☎３７－１５５１

9月9月9月
◆受付  午前９時～11時30分・午後１時～３時30分

日
17
18
23
24

 外　　　科
斉藤病院
石岡循環器科脳神経外科病院
関クリニック
友部整形外科

（石岡市）
（小美玉市）
（石岡市）
（石岡市）

☎（26）2131
☎（58）5211
☎（23）8300
☎（26）2339

9月9月9月

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。

9月 6 日
午前10時～正午
玉里保健福祉センター
小出智惠子　相談委員

9月13日
午後1時30分～3時30分
小川総合支所1階　会議室
中島　庸夫　相談委員

9月22日
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

(　　）は前月比

行 政 相 談

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。

成　人　式成　人　式成　人　式

日　　時　9月22日（金）
　　　　　午前10時～午後3時

場　　所　四季健康館
相談担当　茨城県福祉相談センター

秘書広聴課　市民相談係
☎48－1111　内線1212

成人式は1月7日に行います！
　平成18年度小美玉市成人式典は、平成19年

1月7日（日）午前11時から（受付：10時から）、

小川文化センター

（小川225番地）で行

うことになりました。

詳細については後ほ

どお知らせします。

【問い合わせ】 社会福祉課（四季健康館内）児童福祉係
☎48-0221　内線207

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


