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　今年のまつりは8月25日（土）、希望ヶ丘公園で開催されます。あなたもこのまつりに参加して、まつりを盛り
上げてみませんか？

＜豊年踊り大会＞
　まつりのメインイベントと位置付ける豊年踊り大会は、毎年、約2,000人の参加者で賑わいます。一人ひとり
が主役という意識のもとに、踊りの輪にぜひ、加わってください。
内　　容　コンクール方式を採用
　　　　　各賞の他に全参加者にもれなく参加賞をプレゼント
　　　　　今年のテーマ曲は、豊年踊り・ちりからなど3曲を予定
費　　用　無料
申込方法　まつり事務局までお申し込みください。
申込締切　7月20日（金）

＜ヨサコイソーラン大会＞
　まつりの前夜祭としてヨサコイソーラン大会が開催されます。
趣向を凝らした衣装をまとって、日ごろの練習の成果を披露してください。
内　　容　コンクール方式を採用
　　　　　上位3チームは豊年踊り大会後に演舞披露
費　　用　無料
申込方法　まつり事務局までお申し込みください。
申込締切　7月20日（金）

＜ふるさとふれあいまつり企画委員募集＞
　まつりの企画内容を検討する企画委員を募集します。同委員はまつりの
具体的な実施計画も検討し、また、まつり開催時にはその運営にも携わります。
まさに、まつりを引っぱる機関車役です。
募集人員　若干名
申込方法　まつり事務局までお申し込みください。
申込締切　6月29日（金）
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平成20年度小学校新入学児に
ランドセルを贈呈します！

～「若者による期日前投票立会人」を募集します！～

＜ロックフェスティバル参加バンド＞
　アマチュアバンドによるロックフェスティバルを、展望コロシアムで行います。日ごろの練習の成果を思う存分
発揮してください。
申込締切　7月2日（月）　※締切後にオーディションを行います。
申込方法　まつり事務局までお申し込みください。
問い合わせ　滑川勝之　☎０９０－５４０９－２９５５

＜バザー出店団体＞
出  店  料　5,000円（テント1張あたり）
申込締切　6月29日（金）
申込方法　代金を添えて、まつり事務局までお申し込みください。

＜慶事お祝い花火＞
　まつりの最後を飾る花火に、親しい人へのお祝いの気持ちを託してはいかがですか？出生・結婚・長寿など、
慶事であれば内容は問いません。
　花火にあわせ、お祝いをする方の名前を入れた提灯
を会場に飾ります。まつり終了後にはそちらもプレゼン
トします。
費　　用　１口5,000円
　　　　　申し込み代金は、花火打ち上げのための費
　　　　　用の一部とさせていただきます。
申込方法　代金を添えて、まつり事務局までお申し込
　　　　　みください。
申込締切　7月20日（金）

＜小美玉市の踊り歌制作委員募集＞
　市全体の一体感の醸成と、地域コミュニティの形成

を図るため老若男女が明るく、楽しく、気軽に末永く踊

ることができる「小美玉市の踊り歌」を制作します。市民
ベースで進めていきますので、興味のある方は、ぜひ、
お申し込みください。
募集人員　若干名
申込方法　まつり事務局までご連絡ください。
申込締切　6月29日（金）

上記に関する申込み・問い合わせ

ふるさとふれあいまつり事務局：市民生活部　地域振興課　内線1134
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平成20年度小学校新入学児に
ランドセルを贈呈します！

平成20年度小学校新入学児に
ランドセルを贈呈します！

平成20年度小学校新入学児に
ランドセルを贈呈します！

～「若者による期日前投票立会人」を募集します！～～「若者による期日前投票立会人」を募集します！～～「若者による期日前投票立会人」を募集します！～
○小美玉市では、選挙人が身近な選挙であることを感じ、明るい雰囲気で気軽に投票ができる投票所づくりと若
　者の選挙理解を促進するため、今夏に予定されている参議院議員通常選挙での「期日前投票立会人」として若 
　者を募集します。
　　なお、選挙期日については閣議により決定されるため、現時点では選挙期日は未定となっています。

○期日前投票立会人とは、期日前投票所において、選挙の投票が正しく公正に行われているかを立ち会う人をい
　います。

○内容は次のとおりです。
　◆対　　象　小美玉市在住の選挙権を有する20歳代から30歳代の方
　
　◆募集人員　美野里地区32名　小川地区32名　玉里地区32名　延96名
　　　　　　　※申込者多数の場合は抽選で決定します。
　
　◆条　　件　市の選挙人名簿に登録されていることが条件となります。
　
　◆申込方法　6月15日（金）までに印かんを持参のうえ、市役所又は各総
　　　　　　　合支所の総務課へ本人が直接申し込んでください。申込用
　　　　　　　紙は窓口に備えてあります。印かんは認印で結構です。
　　　　　　　なお、本人確認のため、申込時に身分証明書（免許証・健
　　　　　　　康保険証・学生証等）をご持参ください。

　◆申込み・問い合わせ　小美玉市選挙管理委員会　☎４８－１１１１

　　※申込者多数の場合は、抽選となります。期日前投票立会人の決定の当否については、６月下旬発送予定の
　　　期日前投票立会人依頼通知の発送をもってこれにかえさせていただきます。
　　※申込用紙は市ホームページからもダウンロードできます。

　小美玉市教育委員会では、平成20年度小学校新入学児に対してランドセルを贈呈することになりました。
なお、ランドセルは、7つの祝い式典（平成19年11月14日（水）　午前10時）にて配布の予定です。

　・配布対象者
　　平成20年度　小美玉市内の各小学校入学予定の該当児
　
　・配布時期
　　平成19年11月14日（水）以降は生涯学習課でお渡しします。
　・その他7つの祝いの詳細については、後日該当児の保護者宛に通知します。

◆内 容 等
期　間

担　当　課 内　線

時　間

報　酬

場　所

公示日の翌日から選挙日の
前日までの16日間で希望する日
【例】7月22日を選挙期日とした場合
　　　7月6～21日までの16日間から
注：7月22日が選挙期日となる可能性が高いと
　　思われますが、なお流動的な状況にあります。

午前8時30分～午後8時

小美玉市役所総務課

小川総合支所総務課

玉里総合支所総務課

1282

2241

3211

小美玉市役所
小川総合支所　　のうちから希望する場所
玉里総合支所

9,500円
（支払いは源泉後の金額となります）

｝

生涯学習課　☎４８－１１１１　内線2232【問い合わせ】
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平成19年度 おみたまおみたまおみたま

　一人ひとりが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！

【受講期間】
　7月～平成20年1月
【年間プログラム】
　第1回　開級式・公開講演会
　　◆7月22日（日）13：30～
　　◆レイクエコー　茨城県女性プラザ
　　◆講師：荒木　由美子 氏〈タレント〉

　第2回　チャレンジ支援シンポジウム
　　　　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☆
　　◆9月22日（土）13：00～
　　◆小美玉市四季文化館　みの～れ
　　◆講師：中川　一恵 氏
　　　　　〈学校法人 中川学園調理師技術専門学校・料理教室代表〉

　第3回　いばらきエクセレントアカデミー
　　　　　「夢を走り続ける女たち」
　　◆10月14日（日）13：30～
　　◆レイクエコー　茨城県女性プラザ
　　◆講師：増田　明美 氏〈スポーツジャーナリスト〉

　第４回　「大人のための思春期講座」
　　◆11月17日（土）13：00 ～
　　◆レイクエコー　茨城県女性プラザ
　　◆講師：和田　由香 氏
　　　　　〈（社）いはらき思春期保健協会　医師〉

　第５回　「女性の生き方と仕事」
　　　　　　～女性報道アナウンサーのパイオニアとして～
　　◆12月16日（日）13：00 ～
　　◆レイクエコー　茨城県女性プラザ

　　◆講師：吉川　美代子 氏
　　　　　〈TBSアナウンサー・TBSアナウンススクール校長〉
　第６回　芸術鑑賞　十二月大歌舞伎
　　◆12月22日（土）11：00～
　　◆歌舞伎座

　第７回　閉級式・講演会　キャリアサポートセミナー
　　　　　　　　　　―多様なキャリアが生きる社会へ―
　　◆平成20年1月27日（日）13：00～
　　　公開講演会開催予定　乞うご期待♪♪

【募集対象】
　◇市内在住または、市内に勤務する男女（定員40名）
【費用】
　◇受講料は無料です。ただし、見学等に要する諸
　　経費は、実費負担となります。
【応募方法】
　◇ハガキ、FAX、Eメールにて、氏名、住所、電話番
　　号を記入のうえ、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】
　◇６月20日(水)　<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。

◆ 申込み・問い合わせ ◆
小美玉市市長公室　企画調整課男女共同参画係
TEL48-1111(内1232)
FAX48-1199
E-mail　kikaku@city.omitama.lg.jp
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おみたま

　自治基本条例素案は市のホームページ、秘書広聴課及び各総合支所総務課にて閲覧できます。ご意見と
ともに氏名または団体名及び連絡先を記入し、下記により郵便、FAX、電子メールにて秘書広聴課までお送
りいただくか、閲覧場所に設置してある回収箱にご投函ください。

郵　便：〒319-0192　小美玉市堅倉835　小美玉市役所秘書広聴課　宛
F A X：０２９９－４８－１１９９
E―mail：info@city.omitama.lg.jp
期　間：6月11日（月）～7月13日（金）  まで
　　　※自治基本条例素案は、「広報おみたま」6月号にも掲載する予定です。

問い合わせ

秘書広聴課政策審議係　☎０２９９－４８－１１１１　内線1212

　小美玉市では、「小美玉市自治基本条例策定委員会」を中心に自治基本条例づくりに取り組み、素案を作成
しました。
　自治基本条例の策定に伴い、広く市民の皆様の意見を募集するためパブリックコメントを実施します。いた
だいた意見を基に策定委員会にて検討し、条例素案を修正していきます。

自治基本条例パブリックコメントを実施します自治基本条例パブリックコメントを実施します
～ 皆様のご意見をお寄せください ～

閲覧場所及び意見の提出方法

自治基本条例とは…

　自治基本条例は、自分たちのまちをどのように築いていくかなどの基本ルールを文章化したものです。小美玉
市という単位で物事を考えたり、決めたりする場合に、誰がどのような役割を担い、どのような方法で決めていく
かを定める自治の基本ルールであり、「自治体の憲法」「条例の中の条例」とも言われます。
　地域の課題は地域で解決していくことを原則に、自治の主役である市民の皆さんの権利と義務、市民の皆さん
から信託を受けた市長と市議会の責務と役割を明らかにし、参画と協働を柱とする自治の理念と仕組みを定め
るものです。

パブリックコメントとは…
　条例や計画などの一定の政策の策定に際し、政策の案を公表し、そ
れに対する意見や情報を広く募集し、寄せられた意見等を考慮して意
志決定を行う手続きです。
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住民健診を実施します
　健診を受けることで、日ごろの生活習慣を見直したり、さまざまな病気を早期発見することができます。

年に１回は必ず健康診断を受けましょう。

　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、受付で申込みください）

6月実施の健診申込みのお知らせ（玉里地区）

■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

健康づくり健診

前立腺がん検診

肝炎ウイルス検診

コリンエステラーゼ

介護予防検診

40歳以上

40歳以上

40歳以上該当者

40歳以上

18～39歳

50歳以上の男性

今年度40歳のみ

農薬多量使用者

65歳以上の
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）

※基本健康診断と同じ

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）

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。

無　  料

無　  料

500円

1,100円

1,100円

500円

500円

100円

無　  料

対　象　者 内　　容 料　金

※料金…70歳以上、身障者手帳1・2級所持者、療育手帳Ａのつく方、生活保護受給者は無料です。
　受診時、確認できる物をご持参ください。

肝炎ウイルス検診は
今年度も実施します

期　　日地　　区 会　　場 受付時間

＜午前受付＞
9時 30分～ 11時 30分

＜午後受付＞
1時～ 2時 30分

玉里保健福祉センター

玉里海洋センター

18日（月）

19日（火）

20日（水）

21日（木）

22日（金）

■日  程

玉　　里 6　月
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対象者 通知方法 健診当日

■通知方法

■その他

☆健康手帳をお持ちの方は、健診当日、受付にてご提示ください。日々の健康管理にお役立ていただけるよ
　う、受診された検診項目に“検診済”の押印をします。
☆血液検査項目の中には、食後に行うと正確な検査値が出ないものもあります。
　午前に受診する場合は朝食を、午後に受診する場合は朝食後は何も摂らずに受診されることをお勧め
　します（糖分の入っていないお茶、お水、コーヒー等は摂っていただいても大丈夫です）。
☆その他、不明な点は、下記までお問い合わせください。

　茨城県医師会では「急性心筋梗塞死亡率日本一」を返上するため、県民に対する心筋梗塞を始めとする
循環器疾患等に対する健康教育を行っております。
　このレクチャラーバンクでは、地域単位等で開催される総会、会議等での講演の要望に応じて講師を派
遣し、生活習慣病の予防対策を中心に、効果的・効率的な予防、健診、受診等についての講演･講話を実施し
ます。
　ご要望の方は、下記へご連絡ください。

昨年度の住民健診を
受診された方

上記以外の方

次の物を郵送します。
①受診券
②生活機能評価問診表
　（介護予防検診用）

受診券を持参し、健診会場へ
お越しください。

左記のものを持参し、健診会場へ
お越しください。
（生活機能評価問診表は必ず記入
  し、会場にご持参ください）

受診券がなくても受診できます。
受診希望の方は、直接、健診会場
へお越しください。

玉里保健福祉センター　健康増進課　玉里保健係
　　　　　　　　　　　　　　☎４８－１１１１　内線3310・3311【問い合わせ】

健康増進課　成人保健係　☎４８－０２２１【問い合わせ】

（玉里保健係への電話は、本庁経由となります）

受診券等は郵送しません。

64歳以下

65歳以上

受診券を郵送します。

生活習慣病に関する
レクチャラー（講師）バンクをご利用ください

6月1日～7日は第49回「水道週間」です
平成19年度厚生労働省全国スローガン

「水道が　うるおす日々の　健やかさ」
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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ので、胃・大腸がん
検診だけを申込みされる方は、事前にお知らせ願います。

◆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。
　該当になる方は、ぜひ受診してください！

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

7月実施の健診申込みのお知らせ（美野里地区）

■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

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

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）

無　  料

無　  料

500円

1,100円

無　  料

500円

500円

500円

500円

500円

100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

美野里

期　　日 会　　場 受付時間

午前 7時～ 9時 30分
＊30分毎の時間予約制7 月 四季健康館

2日（月）
3日（火）
4日（水）
5日（木）
6日（金）

■日  程

麻しん・風しんの流行時期になります、早めに予防接種を受けましょう。
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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、どの会場でも受診できます。    
●その他、健診の詳細については順次、広報等でお知らせしていきます。年間予定表にも掲載してあります
　のでご参照ください。

※いつ受けたらいいの？

第1期　生後12か月から24か月未満

　麻しん・風しんどちらも未接種
　麻しん又は風しんに罹患したことがない

　麻しんのみ接種済
　麻しんのみ罹患済
　
　風しんのみ接種済
　風しんのみ罹患済 ※第2期該当者の予診表は、下

　記の所においてあります。
詳しくは下記へ連絡ください。

　小川保健相談センター
　☎５８－１４１１

　四季健康館　健康増進課
　☎４８－０２２１

　玉里保健福祉センター
　☎４８－１１１１（本庁経由）

第2期　（小学校入学1年間）年長児
　　　　　〈平成13年4月2日～平成14年4月1日生まれ〉

　麻しん・風しんどちらも未接種
　麻しん・風しんどちらも1回接種済
　麻しん・風しんいずれの罹患したことがない
　麻しんのみ1回接種済
　風しんのみ1回接種済

　麻しんのみ罹患済

　風しんのみ罹患済

Ｈ18年度の総合健診を
　　　　受診された方

Ｈ18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） 申込み・問い合わせ

6月14日（木）～6月26日（火）
午前8時30分～午後5時30分

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。
それぞれの健診日時は、昨年度の受診状況に基づき通知させていただきますので、
あらかじめご了承ください。
＊通知した日程に不都合がある場合は、通知が届き次第ご連絡ください。
・7月は竹原・羽鳥地区を対象に受診券を送付します。（６月中旬頃 発送予定）
・堅倉・納場地区の方は8月が対象になります。詳しくは、6月15日発行の「広報おみたま」
  をご覧ください。

　本年度より、完全日程・時間予約制になります。必ずお申込みください。
・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11月の住民健診を受診し
   てください。

新たに申込みが必要となります。  
美野里会場（四季健康館）を希望する方は、電話等で下記期間内にお申込みください。

健康増進課（四季健康館内）
　　　　　　　　　　☎４８－０２２１

麻しん・風しんの流行時期になります、早めに予防接種を受けましょう。麻しん・風しんの流行時期になります、早めに予防接種を受けましょう。麻しん・風しんの流行時期になります、早めに予防接種を受けましょう。
MR（麻しん=はしか・風しん=三日ばしか）混合ワクチンについて

麻しん・風しん混合
ワクチンを1回接種

麻しん・風しん混合
ワクチンを1回接種

風しんワクチンを1回接種

麻しんワクチンを1回接種

風しんワクチンを1回接種

麻しんワクチンを1回接種

｝
｝
｝

｝
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　青葉、若葉のころとなり、体を動かすには気持ちのよい季節になりました。
日ごろ腰や膝の痛みでお困りの方、運動不足を感じている方、ストレッチを基礎から始めてみたい方、はつらつ
運動教室に参加してみませんか？
　普段使わない筋肉を動かして硬くなった筋肉を伸ばしてあげると、血行がよくなるため疲労の回復を早め
てくれます。ストレッチを続けていると症状の改善につながったり精神的にもリラックスできるようになります。
　はつらつ運動教室で体を動かす気持ちよさを体感しましょう！

■対　　象　 40歳から70歳で、3か月間継続して
　　　　　　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　7月～9月の毎週水曜日（全12回）
　　　　　　＊時間は右記日程表をご確認ください。
■場　　所　四季健康館

■定　　員　30名（初めての方が優先です）

■指 導 者　健康運動指導士　 岡村聖子先生

■参 加 費　保険料として3か月で500円程度
　　　　　　（教室を安全に実施するため初日に
　　　　　　  任意保険に加入していただきます）

■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
　　　　　　お持ちください。

■申込期間　6月12日（火）～22日（金）
　　　　　 下記へ直接または電話にてお申込　
　　　　　みください。

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～

参加者募集

保健福祉部　健康増進課　（四季健康館内）　☎４８－０２２１　【申込み・問い合わせ】
（＊土日を除く午前8時30分～午後5時30分）

日 程 表（予定）

時　間曜日月

7

4

11

18

25

午前  9：30～11：30

午前  9：30～11：30

午前  9：30～11：30

午後  1：00～   3：00

午後  1：00～   3：00

午前  9：30～11：30

午前  9：30～11：30

午後  1：00～   3：00

午前  9：30～11：30

午前  9：30～11：30

午前  9：30～11：30

午前  9：30～11：30

1

8

22

29

5

12

19

26

8

9

水

水

水

　歯についての悩みや質問を何でも受け付けます。相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

と　　  き　6月10日（日）午後2時～5時
受付電話番号　☎029－823－7930
　　　　　☎029－835－0737
回 答 者　歯科医師

主　　催　茨城県保険医協会

「歯の何でも電話相談」「歯の何でも電話相談」「歯の何でも電話相談」
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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＞
65歳以上の方の

介護保険料の特別徴収（年金天引き）のお知らせ
65歳以上の方の

介護保険料の特別徴収（年金天引き）のお知らせ

◎特別徴収（年金天引き）の平準化について
　
　平成18年度から引き続き平成19年度介護保険料を特別徴収（年金天引き）されている方は、介護保険
料額の平準化のため6月・8月の天引き額が変更になります。これに伴い平成19年度介護保険料額仮徴収
額通知書を6月上旬ごろ送付します。

Ｑ．介護保険料額の平準化とはどういうこと？

Ａ．これまで介護保険料が年金から天引きされるとき、年度前半の仮徴収（4・6・8月）と後半の
本徴収（10・12・2月）とでは大きな差額が生じることがありました。これは、今まで仮徴収は
前年度2月と同額を天引きすることになっていたからです。しかし、介護保険法の改正により
仮徴収額が変更できるようになったため、今年度は６月と８月の介護保険料額を増減し、天引
きする額が年度を通してほぼ同額になるように調整します。これを平準化といいます。

（注）今回の平準化は、世帯員の平成19年度市民税課税状況等が平成18年度と変わらないことを前提
としていますので、世帯員の市民税課税状況等が変わった場合は、仮徴収（4・6・8月）と本徴収（10・
12・2月）の額が均等にはなりませんのでご承知ください。

◎特別徴収（年金天引き）の開始時期について

　年度の途中で65歳に到達した方や他市町村から小美玉市に転入した方等は、年金天引きの開始月
が今までは10月のみでしたが、平成19年度からは開始月が4月・6月・8月・10月の年4回に増えます。
目安として6か月～12か月後に特別徴収に切り替わります。
　対象者は、年金受給額が年間18万円以上で次のいずれかに該当する方です。
　　■すでに年金を受給しており、65歳に到達した方 
　　■65歳到達後、新たに年金の裁定が行なわれた方
　　■住所を変更した特別徴収対象者。
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　「福祉まつり」は、小美玉市民が一体となって、おみたま色の新しい地域福祉を目指すことを目的に行う
福祉啓発イベントです。
　盛り上げ隊として、プログラムづくりに参画したみんなで福祉まつりの運営にもあたります。

　現在、児童手当を受給している方に、6月中旬ごろ「現況
届」を郵送します。これは、受給者の前年の所得、扶養の状
況など必要事項を確認するための届けです。受給の資格が
あっても6月30日までに現況届を提出せず、手続きをしなか
った場合には、6月分からの児童手当が受けられなくなりま
すので、忘れずに提出してください。
　※今年の1月1日に小美玉市に住民登録のなかった方
は、今年の1月1日現在居住していた市町村の発行する児童
手当用所得証明書（平成18年中の内容）が必要です。
　※前年所得要件に該当せず、手当てが受けられなかった
方も、該当する場合がありますのでお問い合わせください。
　また、平成19年4月からの法改正により、3歳未満の児童
手当の額が出生順位にかかわらず一律月額1万円となりま
した。この改正に関して受給者から特に手続きを行う必要は
ありません。なお、3歳到達後の翌月からは、第1子及び第2
子の手当額は5千円となります。

【問い合わせ】
　社会福祉課 児童福祉係
　☎４８－１１１１　内線3226・3227

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
　及び団体。福祉に興味のある方であれば、個人でも団体でも
　参加できます。

福祉まつり開催日・場所
　　9月30日（日）
　　小美玉市玉里総合文化センター「コスモス」（高崎291－3）

問い合わせ
　　小美玉市社会福祉協議会
　　☎37－1551　FAX37－1552
　　ホームページ http://www.omitama-shakyo.or.jp

～みんなで楽しく盛り上げよう！～～みんなで楽しく盛り上げよう！～～みんなで楽しく盛り上げよう！～～みんなで楽しく盛り上げよう！～

第1回おみたま福祉まつり(仮称)

盛り上げ隊を募集します

第1回おみたま福祉まつり(仮称)

盛り上げ隊を募集します

募集期間　6月1日（金）～6月29日（金）

児童手当の「現況届」提出は6月30日まで
　厚生労働省の委託を受け、事業団体・ハロー
ワークの協力のもと、高齢者の就職を前提に技能
講習会を実施します。

内　　容　建物床清掃・ワックス掛け・ガラス清掃など
日　　時　7月3日（火）～11日（水）土・日を除く　　
　　　全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～64歳
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　所定の申込書を提出
申込締切　6月20日（水）
就職面接会　7月25日（水）受講者のみ限定

問い合わせ　石岡地方広域シルバー人材センター
　　　　　☎0299－23－3399

ビルクリーニング技能講習会

4. 発表部門

3. 出店部門

募 集の内 容

2. チャレンジ部門

1. サポート部門
・来場者のカウント　・受付の手伝い
・カメラ撮影、会場の美化
・イベントの補助等

介護実習や擬似体験、遊び場
等、来場された方に直接体験し
ていただくコーナー

飲食模擬店や授産品、自主製品
販売、バザー、フリーマーケット等

アマチュアライブや障がいのある
当事者、ボランティア・学生等が
アピールするコーナー

　福祉まつりを盛り上げるために、みんなで意見等
を出し合う話し合いを、数回予定しています。

も　　　　　　あ　　　　　   たいも　　　　　　あ　　　　　   たいも　　　　　　あ　　　　　   たい

児童扶養手当 特別児童扶養手当
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～みんなで楽しく盛り上げよう！～～みんなで楽しく盛り上げよう！～

も　　　　　　あ　　　　　   たい

社会福祉課（玉里総合支所内）　児童福祉係　☎４８－１１１１　内線3227（児童扶養手当）
　　　　　　　　　　　　　　障害福祉係　☎４８－１１１１　内線3122（特別児童扶養手当）

【問い合わせ】

※上記の手当を受けるには、請求の手続きを行うことが必要です。

【認定を受けている方へのお知らせ】 
　現在この手当を認定されている方は、8月中に現況届（児童扶養手当受給者）または所得状況届
（特別児童扶養手当受給者）を提出していただきます。現況届（所得状況届）の用紙は、8月上旬ごろ
郵送でお手元にお届けします。

父親と生計をともにしていない児童のために

■手当を受けられる方
　　日本国内に住んでおり（外国人含む）、つぎのい
　ずれかにあてはまる児童を養育している母親、ま
　たは母親に代わって児童を養育している方。
　　老齢福祉年金以外の公的年金の受給者は除か
　れます。

　※ここでの「児童」は、18歳以下の子どもを指しま
　　す（18歳に達する日以後最初の3月31日まで）。
　　ただし身体や精神に障害のある場合は、20歳
　　未満まで手当てが受けられます。

■手当の額
　1人のとき　月額　41,720円（Ｈ19年4月現在）
　2人のとき　月額　46,720円（Ｈ19年4月現在）
　3人以上のとき1人につき月額3,000円を加算　 
　※受給者および同居している方の所得により減額
　　または停止される場合があります。

児童扶養手当・特別児童扶養手当

ご存知ですか？

児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当 特別児童扶養手当特別児童扶養手当特別児童扶養手当

　・父親が婚姻を解消している

　・父親が死亡している

　・父親が一定障害の状態にある

　・父親が生死不明の状態

　・父親が引き続き1年以上遺棄している

　・父親が引き続き1年以上拘置されている

　・母親が婚姻によらず出産した

障害のある児童のために

■手当を受けられる方
　　日本国内に住んでおり（外国人含む）、20歳未 
　満でつぎのいずれかにあてはまる児童を養ってい
　る父親または母親、または父母に代わって児童を
　養育している方。

　※児童が障害による公的年金を受けることができ 
　　るとき、施設などに入所しているときなどは、手
　　当を受けることができません。

■手当の額
　特別児童扶養手当1級
　1人につき　月額　50,750円（Ｈ19年4月現在）
　特別児童扶養手当2級
　1人につき　月額　33,800円（Ｈ19年4月現在）
　※受給者または同居している方の所得が一定以
　　上になると、手当の支給が停止されます。

特別児童扶養手当1級～重度の障害～
・身体障害おおむね1級または2級程度
・養育手帳の判定がⒶまたはＡ程度の知的障
害または同程度の精神障害
特別児童扶養手当2級～中度の障害～
・身体障害がおおむね3級程度
・療養手帳の判定がＢ程度の知的障害または
同程度の精神障害
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硬式テニス教室（希望ヶ丘公園会場） 硬式テニス教室（玉里運動公園会場）

　当協会は、現在姉妹都市提携を結んでいるアビ
リン市(アメリカ)及びその他の海外都市との相互交
流を深め、友好関係を密接にすることを目的に活動
しています。
　市の国際交流事業に興味のある方は、下記にま
でお申込みください。

問い合わせ　小美玉市役所　地域振興課（内線：1134）

年 会 費　2,000円

・アビリン市（アメリカ）への訪問団の派遣及び受入れ

・アビリン市（アメリカ）からのAETの招聘

・国際交流広場の実施

・その他国際交流に関する活動

硬式テニス教室を開催します硬式テニス教室を開催します硬式テニス教室を開催します硬式テニス教室を開催します

小美玉市
国際交流協会会員募集！！

小美玉市玉市
国際交流協会会員員募募集！協会会員募集！！

小美玉市
国際交流協会会員募集！！

小美玉市
国際交流協会会員募集！！

期　　日　6月17日（日）　受付：午前8時30分
　　　　　　　　　　　  開会：午前9時
　　　　　〔予備日　6月24日（日）〕 
場　　所　希望ヶ丘公園テニスコート 
種　　目　男･女の各ダブルス  
　　　　　試合方法予選リーグ戦のあと決勝トーナメント
　　　　　6ゲームマッチ（参加数により変更あり）
参加資格　市内在住･市内企業勤務者又は協会登録者
参 加 料　1ペア 2,000円（協会登録者は1,800円）
表　　彰　各種目３位まで 
申込期間　6月1日（金）～12日（火）  
そ の 他　・電話での申込みも可、参加料は当日徴収します。
　　　　　 ・当日の天気がはっきりしないときは、
　　　　　　猪狩（☎090－2556－6018）まで 
主　　催　小美玉市美野里テニス協会
申込・問い合わせ　希望ヶ丘公園管理センター
　　　　　☎47－0167　Fax49－1066 
 E-Mail　koji-igari@city.omitama.lg.jp

小美玉市美野里
春季テニス大会を開催します

小美玉市美野里
ニス大会を開催しまます春季テニス大会を
小美玉市美野里

春季テニス大会を開催します
小美玉市美野里

春季テニス大会を開催します

【活動内容】

6月19日（火）から7月13日（金）までの毎週火・金曜日（計8回）
午後7時30分～午後9時30分

希望ヶ丘公園テニスコート

市内在住または在勤者（初心者及び基本から学びたい方）

40名（先着順）

3,000円（ボール代・保険料込）

小美玉市美野里体育協会　美野里テニス協会員

ラケット・テニスシューズ・タオル等

6月11日（月）

午前8時30分～午後9時（月曜日は午後5時30分まで）

下記申込先へ参加料を添えて直接申し込みください

希望ヶ丘公園管理センター　☎47－0167

6月24日（日）から8月26日（日）までの毎週日曜日（計8回）
午前9時30分～午前11時30分

玉里運動公園テニスコート

市内在住または在勤者（初心者及び基本から学びたい方）

30名（先着順）

3,000円（ボール代・保険料込）

小美玉市玉里体育協会　硬式テニス部員

ラケット・テニスシューズ・タオル等

6月20日（水）

午前8時30分～午後5時30分（月曜・祝日は休館日）

下記申込先へ参加料を添えて直接申し込みください

玉里Ｂ＆Ｇ海洋センター　☎26－5761

と　　 き

と こ ろ

対 象 者

募集人員

参 加 費

講　　師

携 行 品

受付締切

受付時間

申込方法

申込・問い合わせ
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硬式テニス教室を開催します硬式テニス教室を開催します

小美玉市
国際交流協会会員募集！！

小美玉市美野里
春季テニス大会を開催します

　史（資）料館では、このたび平成19年度初回の参考展示として「懐かしの絵はがき、レコード・・・etc」を開
催します。
　小川資料館では大正から戦前にかけての、さまざまな絵はがきを展示します。景勝地や観光スポット、皇
族関係、軍事関係、戦勝記念など、多種多様の絵はがきが発行されていました。中には、先日廃線となった鹿
島鉄道関連の絵はがきもあります。
　玉里史料館では、昭和40～50年代のレコード等を展示します。昭和40年代、沢田聖子、アリス、吉田拓
郎、オフコース、中島みゆき、太田裕美、村下孝蔵などのレコード（LP版が中心）、昭和50年代では、松田聖
子、近藤真彦、少年隊、シブガキ隊、伊藤つかさなどのシングル版を中心としたレコード、その他、映画パンフ
レット（時をかける少女、早春物語、愛情物語、天国に一番近い島など）、文庫本（晴れときどき殺人など）と
いった資料を展示します。
　見ると思わず「懐かしい」と言ってしまうようなものを展示する企画です。ぜひ、ご来館いただき、自分の青
春時代を思い起こしてみてください。

●公演期日　8月26日（日）
　　　　　　午後２時開演
●入場料金　5,000円
　　　　　　（全席指定）
●チケット電話予約開始日
　　　　　　6月2日（土）
　　　　　　午前8時30分～

「懐かしの絵はがき、レコード…etc」

小川文化センターの催し小川文化センターの催し

参考展示

問い合わせ

玉里史料館　☎２６－９１１１

会　　期　小川資料館　6月16日（土）～9月9日（日）
　　　　　玉里史料館　6月  2日（土）～9月9日（日）

会　　場　小川資料館（大正～戦前にかけての絵はがき）
　　　　　玉里史料館（レコード、映画パンフレット等）

入 館 料　無　料

休 館 日　月曜、祝日（月曜日が祝日の場合は、その翌日も休館）
　　　　　毎月、月末の平日（小川資料館のみ）

開館時間　平日　午前9時30分～午後6時
　　　　　土日　午前9時30分～午後5時（小川資料館）
　　　　　　　　午前9時30分～午後6時（玉里史料館）

綾小路きみまろ
　　爆笑スーパーライブ
綾小路きみまろ
　　爆笑スーパーライブ

●公演期日　9月9日（日）
　　　　　　午後6時開演
●入場料金　5,000円
　　　　　　（全席指定）
●チケット電話予約開始日
　　　　　　6月9日（土）
　　　　　　午前8時30分～

押尾コータロー
　　　　　　コンサート
押尾コータロー
　　　　　　コンサート

●公演期日　9月29日（土）
　　　　　　午後2時、午後6時開演
●入場料金　5,000円
　　　　　　（全席指定）
●チケット電話予約開始日
　　　　　　6月23日（土）
　　　　　　午前8時30分～

水森かおり
　　　　コンサート
水森かおり
　　　　コンサート

小川文化センター　☎５８－０９２１【申込み・問い合わせ】
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7月のほけんがいど7月のほけんがいど

広報「おみたまお知らせ版」5月号の訂正とお詫び広報「おみたまお知らせ版」5月号の訂正とお詫び

と　　き

9

10
11
13

20

23

24

25

1
2
3
4

5

6
7

12

13
17
18
19
20
21
25

26

27
28

日
月
火
水

木

金
土

木

金
火
水
木
金
土
水

木

金
土

乳がん検診（12:30～13:00）

総合健診（7:00～9:30）

こころのデイケア（9：30～10：00）
総合健診（7:00～9:30）
子宮・乳がん検診（12:00～13:00）

こころの健康相談（9：30～10：00）

乳がん検診（12:30～13:00）

子宮・乳がん検診（12:30～13:00）

子宮がん検診（12:30～13:00）

こころのデイケア（9：30～10：00）

子宮がん検診（12:30～13:00）

希望者※事前要予約（受診券持参）

希望者※事前要予約（受診券持参）

希望者※事前要予約
希望者※事前要予約（受診券持参）
希望者※事前要予約（受診券持参）

希望者※事前要予約

希望者※事前要予約（受診券持参）

希望者※事前要予約（受診券持参）

希望者※事前要予約（受診券持参）

希望者※事前要予約

希望者※事前要予約（受診券持参）

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
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
小川保健相談センター

四季健康館

小川保健相談センター

四季健康館

小川保健相談センター

月

火
水
金

金

月

火

水

乳児健診（13:00～13:30）

育児相談（9:30～11:00）
ハローベビー教室：妊娠編（9:15～9:30）
3歳児健診（13:00～13:30）

1歳6か月児健診（13:00～13:30）

2歳児歯科健診（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
玉里保健福祉センター
四季健康館

玉里保健福祉センター

四季健康館

玉里保健福祉センター

玉里保健福祉センター

美野里　  4か月児（平成19年2月生）
美野里　10か月児（平成18年8月生）
乳幼児と保護者
妊婦とその夫
美野里（平成16年1月2日～3月5日生）
小川・玉里
（平成17年11月1日～平成18年1月15日生）
美野里（平成17年4月7日～5月20日生）
小川・玉里　4か月児（平成19年3月生）
小川・玉里　10か月児（平成18年9月生）
乳幼児と保護者

事業名（受付時間） と  こ  ろ対  象  者

と　　き 事業名（受付時間） と  こ  ろ対  象  者

■健康教室・健康相談　  
　  テーマ　日射病と熱中症について　7月10日（火）～13日（金）　10:00～11:30　四季健康館　大広間

4月26日発行の広報「おみたまお知らせ版」5月号（5ページ）において記事内容に下記のとおり誤りがありま
した。訂正し、お詫びします。

●母子保健事業

6月のほけんがいど6月のほけんがいど

と　　き

19

20

火

水

乳児健診（13:00～13:30）

１歳６か月児健診（13:00～13:30）

小川保健相談センター

四季健康館

小川・玉里　4か月児（平成19年2月生） 
小川・玉里　10か月児（平成19年8月生）
小川・玉里　（平成17年9月～10月生） 
小川・玉里　（平成17年9月～10月生）  

事業名（受付時間） と  こ  ろ対  象  者

と　　き

19

20

火

水

乳児健診（13:00～13:30）

１歳６か月児健診（13:00～13:30）

小川保健相談センター

四季健康館

小川・玉里　4か月児（平成19年2月生） 
小川・玉里　10か月児（平成18年8月生）

美野里（平成17年10月16日～12月15日生）

事業名（受付時間） と  こ  ろ対  象  者

●母子保健事業（誤）

●母子保健事業（正）

●成人保健事業

県や国等のお知らせ
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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

　ふるさと女性大学「葦の会」は、地域集落における自主
的・創造的なふるさとづくりの活動の中心的存在となる女
性リーダーの育成を目的として実施されています。

開講期間　７月13日～平成20年1月17日までのうちの6日間
場　　所　茨城県総合福祉会館
募集締切　6月15日（金）
定　　員　280名
受講資格　農山漁村地域に居住する女性で職業・年齢は
　　　　　問いません。

　　農政課農政係　☎48－1111　内線1183

第１０期ふるさと女性大学「葦の会」受講者募集

【調理師試験】
期　　日　8月29日（水）午前9時15分集合　
試験場願書受付　常磐大学（水戸市見和1-430-1）
用意するもの　受験料6,200円、写真1枚、最終学校の卒業証
　　　　　明書または卒業証書の写し（原本も持参）、受
　　　　　験願書、調理従事証明書、合格通知書作成等
　　　　　調理師連合会水戸支部願書受付：7月17日

受付期間　随時受付中
応募資格　日本国籍を有する者
　　　　　18歳以上27歳未満の者
処　　遇　初任給　157，000円
　　　　　ボーナス年2回（4.45か月分）6月・12月支給
身　　分　特別国家公務員
福利厚生　衣食住（無料）
試験期日・会場　（第2回）6月16日（土）霞ヶ浦駐屯地
　　　　　（第3回）7月  6日（金）勝田駐屯地
試験科目　筆記・口述試験・身体検査・適性検査・作文　
　　　　　（筆記試験は国語、数学、社会の３科目）

　　自衛隊茨城地方協力本部　百里募集事務所　　　
　　☎0299－５2－1366
　　http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/

自衛官募集　◇２等陸、海、空士のコース◇

調理師試験及び予備講習会

問

問

問

　雇用環境の整備と職場の実質的な男女均等取扱いを
実現するため、ポジティブ・アクションの具体的取組のノウ
ハウをご紹介します。ぜひご参加ください。

と　　  き　6月27日（水）午後1時30分～3時30分
と こ ろ　ホテルレイクビュー水戸（水戸市宮町１－6－1）
対 象 者　事業主・労働者等　150名（定員になり次第締め切ります）
内　　容　・改正男女雇用機会均等法等説明
　　　　　・事例発表（㈱常陽銀行）等

　　財団法人21世紀職業財団茨城事務所　　　
　　☎029－226－2413

第２２回男女雇用機会均等月間（６月１日～３０日）
「ポジティブ・アクション実践セミナー」

問

受験資格　昭和61年4月2日～平成2年4月1日までに
　　　　　生まれた方
試験の程度　高等学校卒業程度
受付期間　6月26日～7月3日（土日は除く）
試 験 日　1次：9月9日　
　　　　　2次：10月18日～25日までの間の指定する1日
試験種目　1次：教養、適性、作文
　　　　　2次：人物試験、身体検査

　　　関東信越国税局　人事第二課　試験係　　　
　　　〒330-9719　埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
　　　　　　　　　さいたま新都心合同庁舎1号館
　　　☎048－600－3111　内線2095・2097

平成19年度税務職員
（国家公務員採用Ⅲ種（税務））採用試験

問申

　多言語活動から得た「ことばの自然習得」をわかりやす
くお話します。ぜひご参加ください。

と　　 き　①6月15日（金）午前10時30分～午後0時30分
　　　　　②6月16日（土）午前10時30分～午後0時30分
と こ ろ　①旭台会館（石岡市）
　　　　　②石岡市民会館　会議室
入 場 料　無料
そ の 他　託児あり（要予約）

　　言語交流研究所　ヒッポファミリークラブ
　　☎0120－557－761　　

講演会「７ヵ国語を話す、日常がある」

あし

　高齢者の運動機能の維持向上と転倒、寝たきり、閉じこ
もりを防ぐため実施します。

と　　   き　7月3日から9月28日までの火曜・金曜日（全26回）
　　　　　  午後1時～2時30分
と こ ろ　農村環境改善センター
対 象 者　市内在住の高齢者
利用者負担　1回　500円

　　ウェルネスサポート茨城　☎46－7700

老化防止トレーニング

問

　　　　　まで（願書及び従事証明書等は調理師会にあ
　　　　　ります）※受付時間は午前10時～午後4時
【予備講習会】
日　　時　8月20日（月）、21日（火）の2日間
　　　　　午前9時～午後4時55分
場　　所　茨城県職業人材育成センター（水戸市水府町864－4）
受 講 料　29,000円
持参するもの　調理師試験教本および参考資料（3,600円）、
　　　　　筆記用具、弁当

　　茨城県調理師連合会水戸支部　
　　☎029－226－0727　

問
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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

・6月23日（土） 午前10時30分～
・7月14日（土） 午前10時30分～
・7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

・6月 9 日（土） 午前10時30分～
・7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

美野里公民館図書室
美野里公民館

開館
時間
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＊■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、蔵書点検による休館日です。
＊■は玉里図書館、蔵書点検による休館日です。

＜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、小川図書館、玉里図書館は休館いたし
ます。利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、休館中は他の図書
館・図書室をご利用ください。
　小川図書館：6月1日（金）～6月15日（金）　玉里図書館：6月19日（火）～6月30日（土）

　例年、小川図書館では、6月に除籍した雑誌の配布を行っておりましたが、今年は文化祭時に配布する予定です。
また、蔵書点検のため、6月のお話会は23日（土）のみとなります。

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

・6月23日（土） 午前11時～
・7月28日（土） 午前11時～

6月・7月のおはなし会6月・7月のおはなし会6月・7月のおはなし会6月・7月のおはなし会

6　月
日 月 火 水 木 金 土

＜小川図書館からのお知らせ＞
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6月・7月のおはなし会6月・7月のおはなし会

『助かる命』を助けるために『助かる命』を助けるために『助かる命』を助けるために『助かる命』を助けるために『助かる命』を助けるために

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
　いて受け付けを行っていますので、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

4月中 累　計
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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】

 あなただけです !

　右記のグラフ（カーラーの救命曲線）は、主たる3つの原因に
よる「死亡率≒蘇生率」を表したものです。このグラフから分か
るとおり、心臓停止から5分以上経過すると死亡率はほぼ100
％です。言い換えれば、5分以上なにもしなければ蘇生は絶望
的といえるでしょう。しかし、その場に居合わせた「あなた」が、3
分以内に適切な処置を施してくれれば「蘇生率」は50%以上に
上ることが理解できると思います。
　小美玉市消防本部において、救急車が現場に到着するまでに要する時間は、119番通報を受けてから約7
分です。これは、全国平均とほぼ同時間です。このことを踏まえて改めてカーラーの救命曲線を見てみると、
救急車の到着をただ待っていたのでは、「救える命」、「救えたはずの命」が救えなくなってしまうことに気づく
でしょう。
　「救える命」を救えるのは、その場に居合わせた「あなた」だけです。「救える命」、「助けることができたはず
の命」を救うために、みなさんの勇気と協力が必要です。最悪の事態に備えるために、普通救命講習会を受講
してください。以前に受講したという方も、数年前とはやり方も変わり、AED（自動体外式除細動器）の取り扱
いも含まれるようになりましたので、なるべく早期に普通救命講習会の受講をお願いいたします。
　小美玉市消防本部では、普通救命講習会の受講を随時受け付けています。

「救える命」を救うには…

　突然の事故や病気は、いつどこで起きるかわかりません。しかも、誰にでも
（年齢や性別にかかわりなく）起こりえます。
　誰かが、家族が、突然の事故や病気で「心肺停止」に陥ってしまったとき、その
人を救えるのは…その場に居合わせた、「あなた」だけなのです。
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休日診療当番医(外科)

　

人　口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53,380人（－86）
　男　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,081人（－59）
　女　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,299人（－27）
世帯数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,336戸（－12）

人口と世帯数 （平成19年5月1日現在）

・国民健康保険税　　第3期

・市県民税　　　　　　　　第1期、全期

・介護保険料　　　　　　第2期

（※納期限は、7月2日となっています。）

6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）

6月17日・24日
◆受付　午前９時～11時30分
　　　　午後１時～３時30分

6月16日・17日・23日・24日・30日
◆受付　午後７時～10時30分

休　日

夜　間

6月6月6月
◆受付  午前９時～11時30分・午後１時～３時30分
日

17

24

 外　　　科

渡辺クリニック

斉藤病院

（石岡市）

（石岡市）

☎（26）7633

☎（26）2131

6月6月6月

(　　）は前月比

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　6月27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。

7月 4日

7月11日

7月18日

7月25日

　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
※社会福祉協議会本所
　☎３７－１５５１

午後１時～４時

防災行政無線の
個別受信機の返却について

防災行政無線の
個別受信機の返却について

防災行政無線の
個別受信機の返却について

小川地区の皆さまへ

　旧小川町内において、防災行政無線の個別受信
機を貸与しておりますが、小美玉市から転出される
際は、ご返却願います。

＜返却及び問い合わせ＞
　小美玉市役所小川総合支所　
　　　　　　総合窓口課　生活環境係
　　☎０２９９－４８－１１１１
　　内線２１０８

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。

6月13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

6月14日
午後1時～3時
小美玉市役所1階　相談室
石崎　渡　相談委員

6月20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

行 政 相 談

【問い合わせ】 秘書広聴課　広報広聴係
☎48－1111　内線1221

次回お知らせ版 6月号の発行日は 6月28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


