
　現在、車道や歩道の一部に、樹木の張り出しや雑草の繁茂により通行が妨げられ、防犯上望ましくない
箇所が見受けられます。また、枝の張り出しや倒木が原因で歩行者等に事故が発生した場合は、当該樹木
の所有者が責任を問われる場合があります。特に、次の場合はご注意ください。
　①観賞用樹木の枝や生垣が、車道や歩道に張り出している。
　②枯れ木や折れ枝、雑草などにより通行が妨げられている（またはそのおそれがある）。
　③竹林の繁茂により通行が妨げられている（またはそのおそれがある）。
　このような樹木の所有者の皆さまには、トラブルにまきこまれることのないように、樹木・雑草の伐採
または枝払いをお願いします。
　また、普段の管理に加え、強風や大雨の後には特にご注意ください。

〈作業時の注意事項〉
１．電線や電話線のある箇所の作業は、危険を伴う場合がありますので、事前に最寄りの東京電力（株）ま
たはNTT 各支店に連絡し、立会いのもとで行ってください。

２．作業にあたっては、通行する車両・自転車および歩行者の安全確保と樹木からの転落防止などを十分
ご配慮ください。

３．道路交通を止めて作業する場合は、石岡警察署への道路交通法の手続きが必要となりますのでご相談
ください。

【問い合わせ】
　・県道に関すること　水戸土木事務所道路管理課　☎０２９－２２５－４０６１
　・市道に関すること　小美玉市役所　管理課　　　☎４８－１１１１　内線 1434

　「小美玉市公用バス管理および使用に関する規程」については、「広報お知らせ版７月号」の１、12、13ページでご覧
いただいたところですが、市公用バス使用申請書の受付については、従来どおり各支所および本庁で行っています。
　なお、公用バス利用状況等のお問い合わせは、本庁総務部管財検査課管理係（☎４８－１１１１内線1273）まで
お願いします。

口座をお持ちでない方には、窓口での現金給付も受付けていますので下記までお問合せください。

道路へ張り出している樹木・雑草は刈っておきましょう道路へ張り出している樹木・雑草は刈っておきましょう

申請はお済みですか？申請はお済みですか？申請はお済みですか？申請はお済みですか？

の申請受付が始まっています

申請の受付は10月7日（水）までです申請の受付は10月7日（水）までです申請の受付は10月7日（水）までです
小美玉市役所　定額給付金事業推進室　　☎４８－１１１１　内線1196～1198

※申請したか
※指定の口座に入金されたか

●「市公用バス」ご利用について

ご確認ください

定額給付金 子育て応援特別手当

888
Omitama  Public  Information

川
野里

里
小 美 玉
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〒319-0192 小美玉市堅倉835番地　TEL 0299-48-1111　FAX 0299-48-1199　●ホームページ http://www.city.omitama.lg.jp/



2 お知らせ版　平成 21年 7月 30日

小美玉市農業用廃プラスチックの回収を行います
　農業用廃プラスチックの適正処理につきまして、平成21年度の使用済み「農業用ビニール（塩化ビニル）」
並びに「農業用ポリエチレンフィルム等」の回収日程等をお知らせします。
　新規に排出される方は、搬入方法および登録料・排出負担金等の詳細を農政課振興係までお問い合わせ
ください。なお、昨年までに排出された方には、回収日程等を改めて通知します。

【問い合わせ】
　小美玉市農業用廃プラスチック適正処理推進協議会事務局
　農政課振興係　☎４８－１１１１　内線 1153・1155

　市では、ごみの減量化や生活環境の保全を目的に、生ごみ処理機等の設置にご協力いただける方へ、そ
の購入費用の一部を補助しています。

予算が無くなり次第受付を終了しますので、購入前にお問い合わせください。
●補助対象者
　市内に住所を有する方。ただし、法人は除きます。
●補助額

●補助金交付の対象および注意事項
　１）コンポスト容器は有効容量が 100 リットル以上のもの
　２）生ごみ処理機は屋内設置が可能なもの
　３）材質が耐水性および耐久性を備えたもの
　４）臭気等の発散および雨水等の流入を防止するためのふたを備えたもの
　５）補助の範囲は、1世帯当たり 1基を限度とします
＜手続きの流れ＞
　１．交付申請（所定の申請用紙を提出してください。）
　　　※申請時に、購入内容および容量等が確認できる書類（パンフレット、見積書など）を添付してください。
　２．交付決定の通知（市役所から申請者への通知）
　３．実績報告（生ごみ処理機等を購入後、所定の報告用紙を提出してください。）
　　　※提出時に領収書の添付が必要です。
　４．補助金の支払い（実績報告書の審査後、補助金を交付します。）
【申込み・問い合わせ】　市民生活部　環境課　☎４８－１１１１　内線 1145

◎回収日および時間
　〔小 川 地 区〕

種　　別
農　ビ

（塩化ビニル）

農ポリ
（ポリエチレンフィルム等）

回収予定日 搬入受付時間 集積場所

ＪＡ常陸小川
営農ステーション内

9月29日（火）
平成22年  1月12日（火）

11月  6日（金）
平成22年  2月16日（火）

午前９時～午後２時

午前９時～正午

　〔美野里地区〕
種　　別
農　ビ

（塩化ビニル）
農ポリ

（ポリエチレンフィルム等）

回収予定日 搬入受付時間 集積場所

ＪＡ美野里町
農産センター内

8月31日（月）
平成22年  2月  8日（月）

9月25日（金）
平成22年  1月22日（金）

午前９時～午後２時

午前９時～正午

　〔玉 里 地 区〕
種　　別

農　ビ（塩化ビニル）
農ポリ（ポリエチレンフィルム等）

回収予定日 搬入受付時間 集積場所
ＪＡひたち野

玉川野菜集荷場内平成22年  2月  4日（木） 午後１時～３時

種　　類
コンポスト容器
生ごみ処理機

補　　助　　額
1容器につき購入価格の 3分の 1（100 円未満切捨て ) とし、2,000 円を限度とします。
1基につき購入価格の 3分の 1（100 円未満切捨て ) とし、8,000 円を限度とします。
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※児童扶養手当・・・父と生計をともにしていない児童のための手当て
※特別児童扶養手当・・・障がいのある児童のための手当て
　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）の用紙を送付します。

●期限内に、必ず提出しましょう！　
　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。

問い合わせ　
　○児童扶養手当に関すること
　　社会福祉課子育て支援室（玉里総合支所内）　☎４８－１１１１　内線 3226
　○特別児童扶養手当に関すること
　　社会福祉課障がい福祉係（玉里総合支所内）　☎４８－１１１１　内線 3122

児童扶養手当・特別児童扶養手当を
認定されている方へ

　市では、不妊治療を受けられたご夫婦に対して、不妊治療費の一部助成を行っています。

■助成を受けることができる人
　次の要件をすべて満たす方です。
　・夫または妻のいずれか一方が市内に１年以上住所を有すること。
　・特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断され、
特定不妊治療を受けた者であること。

　・茨城県不妊治療費補助金の交付決定を受けた夫婦であること。
　　※茨城県不妊治療費助成事業の申請窓口：水戸保健所　☎029－244－2828

■助成の内容
　平成21年４月１日以降に開始した、特定不妊治療に要した費用（入院費や食事代など治療に直接関係の
ない費用は含まれません。）から、茨城県不妊治療費補助金を控除した額について、１年度あたり５万円を
限度に通算２年間を補助します。

■申請方法
　茨城県不妊治療費補助金交付決定通知書の写しと、領収書の写しを添えて、次の申請窓口に申請してく
ださい。
　【申請窓口】小美玉市福祉事務所　　
　　●社会福祉課子育て支援室（玉里総合支所内）　　　●小川支所福祉係（小川総合支所内）
　　●美野里支所福祉係　　　  （四季健康館内）

■問い合わせ
　社会福祉課子育て支援室　☎４８－１１１１　内線 3226・3227

●医療機関で受診し、1カ月の自己負担限度額（高額療養費算定基準額）を超えたときは、病院の窓口で「限
度額適用認定証」を提示することで、支払額が自己負担限度額までとなり、多額の現金を支払う必要があ
りません。
　現在発行されている「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は
平成21年７月31日です。更新の手続きをお願いします。

交付申請方法等
　①申請を行う世帯に、国民健康保険税の滞納がないことが要件です。
　②保険者証と印かんを持参して、医療保険課または各総合支所総合窓口課で交付申請をしてください。
問い合わせ　医療保険課　☎４８－１１１１　内線 1103

不妊治療費の一部助成を行っています

国保の「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新について国保の「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新について
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対 象 者：幼児期に三種混合・二種混合予防接種を３回以上接種したお子さんで
　　　　　小学校６年生になるお子さんです。
接種回数：１回
接種場所：子どもの予防接種委託医療機関（P.５参照）
接種方法：母子健康手帳
　　　　　予防接種予診票（学校を通じて配布しています。市外通学のお子さんは郵送してあります。）
負 担 金：無料
接種期限：平成 22年３月 31日（水）
注意事項
　　＊接種期限を過ぎると任意接種となり自己負担となります。
　　＊幼児期の接種が３回未満の場合は、お問い合わせください。

　日本脳炎の予防接種について、接種後に急性散在性脳脊髄炎（ＡＤＥＭ）の健康被害が起こる可能性が否定
できないという報告があり、平成17年５月から日本脳炎予防接種の積極的な勧奨は差し控えていましたが、
新ワクチンが承認され平成21年６月２日付けで定期予防接種再開となりました。
　ただ新ワクチンの供給が十分でないのと、接種における有効性および安全性は確立されていないとして、新
ワクチンでの接種は１期対象に限ります。
　引き続き積極的な勧奨は差し控えるよう国からの通知がありましたのでご了解ください。

 新ワクチンの受け方
対 象 者：1期（初回２回・追加１回）　3歳以上７歳６ヵ月未満
接種場所：子どもの予防接種委託医療機関（P.５参照）
接種方法：母子健康手帳・予防接種予診票を持参してお受けください。
　　　　　　（予診票がない方は、右記問い合わせ先までお越しください。）
負 担 金：無料
備　　考：積極的な勧奨は差し控えます。
注意事項
　　１期対象者：３歳から７歳６ヵ月未満の幼児は従来の旧ワクチンで同意書を書いてからの接種も可能
　　２期対象者：小学４年生　　従来の旧ワクチンで同意書を書いてから接種
　　＊ １期、２期の対象者でない方は任意接種となり自己負担となりますのでご注意ください。

 麻しん風しん混合予防接種第１期・第２期について
　平成18年度から予防接種法の一部改正により、麻しん、風しんの予防接種が、麻しん風しん混合ワクチン
を用いた２回接種となりました。
　接種対象者は次に該当する方です。対象となる方はお早めにお受けください。

区　分

第１期

第２期

１回
無　料

１回

対　　象　　者 接種回数 個人負担金

生後 12 ヵ月から 24 ヵ月未満（１歳児）
※１歳の誕生日を迎えたら、できるだけ早く接種を受けましょう。

小学校入学前の、いわゆる保育園や幼稚園年長児
（平成 15年４月２日から平成 16年４月１日生まれ）



平成 21年 7月 30日　お知らせ版 5

◇子どもの予防接種委託医療機関◇

◆予防接種の受け方について
　◎接種期限：平成22年３月31日まで
　◎費　　用： 無　料　　※ただし接種期間を過ぎた場合は自己負担（有料）となります。
　◎接種方法：予防接種指定医療機関へ電話予約し、予診票（紛失した場合は下記問い合わせ先までお越しく

ださい。）・母子健康手帳・予防接種カード等を持参してお受けください。
　　※接種対象の方で麻しんまたは風しんにかかったことのある方でも、麻しん風しん混合ワクチン予防接種

を受けることができます。
　　※インフルエンザの予防接種時期と重ならないよう夏休み中に接種しましょう。

【問い合わせ】　　健康増進課（四季健康館内） 　☎４８－０２２１
　　　　　　　　小川保健相談センター　　　 ☎５８－１４１１
　　　　　　　　玉里保健福祉センター　　　 ☎４８－１１１１（本庁経由）

区　分

第３期

第４期

１回
無　料

１回

対　　象　　者 接種回数 個人負担金
中学１年生に相当する年齢の方
（平成８年４月２日から平成９年４月１日生まれ）
※各中学校において集団接種を実施しましたが、まだ受けていない方は
　医療機関にて受けてください。
高校３年生に相当する年齢の方
（平成３年４月２日から平成４年４月１日生まれ）

58‒4866

58‒1131

48‒0034

46‒2551

48‒2118

36‒7777

36‒8101

58‒2711

58‒3185

37‒1055

26‒1271

029‒221‒2336

029‒241‒1762

029‒243‒1053

029‒253‒3306

59‒2026

029‒831‒7937

029‒831‒3803

029‒832‒2020

59‒6666

電話番号医 療 機 関 名

長島内科　

小川南病院　

新澤医院　

羽鳥医院　

美野里病院　

けやきクリニック　

希望ヶ丘ひきクリニック　

小美玉市医療センター　

小塙医院　

やまぐち医院　

つくば病院　

丸山小児科医院　

宮本小児科医院　

五十嵐小児科医院　

平野こどもクリニック　

太田医院　

大和医院　

白井医院　

高木医院　

谷川整形外科医院　

小　
　

美　
　

玉　
　

市

水　

戸　

市

旧
千
代
田
町

22‒4321

22‒5151

26‒8055

22‒2014

22‒2874

22‒3301

36‒0510

26‒2131

26‒3130

24‒5080

23‒8300

22‒2035

22‒2415

26‒3812

22‒2146

28‒0050

43‒0016

43‒0019

36‒4120

46‒1115

電話番号医 療 機 関 名

石岡市医師会病院 

石岡第一病院 

石岡ひかりクリニック 

岡崎内科医院 

柏木医院 

川並クリニック 

ごとう内科 

斉藤病院 

山王台病院 

寿星会石岡診療所 

関クリニック 

芹澤医院 分院 

林田医院 

桧山医院 

府中クリニック 

吉田小児科医院 

江畑医院 

滝田内科歯科クリニック 

グリーンクリニック 

八郷整形外科内科病院 

石　
　
　

岡　
　
　

市

※麻しん風しん混合は、
　接種しません（ ）

 麻しん風しん混合予防接種第３期・第４期について
　平成19年に、10代20代の年齢層で「麻しん」が流行したことを受け、予防接種法の一部が改正され、平成
20年度から５年間のみ｢麻しん｣「風しん」予防接種、第３期・４期が実施されることになりました。５年間の間、
毎年中学１年生、高校３年生に相当する方が対象となります。
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◆検診日程・検診会場

◆申込みの有無等について

受診券

日　程

９／  ７（月）

１０（木）

１１（金）

１２（土）

１６（水）

検診会場

四季健康館

受付時間

◆対象・検診料金（75歳以上、身障手帳１・２級、療育手帳Aのつく方、生活保護の方は無料）

個人負担金

20～29歳

30～39歳

40～56歳

57歳以上

子宮がん
検診

５００円

○

○

○

○

視触診

５００円

○

○

乳がん検診

超音波検査

５００円

○

○

マンモグラフィ

５００円

○

○

午後０時15分～１時

子宮がん検診

子宮がん検診
乳がん検診

○

○

○

○

○

乳がん検診

○

○

○

○

未実施

　乳がんは女性のがんとしてかかる率が１位となっており、早期発見・早期治療が重要です。また、子宮がんは
死亡率が減少しているにもかかわらず、最近では20代の若い世代の発症が増えています。対象年齢になりまし
たら、年に１回は検診を受けましょう。

＜乳がん検診の対象者＞
・30～39歳の方：視触診と超音波検診のセッ
ト検診になります。

・40～56歳の方：マンモグラフィは２年に１
回になりますので、昨年受診者は超音波検
査のみの検診になります。

・57歳以上の方：視触診とマンモグラフィの
セット検診で２年に１回となります。

　・乳がん検診を希望する57歳以上の方で、H20年度受診された方は乳がん検診の受診ができません。
　・「不正出血・異常なおりもの」や乳房の「しこり・痛み」等、自覚症状がある方・毎年精密検査になる方は
各自医療機関で受診してください。また、妊娠中の方も受診できません。

　・今年度、人間ドック・医療機関等で受診された方・予定の方は受診できません。
　・各検診の１日定員数が決まっていますので、ご希望の受診日にならない場合があります。

◆申込期間：８月 18日（火）～ 28日（金）土日を除く。
　　　　　　　   平日　午前８時 30分～午後５時 30分
　　　　　　　   ＊定員になり次第締め切らせていただきますのでご了承ください。

◆申込方法　電話または直接窓口にてお申込みください。

持っている 持っていない

９／７（月）、10（木）、11（金）
12（土）、16（水）の受診券

受診券日時・問診票の
○がついた受診項目に
変更がない場合

連絡の必要はありません

受診券日時・問診票の
○がついた受診項目に
変更がある場合

申込みが必要に
なります

左記以外の
受診券の方

健康増進課（四季健康館内）　☎４８－０２２1【申込み・問い合わせ】

平成21年度介護保険料本算定納入通知書（普通徴収）を郵送します平成21年度介護保険料本算定納入通知書（普通徴収）を郵送します
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自衛官募集

　６月に市民税が確定したのを受け、平成21年度の介護保険料が確定しましたので、８月中旬に納入通知
書（普通徴収）を郵送します。
　（第１号被保険者（65歳以上）の方の保険料は、通常、特別徴収（年金から天引き）で納めていただきますが、
特別徴収ができない方については、普通徴収（納付書または口座振替）で納めていただきます。）
　○今回、主に以下のことに該当される方に、納入通知書（納付書）を郵送します。
　　・受給している年金額が、年間18万円未満の方
　　・65歳の誕生日を迎えたばかりの方（昭和19年２月２日以降生まれの方）
　　・転入したばかりの方 
　　・年金の「現況届」を出していない、または出すのが遅れてしまった方
　　・年金を受給していない、または年金を担保にしている方
　　・受給している年金が１種類で、その年金が恩給の方
　　・年金に届けてある氏名や住所が住民票と違っている方 
　　・年度の途中で年金の受給が始まった方
　　・保険料額が増額または減額になった方　など 

　○納付書で納めていただいている方には、安全・便利な口座振替ををおすすめします。金融機関に行か
なくても、口座から自動的に引き落としますので納め忘れがなく便利です。なお、口座振替の方にも「口
座振替」と印字された納付書をお送りしています。

　○介護保険料は介護保険制度を支える大切な財源です。保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。

介護福祉課　介護保険係　☎４８－１１１１（代）　内線3117【問い合わせ】

自衛隊茨城地方協力本部　百里分駐所　☎５２－１３３６【問い合わせ】

採用予定月の1日現在、
18歳以上27歳未満の男子

採用予定月の1日現在、
18歳以上27歳未満の女子

年間を通じて行っています。 8月1日（土）～9月11日（金）必着

受付時にお知らせします。 受付時または受験票交付
時にお知らせします。別途各人に通知 別途各人に通知

平成22年4月1日現在、
18歳以上27歳未満の者

平成22年4月1日現在、
18歳以上27歳未満の者

受付時にお知らせします。 9月27日（日）、28日（月）
１次：９月19日（土）
２次：10月中旬

１次：９月23日（水）
２次：10月中旬から下旬
３次：別途お知らせします。

筆記試験、口述試験、適性
検査、身体検査を実施

筆記試験、口述試験、適性
検査、身体検査を実施

１次：筆記試験、適性試験
２次：口述試験、身体検査

１次：筆記試験、適性試験
２次：航空身体検査等
３次：操縦適性検査等

応募資格

受験種目 2等陸海空士（男子） 2等陸海空士（女子） 一般曹候補生 航空学生（海上・航空）

受付期間

試験期日

試 験 場

そ の 他

・生活保護を受給している方
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方

・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入と合計所得金額の合
計が80万円以下の方

・世帯全員が住民税非課税の方で、第２段階以外の方

・本人が住民税非課税で前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80
万円以下の方（世帯に住民税課税者がいる）

・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が125万円未満の方

・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上の方

・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方

・本人が住民税非課税で上記以外の方（世帯に住民税課税者がいる）

基準額×0.50

基準額×0.50

基準額×0.75

基準額×0.83

基準額×1.00

基準額×1.13

基準額×1.25

基準額×1.50

第１段階

所得段階 対　　象　　者 負担割合 年額保険料
（平成21年度）

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

22,200円

22,200円

33,300円

36,800円

44,400円

50,100円

55,500円

66,600円

平成21年度の所得段階別年額保険料

第1号被保険者（65歳以上）の皆さまへ

平成21年度介護保険料本算定納入通知書（普通徴収）を郵送します平成21年度介護保険料本算定納入通知書（普通徴収）を郵送します平成21年度介護保険料本算定納入通知書（普通徴収）を郵送します平成21年度介護保険料本算定納入通知書（普通徴収）を郵送します
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　県では、男女共同参画に関する取り組みを推進する契機となるよう、職域、学校、地域、家庭などのあらゆる分
野における活動を通じて、男女共同参画について先駆的な功績のあった皆さまに「男と女・ハーモニー功労賞」を
授与し、表彰することとしており、現在、その候補者（個人・団体・事業所）の推薦を受け付けています。
●表彰の概要
　個人・団体・事業所の３部門について、それぞれ３者以内を表彰します。
　　個　人…★自ら新しい分野などにチャレンジし、他の模範となる功績を挙げた女性
　　　　　　★従来、女性の分野と考えられていた職業などに従事し、男女共同参画の意識醸成に貢献した男性
　　　　　　★自らの活動を通じ、男女共同参画に先駆的な功績をあげた方
　　団　体…活動実績が 3年以上で…
　　　　　　★女性の地位向上や女性に関する諸問題解決のために顕著な功績のあった団体
　　　　　　★公益的な活動を通じ、男女共同参画社会の実現に貢献した団体
　　事業所…★育児・介護休業制の充実など、安心して子育てをしながら働き続けられる職場環境づくりに努めて

いる事業所
　　　　　　★昇任や能力向上の機会の均等化など、職場における男女平等意識の確立や男女共同参画の推進に努

めている事業所
※表彰に当たっては、その候補者や候補団体、候補事業所を、市町村長または一般の県民の方々などから推薦をい
ただくこととしています。ただし、事業所の推薦については、自薦も可能です。

●推薦期限　８月19日（水）　※当日必着　
●応募方法　推薦書（小美玉市役所企画調整課にあります。また、市ホームページからもダウンロードできます。）

に記入のうえ、お申込みください。

　小美玉市茨城空港利用促進協議会では、来年３月開港予定の茨城空港の利用促進と知名度アップを目的に、平成
22年３月茨城空港開港記念「第２回小美玉ゆめ未来芸術展」の絵画を募集しています。
　小美玉で育ち学び、無限の可能性を秘めた皆さん、茨城空港から未来へ羽ばたく自分の夢を描いてください。
　応募対象者：市内小学校の５・６年生。
　　　　　　　　※なお、中学生・小学生（その他の学年）の応募も可能です。
　応 募 期 間：夏休み期間中に作成し、２学期始業時に担任の先生に提出してください。
　応 募 規 定：指定の画用紙（八つ切り／横書き）、中学生については四つ切り。
　　　賞　　：グランプリ、金賞、銀賞、銅賞のほか審査員賞を予定。
　　　　　　　※応募者全員に茨城空港特製グッズをプレゼント !
　展　　　示：平成22年２月６日（土）～14日（日）
　　　　　　　　〈会場〉四季文化館（みの～れ）　風のホール
　表　彰　式：平成22年２月６日（土） 
　　　　　　　　〈会場〉四季文化館（みの～れ）　森のホール
　主　　　催：小美玉市茨城空港利用促進協議会
　後　　　援：小美玉市、小美玉市教育委員会

小美玉市茨城空港利用促進協議会事務局（小美玉市空港対策課内）
☎４８－１１１１　内線1171・1172　　ＦＡＸ４８－１１９９【問い合わせ】

企画調整課　男女共同参画係　☎４８－１１１１　内線1232
県知事公室女性青少年課男女共同参画グループ　☎０２９－３０１－２１７８【問い合わせ】

　■「第2回小美玉ゆめ未来芸術展」の絵画を募集します！　■「第2回小美玉ゆめ未来芸術展」の絵画を募集します！

■「第2回小美玉ゆめ未来芸術展」への協賛を募集します！■「第2回小美玉ゆめ未来芸術展」への協賛を募集します！

作品テーマ「茨城空港開港に架けるワタシの夢」

「男と女・ハーモニー功労賞」
ひと ひと

候補者の推薦を募集しています！

平成22年3月茨城空港開港記念



　秋といえば、読書の秋・スポーツの秋・芸術の秋･･･。
　文化活動の祭典、文化祭のシーズンです。
　10月 30日（金）から 11月８日（日）まで「第４回小美玉市民文化祭」を開催します。
　作品展示の部・舞台発表の部・イベントの部などの参加者を募集します。皆さんの素晴らしい作品や歌や踊り
など日ごろの文化活動の成果を、ぜひ文化祭で発表してみませんか？

◆会場および開催期間

　○出品は種目ごとに 1人１点限りとし、組み作品等は別に１点とします。
　○複数の種目への出品もできます。
　　※原則として額装のガラスは不可とする。ただし、やむを得ない場合はご相談ください。
　　　（自己責任での対応をお願いします）

◆作品の搬入（持ち込み）および搬出（持ち出し）
　○会場への搬入・搬出は出品者が直接行ってください。本人の都合により、搬入・搬出ができない場合は、必
ず代理人の手配をお願いします。

　○会場への事前の持ち込みは、ご遠慮ください。

◆対象者　市内在住・在勤・在学の方、市内で活動するサークルの会員。個人でも団体でも参加できます。ただし、
１つの種目につき１会場のみの参加となります。

◆参加料　無料です。
◆表彰等　主催者においての審査・表彰は行いません。

第４回小美玉市民文化祭　参加者募集！第４回小美玉市民文化祭　参加者募集！

項　目

会　　場

開催期間

項　目

搬入･展示

搬出･返却

小川会場

10/29（木） 13：00～19：00

11/3（火･祝） 15：30～

美野里会場

10/29（木）
11/  4（水）
11/  3（火・祝）
11/  9（月）

13：00～15：00
15：30～
15：30～
15：30～

一般
幼保学校
一般
幼保学校

玉里会場

10/29（木） 13：00～19：00

11/3（火･祝） 15：30～

小川会場

小川文化センター　ほか

10/30（金）～ 11/3（火･祝）

美野里会場

四季文化館（みの～れ）ほか

10/30（金）～ 11/8（日）

玉里会場

生涯学習センターコスモス ほか

10/30（金）～ 11/3（火･祝）

作品展示部門

分　　　類 作　　品　　規　　格

20号※まで。額または仮枠をつけてください。
（※約：横幅73cm×高さ61cm以内）

半紙以上半切以内。軸装または額装・枠装と
します。

四つ切またはA4サイズ以上全紙以内。軸装ま
たは額装・枠装とします。

パネルまたは机に展示できる範囲とし、横幅
60cm×高さ160cm以内とします。

別に定めます。

横幅60cm×高さ160cm以内

90cm×90cm以内

色紙、短冊、原稿用紙等を使用します。

90cm×90cm以内

1m×1m以内（直接搬入・搬出願います。）

水墨画・油絵・日本画・絵手紙
ちぎり絵・イラスト・和紙絵・切り絵

写真（組み写真は不可）

陶芸・トールペイント・パンの花・篆刻
パッチワーク・木彫り・創作人形・彫刻
はたおり・さしこ・アートフラワーなど

習字・図画・詩画・共同工作等

洋裁・和裁・編み物・染物・押し花

生け花・フラワーアレンジメント

短歌・俳句・川柳・随筆

盆栽・ミニ盆栽

盆養・だるま・福助・懸崖・菊盆栽

種　目 （各１点の出品ができる。）

絵　　　画

書　　　道

写　　　真

工　　　芸

保・幼・小・中
学 生 作 品

手　　　芸

華　　　道

文　　　芸

盆　　　栽

菊　　　花

書・字手紙・かな書道・ペン字

てんこく



◆参加要件　必要な備品・用具などは、各自でご用意ください。飲食品を扱う方は、保菌（検便）検査を必ず受
けていただきます。

◆種　　目　囲碁大会・将棋大会・各種バザー店・各種体験コーナーなど。

期　日

10/31（土）

11/1 （日）

11/3 （火・祝）

11/7（土）

11/8（日）

小川会場

（合同発表）

民謡・詩吟・剣舞　ほか

美野里会場

（音響反射板を使う発表）

合唱・合奏・独奏　ほか

玉里会場

カラオケ 民謡・民舞・よさこい　ほか
（舞踊）

日舞・新舞踊　ほか
（音響反射板を使う発表）

合唱・合奏・独奏　ほか
幼稚園・保育園発表（予定） 詩吟・舞踊　ほか

（合同発表）

ダンス・ファッションショー　ほか

カラオケ

イベント部門

◆出 場 数　種目ごとに１人１回限りとします。ただし、複数のグループに所属している方はグループごとに出
場できます。

◆持 参 品　演奏等に使うピアノ以外の楽器・カセットテープなどは、発表者の持参となります。
◆種　　目　舞踊・詩吟・民謡民舞・カラオケ・合唱（コーラス）・独唱・朗読・手芸作品ファッションショー・ダンス・

太極拳・新体操・フラメンコ・フラダンス・フォークダンス・手話・マジック・合奏・独奏（大正琴、ハー
モニカ、鼓笛隊、ブラスバンド、金管バンド、箏、オカリーナ、吹奏楽、軽音楽、ギター、ピアノ、
バイオリン）など。

◆実 施 日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　　　　　　　　    （７月15日現在の実施日です。）

舞台発表部門

　下記の受付施設に備えてある個人および団体の出品・参加申込書に必要事項をご記入のうえ、７月30日（木）
から９月10日（木）までの開館時間内にお申込みください。
◆受付施設

出品・参加の申込方法

施設名称

小川公民館

小川文化センター

休館日

な　し

月曜日

施設名称

やすらぎの里小川

美野里公民館

休館日

月曜日

水曜日

施設名称

四季文化館（みの～れ）

生涯学習センター（コスモス）

休館日

な　し

月曜日

市民生活部　生活文化課（小川文化センター内）　
☎４８－１１１１（代）　内線２５００ 　☎ ５８－０９２１（直通）【問い合わせ】

切 り 取 り 線

第４回小美玉市民文化祭参加申込書
参加希望会場

参加する部門

参加する種目

氏　名

住　所 電話
番号

作品の題名又は曲名など

作品展示のみ
大きさ(cm)
展 示 方 法

縦（　　　   ） ×  横（　　   　） ×  高さ（ 　　　  ）

□パネルに展示　□机上に展示

－　　　　　　　－

□小川会場　　　□美野里会場　　　□玉里会場　　　□その他（　　　　　　　　　　）

□作品展示　　　□イベント　　　　□舞台発表　　　□その他（　　　　　　　　　　）

ふりがな
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　■「第2回小美玉ゆめ未来芸術展」の絵画を募集します！

■「第2回小美玉ゆめ未来芸術展」への協賛を募集します！

「男と女・ハーモニー功労賞」
ひと ひと

候補者の推薦を募集しています！

　本会では、市民の地域福祉への理解と参加、地域コミュニティの活性化を図ることをねらいに「福祉にっこりま
つり」を開催します。このイベントを盛り上げていただけるフリーマーケットの出店者を募集していますので、ど
うぞお申込みください。
（雨天時は、フリーマーケットを中止しますのでご了承ください。）

と　　き　９月 27日（日）午前 9時 30分～午後 4時
と こ ろ　小美玉市しみじみの家（生涯学習センターコスモス　隣）
応募資格　１　アマチュアであること。
　　　　　２　食べ物および生き物の販売は認めません。
　　　　　※詳細は、申込締切終了後にご説明します。
募集区画　20区画程度（2m×2m）
出 店 料　無　料
申込締切　８月 28日（金）
　　　　　※先着順ではありません。募集区画を超えた場合には、市内の方を優先させていただきます。

小美玉市社会福祉協議会（本所）　☎３７－１５５１【問い合わせ】

　「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。ご家族そろってご参加ください。

と　　き　８月 22日（土）
　　　　　午前９時～午後２時
と こ ろ　四季健康館　栄養指導室
メニュー　かじきマグロのトマトソース・カニときゅうりの黄味酢あえ・チェリー寒天
　　　　　※メニューが変更になる場合があります。
参 加 費　無　料
持 ち 物　エプロン、三角巾、筆記用具、スリッパ
募集人数　先着 20組（定員になり次第締切らせていただきます。）
指 導 者　食生活改善推進員
申込期間　８月１日（土）～ 15日（土）
申込方法　生涯学習センターコスモス（☎２６－９１１１）まで、お電話にてお申込みください。
主　　催　青少年を育てる小美玉市民の会　家庭部会

ご家庭で眠っている物や手作り品はありませんか？

ファミリークッキング

取引または証明に使用するはかりは、２年に１回定期検査を受けなければなりません。
最寄りの会場で必ず受検しましょう。

日時・会場　時間：午前 10時 30分～正午・午後１時～３時
　　　　　　【小川地区】　　８月 24日（月）　小川総合支所 防災倉庫前
　　　　　　【玉里地区】　　８月 25日（火）　玉里総合支所 庁舎前駐車場
　　　　　　【美野里地区】　８月 26日（水）　小美玉市役所　庁舎前駐車場
当日持参するもの
　　　　　　① 手数料（１台当り 520 円～3,000 円）
　　　　　　② 受検通知はがき（※受検通知がなくても受検できます）
　　　　　　③ はかり（分銅・おもりも必ず持参）

※別途料金になりますが、計量士による巡回検査制度もあります。詳細は市担当課、（社）茨城県計量協会または
茨城県計量検定所あてお問い合わせください。

問い合わせ　産業経済部　商工観光課　☎48－1111　内線 1161・1162
　　　　　　（社）茨城県計量協会　　　☎029－225－7973
　　　　　　茨城県計量検定所検査課　☎029－221－2763                           
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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

　整理収納の基本を学び機能的で快適な生
活、心豊かな生活を送りましょう。
と　　き　 9/1（開講式）、10/6、12/1、1/5、2/2、

3/2（閉講式）　
　　　　　午前 10時～ 11時 30分
と こ ろ　羽鳥公民館
募集人員　15名
講　　師　中村　信子　先生
受 講 料　2,400 円
教 材 費　その都度
持参するもの　 筆記用具（えんぴつ、消しゴム、定規、

ノート）
問い合わせ　羽鳥公民館　☎４６－１５１９

と　　き　 10/14（開講式）、28、11/11、25、
　　　　　12/2、16、1/13、27、2/10、24（閉講式）
　　　　　午後１時 30分～３時 30分　
と こ ろ　羽鳥ふれあいセンター
募集人員　15名
講　　師　田崎　秀子　先生
受 講 料　4,000 円
教 材 費　その都度（１作品につき 1,000 円程度）
持参するもの　 筆記用具、小バサミ、目打ち（先の細い

物）、まゆ等を入れる箱　
問い合わせ　羽鳥ふれあいセンター
　　　　　　☎４６－４７４８

まゆ玉から四季の花を咲かせてみましょう !

と　　き　 9/10（開講式）、17、10/8、22、11/12、
26、12/10、24、1/14、28（閉講式）　

　　　　　午後２時～４時
と こ ろ　羽鳥ふれあいセンター
募集人員　10名
講　　師　本田　百合子　先生
受 講 料　4,000 円
教 材 費　1,000 円
持参するもの　 筆記用具、指貫、はさみ、木綿糸、ティッ

シュペーパー１箱、メジャー、布団針（１
セット５本入り）

問い合わせ　羽鳥ふれあいセンター　☎４６－４７４８

と　　き　 9/1（開講式）、15、29、10/6、20、27、
11/17、24（閉講式）　

　　　　　午前 10時～正午
と こ ろ　農村環境改善センター　
募集人員　20名
講　　師　野田　洋平　先生、田畑　由紀子　先生
受 講 料　3,200 円　
持参するもの　 運動できる服装、汗拭きタオル、飲み物、

室内用運動靴
問い合わせ　農村環境改善センター
　　　　　　☎４９－１０１１

ウォーキングと簡単筋トレで、元気な体をつくって、
生き生きとした生活をしましょう。

一針一針手まりに自分独自の模様を描く
楽しさを味わってみましょう !

と　　き　  9/8（開講式）、10/6、11/10、
12/8、1/19、2/9　（閉講式）　

　　　　　午前 9時 30分～正午
と こ ろ　農村環境改善センター　　
募集人員　15名
受 講 料　2,400 円
教 材 費　6,000 円（１回あたり 1,000 円）
持参するもの　 裁縫用具一式、ボンド、定規、

チャコペンシル
問い合わせ　農村環境改善センター
　　　　　　☎４９－１０１１

学　習　内　容
○秋蒔き野菜の土作り　○秋蒔き野菜の種類と蒔き方
○作りやすい野菜と難しい野菜　　○収穫までの工程

○病気や虫への対処法　○収穫の仕方

と　　き　９月 11日（金）　午前 10時～正午
と こ ろ　美野里農業公社
講　　師　酒川　香　先生
参 加 費　400 円
対　　象　市内在住・在勤・在学の方
募集人員　15名（先着順）※１人２名までお申込みできます。
受付期間　８月 26日（水）～ 9月 4日（金）
　　　　　 午前 9時～午後 5時（※ただし、31日（月）は休館日、

9/1 日（火）の午前中は除く）
申込方法　 羽鳥ふれあいセンター（☎４６－４７４８）へ参加費

を添えてお申込みください。　　
持参するもの　筆記用具

野菜に関する認識を高めて、美味しい野菜を作りましょう !自分のつるし飾り作品を
楽しみながら作製しましょう。

手作り講座
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と　き　8月23日（日）～ 27日（木） 
　　　　午前 9時～午後 5時
　　　　（24日（月）は休館日）
　　　　※最終日（27日）は
　　　　　午後 4時まで
ところ　羽鳥ふれあいセンター 2階

さわやかなサマーニット作品や
押し花額の作品が並びます。

ぜひご覧ください。お待ちしております。

　市ではスポーツ活動を奨励し、スポーツ水準の向上
および振興を図るため、全国スポーツ大会などに出場
した個人・団体に対し、「小美玉市民体育祭」におい
て表彰をします。
表彰対象　 平成20年 9月から平成21年 8月までにお

いて、国、地方公共団体が主催、共催、後
援する全国大会等へ出場する市内在住の個
人・団体。

　　　　　○ 小学生、中学生、高校生…関東大会以上
の大会に出場する児童、生徒

　　　　　○ 一　般…全国大会に出場される一般の方
（ただし、茨城県内での予選大会を経て、全国大会等
の出場資格を得た者に限る。）
申請期限　8月28日（金）
提出・問い合わせ　小美玉市教育委員会　
　　　　　　　　　生涯学習課　スポーツ振興係
　　　　　　　　　（玉里 B&G海洋センター内）
　　　　　　　　　☎４８－１１１１　内線 3701
　　　　　　　　　☎２６－５７６１（直通）

◎各種講座の受付は、
【資　　格】市内在住・在勤・在学の方
【受付施設】
　○ 小川公民館（毎日 午前９時～午後５時）※土日

は除く
　○ 美野里公民館（毎日 午前９時～午後５時）※水曜・

祝日は休館
　○ 玉里公民館（毎日 午前９時～午後５時）※月曜・

祝日は休館
　○ 羽鳥公民館（月・木・金曜は午前９時～午後５時、

火・土曜は午前 9時～正午）※水曜・祝日は休館
　○ 羽鳥ふれあいセンター（火曜は午後１時～５時、

水・木・金曜は午前９時～午後５時、土曜は午前
９時～正午）※月曜、祝日は休館

　○ 農村環境改善センター（水・木・金曜は午前 9時
～午後５時、火・土曜は午前９時～正午）※月曜
は休館

　○ 農村女性の家（水・木・金曜は午前 9時～午後５時、
火・土曜は午前９時～正午）※月曜・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（改善センターは除く）。

【申込方法】 
　受講料と教材費を添えて、最寄りの公民館施設に直
接お申込みください。
※ 電話、ファックス、メール等での申込みは受付しま
せん。

【受付期間】
　8月20日（木）～26日（水）午前 9時～午後 5時
　（ 受付時間は施設により若干異なりますので、詳細は上記【受
付施設】でご確認ください。）

【受講者の決定】先着順（定員になり次第締切ります。）
【そ の 他】
　○ 募集人員に満たない（半数以下の場合）講座は、

開講しない場合があります。その場合は、受講希
望者へは電話等でお知らせします。受講料は、領
収書と引き換えに返金しますので領収書は大切に
保管してください。

　　（開講できる講座については特に通知はしません）
　○ 受講料の他に材料費、テキスト代および現地研修

に要する経費等は別途受講者負担となります。
　○ 講座開始後、途中でやめられても受講料（材料費）

はお返しできませんのでご了承ください。
　○ 天候および講師の都合など、やむを得ない事情で

日程等が変更になることがあります。

　文化財は、地域の歴史や文化の成り立ちを理解するうえで、欠くことのできない私たちの貴重な歴史的財産で、
将来の文化の向上・発展の基礎をなすものです。小美玉市には、県・市指定の文化財や遺跡など多くの文化財が
所在しています。
　茨城県では、これらの貴重な文化財を保護するために文化財保護指導委員を置き、文化財の巡視を年 3回実施
しています。巡視の際には、ご協力をお願いします。

巡視対象文化財
　　地蔵塚古墳　　　石入間窪遺跡　　　佐才御舘間遺跡　　　羽抜沢遺跡　　　外之内前遺跡
　　勅使塚古墳　　　羽黒古墳群　　　　竹原城跡　　　　　　五万窪遺跡　　　飯塚館跡
　　滝台遺跡　　　　取手山館跡　　　　中台遺跡

問い合わせ　茨城県教育庁文化課文化財担当　後藤一成　☎０２９－３０１－５４５３

文化財保護のための巡視を行います
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●母子保健事業

●成人保健事業

と　き 事業名（受付時間） 対　象　者 と　こ　ろ

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

8 火 10か月児相談（9：30～10：00） 美野里（平成20年10～11月生） 四季健康館

9 水 ２歳児歯科健診（13：00～13：30） 美野里（平成19年6～7月生） 四季健康館

15 火 １歳６か月児健診（13：00～13：30） 小川・玉里（平成20年1～2月生） 小川保健相談センター

16 水
育児相談（9：30～11：00） 乳幼児と保護者 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 小川保健相談センター

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

18 金 ３歳児健診（13：00～13：30） 美野里（平成18年3月1日～5月5日生） 四季健康館

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

４か月児健診（13：00～13：30） 小川・玉里（平成21年4～5月生） 玉里保健福祉センター

と　き 事業名（受付時間） 対　象　者 と　こ　ろ
1 火 健康づくり健診、結核・肺がん検診、前立腺が

ん検診、肝炎ウイルス検査
 （9：30～11：30、13：00～14：30）

申込み不要
希望者は直接健診会場へお越しくださ
い

四季健康館2 水

3 木

3 木 こころの健康相談（9：30～10：00） 希望者※要予約 四季健康館

7 月

子宮がん・乳がん検診（12：15～13：00） 要予約（申込期間８月18日～28日） 
詳しくはP.６をご覧ください

四季健康館
10 木

11 金

12 土

16 水 子宮がん検診（12：15～13：00）

10 木 こころの健康相談（9：30～10：00） 希望者※要予約 小川保健相談センター

18 金 こころのデイケア（9：30～10：00） 希望者※要予約 玉里保健福祉センター

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

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

9 月   5 日 ㈲尾形工務店 ☎ 58－1701

湖北水道企業団

☎ 24 － 3232

9 月   6 日 ㈱スズヤ ☎ 46－0007
9 月 12 日 ㈱エイブルコーポレーション ☎ 47－0882
9 月 13 日 ㈲山口水工 ☎ 58－0129
9 月 19 日 ㈱岡建設 ☎ 58－3572
9 月 20 日 ㈲桜井造園土木 ☎ 49－1252
9 月 21 日 亀山建設㈱ ☎ 58－2901
9 月 22 日 金藤水道工事店 ☎ 48－4440
9 月 23 日 ㈱小林工業 ☎ 48－2375
9 月 26 日 倉田電気商会 ☎ 58－2909
9 月 27 日 ㈱川名工務店 ☎ 46－0305

※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。

と　き　８月３日（月）～14日（金）
ところ　小美玉市役所ロビー
主　催　石岡小美玉平和の会

イラク戦争イラク戦争
写真展写真展
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霞ケ浦環境科学センター　夏まつり2009

ビルクリーニング技能講習会

ホームヘルパー２級課程養成講座

　水質浄化やエコライフ、地球温暖化対策などの展示コー
ナーをはじめゲーム、体験教室、物産コーナーなど環境問
題について楽しく学べる企画がたくさんあります。
と　き　８月22日（土）午前10時～午後３時30分　小雨決行
ところ　霞ケ浦環境科学センター （土浦市沖宿町 1853）
　　　　※土浦駅からの無料シャトルバスまたは臨時駐車

場（東部市民運動広場：土浦市おおつ野地内）
をご利用ください。

　 茨城県霞ケ浦環境科学センター
　 ☎０２９－８２８－０９６１

　「川の通信簿」をつけてみよう ! と題し、霞ヶ浦を採点し
てくださる方を募集します。
と　き　8月24日（月）、25日（火）、26日（水）
　　　　午後１時～５時
　　　　※参加は１日のみでも、３日間全てでも可。
ところ　霞ヶ浦周辺（バスで移動しながら採点します。）
集合・解散場所
　8月24日（月）霞ヶ浦総合公園大駐車場
　8月25日（火）国土交通省関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所
　8月26日（水）国土交通省関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所
募集人数　20名（年齢は問いません。）
　　　　　※小学生以下の方は、必ず保護者同伴のこと。
応募方法　電話・FAX により、住所・氏名・連絡先・応募

人数をお知らせください。
募集締切　8月10日（月）
参 加 費　無料
※詳細は霞ヶ浦河川事務所HP（http://www.ktr.mlit.go.jp/kasumi/）
でもご覧いただけます
　　  国土交通省関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所　調査課　担当　番場
　　  ☎0299－63－2415　　FAX 0299－63－2495

　高齢者の就職を前提に、建物床ワックス清掃など専門的
な技能講習です。
日　　時　８月25日（火）～９月3日（木）
　　　　　土日、月曜を除く 7日間　午前 9時～午後 4時
会　　場　グリーンパレス石岡（石岡市茨城３－16－20）
対 象 者　概ね 60歳台前半層（58歳～ 67歳位）の方
定　　員　25名（希望者多数の場合、書類選考）
受 講 料　無料
申込方法　シルバー人材センターにある申込書に記入のう

え、直接申込みください。
申込締切　８月 14日（金）
　 石岡地方広域シルバー人材センター　☎ 2 3 － 3 3 9 9

　介護サービス分野への就職を希望する高年齢者の方の講
習会です。全課程修了者には茨城県の定める訪問介護養成
研修修了証明書を交付します。
日　　時　９月10日（木）から12月８日（火）までの間23日間
会　　場　グリーンパレス石岡（石岡市茨城 3－16－20）
受講資格　概ね 60 歳代前半層（58～67歳位）の全日程出

席できる方
定　　員　25名（希望者多数の場合、書類選考および抽選

となります。）
受 講 料　無料、ただし介護施設実習の検便代（1,000円

程度）は自己負担。
申込方法　シルバー人材センターにある申込書に記入のう

え、直接申込みください。
申込締切　8月12日（水）
　 石岡地方広域シルバー人材センター　☎ 2 3 － 3 3 9 9

白雲荘の臨時休館日

平成２１年度 湖北環境衛生組合職員採用試験

無料年金相談
　　　　　　　　　　＊事前に予約願います。

休館日　8月12日（水）～14日（金）
※なお、ボイラーなどの機器類点検整備のため、お風呂は、
８月10日（月）から１週間程度使用できません。ご不便
をお掛けしますが、よろしくお願いします。

　 白雲荘　☎２６－４１２６

受 付 期 間　８月３日（月）～21日（金）
第１次試験　９月20日（日）
職種および採用予定人員　一般事務職　２名
受験資格
　①昭和49年4月2日から昭和63年4月1日までに生まれた方
　②高等学校または同程度以上の学歴を有する方で、簿記
やコンピューター、情報処理などの実務経験が平成22
年３月末に４年以上となる方

※受験資格に該当する方であっても、次に該当する方は受
験できません。

　ア　日本国籍を有しない方
　イ　成年被後見人または被保佐人（準禁治産者を含む）
　ウ　禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、
またはその執行を受けることが無くなるまでの方

　エ　日本国憲法、またはその下に成立した政府を暴力で
破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、
またはこれに加入している場合

試験日時および会場
　第１次試験：９月20日（日）午前９時～
　　　　　　　ふれあいの里石岡　ひまわりの館
　第２次試験：10月中旬予定
　　　　　　　湖北環境衛生組合　石岡クリーンセンター内
試験項目　第 1次試験：教養・作文
　　　　　第 2次試験：口述試験、身体検査
　　　　　　　　　　　（医療機関で検査した検査書の提出）
申込方法　直接または郵送してください。郵送の場合は、

80円切手を貼った宛て先明記の返信用封筒を同
封し、封筒の表に「受験申込」と朱書きし、簡
易書留でお送りください。

添付書類　申込用紙に次の書類を添付してください。
　　　　　①卒業証明書（最終学歴のもの）
　　　　　②実務経験が証明できる書類
申込期限　８月21日（金）必着
◎要項・申込書は、組合のホームページ（http://park8.wakwak.com/̃kohoku/）
からもダウンロードできます。

　　  湖北環境衛生組合庶務課
　　  〒315－0023　石岡市東府中 25番１号
　　  月～金曜日（祝日・休日を除く）午前９時～午後４時

日　時　9月8日（火）午前 10時～午後 3時
場　所　常陽銀行小川支店　☎５８－２４２４

日　時　9月13日（日）午前 9時～午後 3時
場　所　美野里農業公社
　 　 美野里町農業協同組合金融課　☎４７－０２３１

日　時　９月16日（水）午前 10時～午後 3時
場　所　常陽銀行美野里支店　☎４６－３１１２

日　時　10月25日（日）午前 9時～午後 3時
場　所　常陸小川農業協同組合 小川中央支所
　　  常陸小川農業協同組合金融部　☎５８－２７３１

霞ヶ浦の『川の通信簿』をつけてみよう！
参加者募集

問

問

問

問

申問

申問

申問

申問
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キケンだよ
！

悪質訪問販売が
発生しています！
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9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

3

10

17

24

2

9

16

23

30

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

開
館
時
間

＊■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。

＊■は全館の休館日です。

Library information

8
月
・
9
月
の

お
は
な
し
会

8
月
・
9
月
の

お
は
な
し
会

8
月
・
9
月
の

お
は
な
し
会

8
月
・
9
月
の

お
は
な
し
会

・  8 月 8 日(土) 午前10時30分～
・  8 月22日(土) 午前10時30分～
・  9 月12日(土) 午前10時30分～
・  9 月26日(土) 午前10時30分～

10：00～10：30
10：50～11：40
13：30～14：10
14：30～15：00
15：20～15：50
16：10～16：40

どなたでも参加いただけます。ぜひお越しください。

◆Aコース（第１・第３木曜日）8月6日・20日 9月3日・17日 8月27日 9月10日・24日◆Bコース（第２・第４木曜日）

＊8月13日は運休します。

「輝く茨城の先人たち」パネル展を開催しました。
　６月18日（木）から23日（火）まで、茨城県ゆかりの人物
41人を紹介したパネル展を開催しました。
　昨年度の「輝く郷土の先人」新聞コンクールで入賞し
た小美玉市児童の作品も併せて展示しました。
　ご来場、ありがとうございました。

＜移動図書館車運休のお知らせ＞
　８月13日（Ｂコース）の移動図書館車は
運休します。

＜課題図書の貸し出しを行っています＞
　「第 55 回青少年読書感想文全国コンクー
ル」課題図書の貸し出しを、各図書館、図
書室で行っていますので、ご利用ください。
　たくさんの方が利用できるように、貸出
は１人１冊１週間までです。ご協力お願い
します。

暑い夏を涼しく過ごそう！
　毎日暑い日が続きます。こんな時には冷たいデザー
トがぴったり！簡単にできておいしいお菓子を作って
みませんか？
『ひんやり和のおやつ』（金塚　晴子）
『タマゴ・牛乳・小麦粉・白砂糖を使わない15分で作れ
るヒンヤリあんしんおやつ』（岡村　淑子）
『野菜スイーツ』（のむら　ゆかり）
『ババロア・ムース・プリン・ゼリー』（主婦の友社）
『ひんやりお菓子』（信太　康代）
『ひんやりカンタンおやつＢｏｏｋ』(学研）　など

清風台団地中央公園
ケアハウス「ほうせんか」駐車場
北浦団地公民館前
羽鳥駅ふれあいセンター前
エコス美野里店駐車場

10：00～10：50
11：10～11：40
13：30～14：20
14：40～15：20
15：40～16：30

セブンイレブン小川与沢店駐車場
ハートワン小川駐車場
エコス小川店駐車場
にわのストアー前駐車場
小美玉市玉里総合支所駐車場
ショッピングモールアスタ駐車場 

小川図書館
小川図書館　２階　多目的室

・ 8 月 8 日（土） 午前10時30分～　・ 9 月12日（土） 午前10時30分～

玉里図書館
生涯学習センター コスモス　1階　和室

・ 8 月22日（土） 午前11時～　・ 9 月26日（土） 午前11時～

美野里公民館図書室
美野里公民館　２階　講座室

〈移動図書館ふれあい号運行予定表〉

8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

3

10

17

2

9

16
23
30

24
31

※上記のほか、美野里公民館図書室が8月14，15，29日の夜間が使用できませんので、ご注意ください。



正しい花火の楽しみ方正正しししししいいい花い花花火花火火火の火のののの楽楽ししししししみみみ方み方方方方

１．花火に書いてある遊び方をよく読んで必ず守りましょう。
２．花火を人や家に向けたり、燃えやすい物のある場所で遊んだりしないようにしましょう。衣服に火
がつかないように注意しましょう。

３．手持ちの筒もの花火は、手の位置に注意しましょう。
４．風の強いときは、花火遊びはやめましょう。
５．水を用意しましょう。
６．大人と一緒に遊びましょう。
７．たくさんの花火に、一度に火をつけないようにしましょう。
８．正しい位置に正しい方法で点火してください。
９．吹き出し、打ち上げなどの筒もの花火は、途中で火が消えても筒をのぞいてはいけません。大けが
になることもあります。点火するときも筒先に顔や手を出さないこと。

10．花火をポケットに入れてはいけません。
11．花火をほぐして遊ぶことは危険です。絶対にしてはいけません。

以上のことに注意し、広い場所で、 必ず大人の人と一緒に遊びましょう。

　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。
　平成20年６月１日から、すべての住宅に小美玉市火災予防条例により、設置が義務付けられています。

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！

※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。

※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21年火災発生・救急出場件数
小美玉市管内における火災・救急出場件数

区　　分
火　　災
救　　急

６月中 累　計
0

134
77
26
14
17

9
813
517
124
77
95

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】

連
絡
先

「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。
～風通しをよく～

水の入ったバケツ・ゴミ袋・ローソク、かとり線香
　　以上のものを用意し、広い場所で、 必ず大人の人と一緒に遊びましょう。

設置しましたか？住宅火災警報器！大切な家族の命を守るために

キケンだよ
！

キケンだよ
！

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！

注意

　風通しをよくすることが夏場の省エネ１番です。すだれやよしずを
使って日差しをさえぎり、自然の風を通しま
しょう。電気を使わず二酸化炭素も排出しませ
ん。そこに風鈴を下げて、音色に耳を傾けてみ
てはいかがでしょうか。
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休日診療当番医(外科・歯科) 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）

８月16日・23日・30日
◆受付　午前９時～11時30分
　　　　午後１時～３時30分

８月16日・22日・23日・29日・30日
◆受付　午後７時～10時30分

休 日

夜 間

8月 後半8月 後半8月 後半

(　　）は前月比

8月 後半8月 後半8月 後半
◆受付  午前９時～11時30分・午後１時～３時30分
日
16
23
30

  外　　　科
石岡市医師会病院
渡辺クリニック
府中クリニック

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 2日
午後1時～4時
9月 9日

午後1時30分～4時30分
9月16日

午後1時～4時
9月24日

午後1時～4時

　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（玉里保健福祉センター内）
　☎３７－１５５１
　社会福祉協議会小川支所（小川保健相談センター内）
　☎５８－５１０２
※社会福祉協議会美野里支所（四季健康館内）
　☎３６－７３３０

（石岡市）
（石岡市）
（石岡市）

☎（22）4321
☎（26）7633
☎（22）2146

日
14
15
16

曜日
日
日
日
曜日
金
土
日

  歯　　　科
荒川歯科医院
小松崎歯科医院 
あしか歯科クリニック

（かすみがうら市）
（石岡市）
（かすみがうら市）

☎029（833）2222
☎（22）3282
☎029（830）1515

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　8月25日（火）午前10時～正午

ところ　市役所２階　応接室

【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

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。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。

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

午前10時～午後３時

９月３日（木） 玉里保健福祉センター

9月16日

9月17日

9月17日

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
午後2時～4時
玉里総合支所2階　相談室
長谷川光男　相談委員

国の仕事に関する苦情・要望などの相談を伺います。
相談は無料で秘密は厳守されます。

行 政 相 談

【問い合わせ】 秘書広聴課　広報広聴係
☎48－1111　内線1221

８月の納税・納付
・市県民税　第２期分

・国民健康保険税　第４期分

・介護保険料　第３期分

・後期高齢者医療保険料　第２期分

（※納期限は、8月31日です。）

人　口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52,947人（＋7 ）
　男　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,790人（－1 ）
　女　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,157人（＋8 ）
世帯数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,573戸（＋14）

人口と世帯数 （平成21年7月1日現在）

次回お知らせ版 9月号の発行日は 8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


