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と　　き　　３月18日（木）午後７時～９時　（受付　午後６時30分～）
と こ ろ　　四季文化館（みの～れ）風のホール

講　　話　　谷河原町会（常陸太田市）
　自分達の地域は自分達で良くしていくため
に積極的に協力するのが私達流。
　行政に全て頼らなくても、自分達の力で解
決できることがある。
　道路の拡張工事を地域のみんなで計画して、
用地交渉から具体的な設計、工事までを行っ
たり、エコライフ運動を展開したりと自主的・
主体的な取り組みを行っています。

入 場 料　　無料
定　　員　　100名　※定員になり次第締め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

対象者　○認定基準に該当する肝臓機能障がいのある方
　　　　○肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方

手続き　申請書、診断書、写真（縦4cm×横3cm）を下記の申請窓口に提出してください。
　　　　※申請書と診断書の用紙は、申請窓口に置いてあります。
　　　　※診断書は、身体障がい者手帳指定医が作成したものに限ります。

認定基準
主として肝臓機能障がいの重症度分類であるChild－Pugh分類によって判定します。３カ月以上グレー
ドＣに該当する方が、概ね身体障がい者手帳の交付対象となります。ただし、診断前の６カ月間にアル
コールを摂取している方等は対象とはなりません。
※Child－Pugh分類
肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値によって肝臓機能障
がいの重症度を評価します。
申請窓口
□社会福祉課 障がい福祉係（玉里総合支所内） 
□小川福祉事務所（小川総合支所内）　□美野里福祉事務所（四季健康館内）
【問い合わせ】　社会福祉課　障がい福祉係　☎４８－１１１１　内線3121・3122

「市民協働のまちづくり」
おみたまふるさと塾閉講式記念講話

平成22年４月から
肝臓機能障がいによる
身体障がい者手帳が交付されます。
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・新しい保険証は３月 20日から郵送します。
安全･確実にお届けするために、「簡易書留郵便」で郵送します。
新しい保険証が届きましたら、保険証に書かれている内容を必ずご確
認ください。（旧保険証は、裁断等の処理をしていただくか市役所・各
総合支所・四季健康館・羽鳥出張所まで返還をお願いします。）

※　不在でお受取りができなかった場合は、次の方法でお受取りください。
 ・４月５日からは、市役所医療保険課窓口での受取りとなります。本人確認のため、運転免許証あるいは、
旧保険証が必要となりますので、お持ちください。

 ・４月 12日以降は、各総合支所窓口課でもお受取りできます。

【問い合わせ】
★　配達時に不在でお受取りできなかった場合は、
 ・４月４日までは、コールセンター（☎２２－６２１１）でご確認ください。
 ・４月５日以降の問い合わせは、（☎４８－１１１１）医療保険課となります。

平成22年４月１日から
国民健康保険証が新しくなります

保険証を
大切に！



4 お知らせ版　平成 22年 2月 25日

◎平成22年度から『納税袋の全戸配布』は行いません。
納税袋が必要な方は、４月下旬に、税務課（本庁１階）および総合窓口課（各支所１階）、羽鳥出張所に
備えますので、ご利用ください。

◎納税には、口座振替が便利です。
　＜口座振替ができる金融機関＞
　常陽銀行・茨城県信用組合・水戸信用金庫・中央労働金庫・東日本銀行・筑波銀行・常陸小川農業協同組合・
　美野里町農業協同組合・ひたち野農業協同組合・ゆうちょ銀行

納期内の納付に努めましょう！
　納付期限までに納付されない場合には、督促状や催告書をお送りします。
納付期限を過ぎると、納期内に納付した方との公平性を保つために、督促手数料や延滞金を納めていただくこ
とになります。

【問い合わせ 】　☎４８－１１１１
　固定資産税、市県民税、軽自動車税……………税　務　課　内線1121～1129
　国民健康保険税……………………………………医療保険課　内線1102・1104
　後期高齢者医療保険料……………………………医療保険課　内線1105～1107
　介護保険料…………………………………………介護福祉課　内線3115～3117

平成22年度 納期のお知らせ
納付期限 固定資産税 市県民税 軽自動車税

国民健康
保険税

介護保険料
後期高齢者
医療保険料

計

4月30日
第1期・全期 第1期（暫定）

5月31日
第1期 第1期（暫定）

6月30日
第1期・全期 第2期（暫定） 第2期（暫定）

8月  2日
第2期 第3期 第1期

8月31日
第2期 第4期 第3期 第2期

9月30日
第5期 第3期

11月  1日
第3期 第6期 第4期 第4期

11月30日
第7期 第5期

12月27日
第3期 第8期 第5期 第6期

1月31日
第4期 第9期 第7期

2月28日
第4期 第10期 第6期 第8期



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
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期　　日　３月 13日（土）～ 20日（土）　午前９時 30分～午後５時（ただし、15日（月）は休館）
会　　場　生涯学習センターコスモス 集会室　＊入場無料　
報告・講演会　３月 20日（土）　午後２時～４時
報　　告「御留川って何？」…古文書から… 本調査研究会長　池上和子
講　　演「霞ケ浦の漁具・漁法の発達」霞ヶ浦アカデミー・農学博士（水産学）　浜田篤信氏
主 　 催　小美玉市玉里古文書調査研究会
共　　催　小美玉市教育委員会／玉里史料館　
問い合わせ　池上　☎２６－１６１３
　　　　　　生涯学習センター（コスモス）　☎２６－９１１１

　大正琴を通して音楽に親しんでみませんか？簡単な曲を
一緒に弾いてみましょう。
　また、教室の生徒さんと講師によるミニコンサートもあ
ります。

曲名：荒城の月、北国の春　ほか

と　　き　３月 18日（木）　午前 10時 30分～
　　　　　玉里 B&G海洋センター　１階会議室
 　３月 19日（金）　午前 10時 30分～
　　　　　農村女性の家
講　　師　木村流大正琴水戸支部　生駒万里子
連 絡 先　清水　☎４６－２６００
　　　　　生駒　☎０９０－８５９８－５９４４

　私たちの生命は食生活により作られるという考え
方にもとづいた薬膳を、身近な食材でつくります。

と　　き　３月 17日（水）　午前 10時～午後 1時
と こ ろ　農村女性の家　農産加工室
講　　師　中医薬膳教室　講師
参 加 費　1,200円（受講料400円、教材費800円）
募集人員　16名（先着順）
　　　　　※１人２名までお申込みできます。
申 込 み　３月４日（木）～ 10日（水）
　　　　　３月４日（木）、5日（金）、10日（水）　⇒
　　　　　午前９時～午後 5時
　　　　　３月６日（土）、9日（火）　⇒
　　　　　午前９時～正午
　　　　　３月８日（月）　⇒　休館日

農村女性の家（☎４８－１７５７）へ参
加費を添えてお申込みください。
ただし、
３月６日（土）、９日（火）　⇒　正午～午後５時
３月７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（☎４８－１１１０）へ参
加費を添えてお申込みください。

持参するもの　米 1合、エプロン、三角巾、筆記用具

　土浦石岡地方社会教育センター一部事務組合では、土浦
市、石岡市、かすみがうら市、小美玉市、阿見町の広域的
な生涯学習・社会教育の施設として、各種講座の開催、同
好会の支援事業を展開してきました。しかし近年、各構成
市町の公民館等で同様な事業や活動がなされていることか
ら、本年３月 31 日をもって当組合の解散をすることにな
ります。解散後は、土浦市が事業を引き継ぎ「生涯学習館」
として各種講座等を行っていきます。
　圏域の方は、これまで同様ご利用できますのでお気軽に
講座等にご参加ください。
　永い間、当組合の事業・運営に対し、ご理解ご協力をい
ただきまして誠にありがとうございました。

江戸期・涸沼・大網引

漁具の今昔
図解・写真

新発見
御留川図

鈴木家ほか
古文書

水鳥
モチ縄図

御留川範囲
図表

魚・水鳥
図説

調査研究報告、古文書にみる『水戸藩 玉里御留川』・刊行記念 展示会
江戸期・霞ヶ浦の漁業と漁民がよみがえる

－水戸藩『玉里御
お

留
とめ

川
が わ

』とは何？－

手作り講座
はじめての家庭薬膳教室

大正琴無料体験講座＆
ミニコンサート

土浦石岡地方社会教育センター一部事務組合の
解散について
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●母子保健事業

●成人保健事業

と　き と　こ　ろ 事業名（受付時間） 対　象　者

6 火 四季健康館 育児相談（9:30～11:00） 乳幼児と保護者

7 水 小川保健相談センター 10か月相談（9:30～10:00） 小川・玉里（平成21年5月～6月生）

8 木 四季健康館 ４～５か月健診（13:00～13:30） 美野里（平成21年10月～11月生）

9 金 四季健康館 ポリオ（13:00～13:30） 生後3か月～90か月未満 四季健康館

13 火 玉里保健福祉センター ２歳児歯科健診（13:00～13:30） 小川・玉里
（平成19年12月～平成20年1月20日生） 

14 水 小川保健相談センター ポリオ（13:00～13:30） 生後3か月～90か月未満

16 金
四季健康館 １歳６か月児健診（13:00～13:30） 美野里（平成20年8月～9月生）

玉里保健福祉センター ハローベビー教室：妊娠編（9:15～9:30） 妊婦およびご家族

21 水 四季健康館 ポリオ（13:00～13:30） 生後3か月～90か月未満

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

27 火 小川保健相談センター ３歳児健診（13:00～13:30） 小川・玉里
（平成18年10月～11月生）

28 水 小川保健相談センター ポリオ（13:00～13:30） 生後3か月～90か月未満

と　き と　こ　ろ 事業名（受付時間） 対　象　者

8 木 小川保健相談センター こころのデイケア（9：30～10：00） 希望者※事前要予約

15 木 玉里保健福祉センター こころの健康相談（9：30～10：00） 希望者※事前要予約

22 木 四季健康館 こころのデイケア（9：30～10：00） 希望者※事前要予約

当番日
小川地区・美野里地区 玉里地区
当番業者名・連絡先 連絡先

3 月 20 日 ㈲広瀬商事 ☎53－0833

湖北水道企業団
☎ 24－3232

3 月 21 日 ㈲長谷川設備 ☎46－0553

3 月 22 日 ㈱出沼興業 ☎58－2467

3 月 27 日 ㈱スズヤ ☎46－0007

3 月 28 日 中村工業㈱ ☎58－3025

※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。
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次回お知らせ版４月号の発行日は３月25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


