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と　 き　3月24日（土）午後1時30分～

と こ ろ　玉里総合文化センター「コスモス」

◆記念講演
　講師　長谷川　幸介  先生
　演題　「新しいまち、新しいつながりを考える」

◆パネルディスカッション
　　テーマ 「小美玉市の健やかな成長を語る」

　　コーディネーター
　　　　長谷川　幸介  先生

　　パネラー
　　　　廣　戸　京　子  さん（羽鳥在住）
　　　　山　西　弘一郎  さん（小川在住）
　　　　市　村　同　子  さん（江戸在住）
　　　　高　木　豊　穂  さん（栗又四ケ在住）

◆閉会　午後４時15分

◆ホワイエで、パネル展や試食会を行います。

◆問い合わせ
　　企画調整課
　　☎４８－１１１１　内線1243

　町村合併によって誕生した小美玉市は、もうすぐ1歳を迎えようとしています。市の健やかな成長を
願って小美玉市の将来を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。ご来場をお待ちしています。

長谷川　幸介  先生プロフィール
■茨城大学生涯学習教育研究センター助教授
■専門分野は教育学法、生涯学習論、地域社会論
■研究されている課題は、生涯学習とボランティ
　ア理論、学校と地域の教育力、男女共同参画な
　どの他、地域福祉・介護保険・地方自治など。

小美玉市の健やかな成長を願う市民フォーラム小美玉市の健やかな成長を願う市民フォーラム

小美玉市誕生1周年記念

と　　き　3月11日（日）午前9時30分～午後1時
と  こ  ろ　玉里保健福祉センター
メニュー　レンコンの肉づめ
　　　　　わかさぎとレンコンの酢づけ
　　　　　カッティングチーズケーキ
　　　　　すまし汁

参加対象　家族そろってご参加ください。
　　　　　どなたでも、一人でも参加できます。
参  加  料　無料
申込締切　3月5日（月）まで
主　　催　青少年を育てる小美玉市民の会　家庭部会
申込み・問い合わせ　生涯学習課（小川総合支所内）
　　　　　☎48－1111　内線2221

第3回「お父ちゃんの台所」～楽しい料理づくり～第3回「お父ちゃんの台所」～楽しい料理づくり～第3回「お父ちゃんの台所」～楽しい料理づくり～
キャッチフレーズ【早寝・早起き・朝ごはん】

朝ごはんは1日の始まりです。1日に最低1回は家族で食卓を囲みましょう。
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小美玉市美野里支部文化協会祭

　平成18年度は合併に伴う特例として、小川・美野里・玉里の３ヶ所で、飼うことのできなくなった犬・ねこの
引き取りを行っていましたが、平成19年度からは小川の１ヶ所になります。

４月からの引き取り場所
　　　小川文化センター　東側駐車場
　　　午後1時40分～2時

引き取り手数料
　　　生後91日以上の犬・ねこ→１頭（匹）　2,000円
　　　生後91日未満の犬・ねこ→１頭（匹）　   400円

　　　※詳しい日時については市役所環境課までお問い合わせください。

４月から犬・ねこの引き取り場所が変更になります４月から犬・ねこの引き取り場所が変更になります４月から犬・ねこの引き取り場所が変更になります

環境課　 ☎４８－１１１１ 　内線1144【問い合わせ】

　農業公社では、農地の貸借相談、あっせんをおこなっています。就農が困難な方、兼業のため農地を貸した
い方や農地を借りて規模拡大を図りたい方は、お近くの農業委員（農地保有合理化事業推進員）または農業
公社にご相談ください。

貸借期間　３～10年のいずれかの期間となります。

申込方法　貸し手、借り手とも印鑑を持参の上、お申し込みください。
　　　　　（申込用紙は農業公社又は農業委員会にあります。）
　　　　　なお、貸し手の方は口座番号の控えを持参してください。

農地を貸したい方、借りたい方はご相談ください農地を貸したい方、借りたい方はご相談ください農地を貸したい方、借りたい方はご相談ください

■放課後児童クラブとは■
　保護者が仕事などで昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、授業終了後にクラブを利用して、遊び
や生活の場を与え健全な育成を図ることを目的としています。

■対象■
　昼間保護者が家庭にいない小学校新１～新３年生の児童

平成１９年度 放課後児童クラブへ入会する児童を募集します平成１９年度 放課後児童クラブへ入会する児童を募集します平成１９年度 放課後児童クラブへ入会する児童を募集します平成１９年度 放課後児童クラブへ入会する児童を募集します

■申請及び問い合わせ■
名　　称

げんきっ子クラブ
ヴィガークラブ
さくらっ子クラブ
みるクラブ
小川クラブ
玉里小クラブ
玉里北小クラブ
玉里東小クラブ

納場保育園（納場111-1）
太陽保育園（鶴田136-5）
さくら保育園（小川370-1）
玉里第二保育園（上玉里1126-1）
旧下吉影幼稚園（下吉影686-1）
玉里小学校（上玉里1039）
玉里北小学校（栗又四ケ986）
玉川地区学習等供用施設（下玉里2058）

48－1789又は48－3586（納場保育園）
48－2253（太陽保育園）
58－4821（さくら保育園）
58－2643（玉里第二保育園）
48－1111（小川総合支所　保健福祉課）

48－1111（玉里総合支所　保健福祉課）

場　　所 問い合わせ先

（財）美野里農業公社　小美玉市部室１１５１－７
 ☎４８－３９７１　FAX４８－３９７５【申込み・問い合わせ】
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期　　間　3月11日（日）～3月18日（日）
と  こ  ろ　四季文化館（みの～れ）
展示部門　書道・絵画・手芸・写真・盆栽・俳句・短歌・パンの花・生け花
　　　　　午前9時～午後5時（3/18は午後3時まで）
発表部門　合同発表　3月17日（土）（コーラス・オカリーナ・詩吟・大正琴・読書）
　　　　　民謡民舞　3月18日（日）（民謡民舞連合会）
　　　　　茶　　会　3月18日（日）（茶道部）

爆笑演芸会：浪曲漫談「玉川カルテット」　歌謡ショー「星 きよし」
と　　き　3月11日（日）　開演　午後2時　開場　午後1時30分
と  こ  ろ　四季文化館（みの～れ）森のホール
入場料金　前売券2,000円　当日券2,500円　全席自由
　　　　　※未就学児の入場はご遠慮ください。
　　　　　※入場券発売中！
入場券取扱場所
　小川文化センター　（午前9時～午後5時：月曜休館）　
　四季文化館（みの～れ）　（午前9時～午後9時：休館日なし）
　美野里公民館　（午前9時～午後5時：水曜休館）　 
　羽鳥ふれあいセンター　（火曜 午後1時～午後5時　水曜･金曜 午前9時～午後5時 土曜 午前9時～正午）
　玉里総合文化センター コスモス　（午前9時～午後5時：月曜休館）

　12月にオープンしました「しみじみの家」は飲食を伴った会合や懇談会、グループ活動など幅広い目的で気軽
にご利用いただけます。

と  こ  ろ　小美玉市高崎300番地２
　　　　　玉里総合文化センター向い
開館時間　午前9時から午後10時まで
　　　　　※準備時間及び後片付け時間も含みます。
休  館  日　月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）、祝日
　　　　　年末年始（12月28日から翌年1月4日まで）
申込受付・問い合わせ
　　　　　月曜日から金曜日までの午前９時～午後５時
　　　　　　玉里総合支所　総務課　
　　　　　　☎４８－１１１１　内線3211
申込方法　申込みは利用の6ヶ月前から7日前までです。
　　　　　電話で利用の可否について確認と仮予約をされたあとに
　　　　　申込書類を提出していただきます。
　　　　　利用許可申込書は市ホームページからダウンロード出来ます。

小美玉市美野里支部文化協会祭小美玉市美野里支部文化協会祭小美玉市美野里支部文化協会祭

市民の皆様の憩いの場としてご利用ください！市民の皆様の憩いの場としてご利用ください！

美野里支部　文化協会事務局　鈴木　☎４６－１８６２
文化振興課（小川総合支所内） 　☎４８－１１１１　内線2241【問い合わせ】

料　　金

しみじみの家外観

区　　分
居間（囲炉裏利用なし） 2,400円

3,200円
800円
800円
800円

2,400円
3,200円
800円
800円
800円

3,000円
4,000円
1,000円
1,000円
1,000円

居間（囲炉裏利用含む）
和室（１室）
厨房

風呂（１室）

9時～午後1時 午後1時～5時 午後5時～10時

４月から犬・ねこの引き取り場所が変更になります

農地を貸したい方、借りたい方はご相談ください

平成１９年度 放課後児童クラブへ入会する児童を募集します平成１９年度 放課後児童クラブへ入会する児童を募集します
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対  象  者　40歳以上の方で、6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
定　　員　50名
と　　き　4月～9月の平日毎週1回（6ヶ月間合計24回実施）
　　　　　第1回目　4月2日（月）
　　　　　　　　　　　受付：午後1時～1時30分
　　　　　　　　　　　運動：午後1時30分～3時
と  こ  ろ　小川保健相談センター
指  導  者　日本レクリエーション協会公認レク・コーディネーター
　　　　　小泉 洋子先生
参  加  費　教室を安全に実施するため、任意保険料
　　　　　として1,000円（24回分）いただきます。

そ の 他　参加時は、運動のできる服装・運動靴で、
　　　　　タオル・水分補給の水・筆記用具等を持
　　　　　参してください。
申込方法　受付日…3月5日（月）～3月20日（火）
　　　　   （定員になり次第締め切らせていただきます）
　　　　　（任意保険料を添えて直接窓口へ申込みください）
問い合わせ　小川保健相談センター　☎５８－１４１１
　　　　　※土・日は除く　午前8時30分～午後5時15分

　リズム体操は、音楽に合わせて、誰でもいきいきと楽しくできる体操です。
　健康づくりに興味のある方、体脂肪・運動不足が気になる方、この機会にぜひ参加してみませんか？

リズム体操参加者募集！リズム体操参加者募集！

　皆さんは『メタボリックシンドローム』をご存知ですか？病気というほどではないけれど、腹囲が男性で85センチ
以上、女性で90センチ以上、加えて少しだけ血圧・中性脂肪・血糖等検査値が高い状態を『メタボリックシンド
ローム』と呼んでいます。
　メタボリックシンドロームは、自覚症状がないからと見過ごしていると、心筋梗塞や脳梗塞といった重篤な病気
を引き起こします。
　ウォーキングは、内臓脂肪を燃やし、メタボリックシンドロームを予防する最適な運動方法です。これからウォー
キングを始めたい方、ウォーキングをしても効果がでないと感じている方、基礎からしっかり歩ける「速歩」まで指
導します。ウォーキングで、内臓脂肪を燃やし、スリムなウエストと健康な体をつくっていきましょう。

対  象  者　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
定　　員　30名
と　　き　4月～6月の毎水曜日（計12回）
　　　　　第1回目　4月4日（水）
　　　　　午前9時30分～11時30分
と  こ  ろ　四季健康館
指  導  者　健康運動指導士　岡村 聖子先生
参  加  費　教室を安全に実施するため、任意保険料として
　　　　　500円（12回分）いただきます。
そ  の  他　参加時は、運動のできる服装・運動靴(外履き用)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　3月5日（月）～20日（火）までに下記へ直接または
　　　　　電話にて申込みください。（定員になり次第締切）
問い合わせ　健康増進課（四季健康館内）成人保健係　
　　　　　☎４８－０２２１　内線4205、4206
　　　　　※土・日は除く（午前8時30分～午後5時15分）

リフレッシュウォーキング参加者募集！リフレッシュウォーキング参加者募集！

日　程　表（予定）
月

4

5

6

4
11
18
25
9
16
23
30
6
13
20
27

午前9時30分～11時30分
午前9時30分～11時30分
午前9時30分～11時30分
午後1時～3時
午前9時30分～11時30分
午前9時30分～11時30分
午後1時～3時
午前9時30分～11時30分
午前9時30分～11時30分
午後1時～3時
午前9時30分～11時30分
午前9時30分～11時30分

水

水

水

日 曜 日 時　間

～はじめませんか？メタボリックシンドロームを予防できるウォーキング～

ターゲットバードゴルフ教室 テニスクリニック

健康フォーラム
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ターゲットバードゴルフ教室ターゲットバードゴルフ教室ターゲットバードゴルフ教室ターゲットバードゴルフ教室

と　　 き　3月15日（木）・16日（金）・17日（土）
　　　　　午前9時30分～正午
　　　　　※雨天の場合でも15日は実施します。
と  こ  ろ　四季の里　ターゲットバードゴルフ場
参  加  費　1,000円（用具代）
携  行  品　ピッチングウェッジ（クラブの貸出もできます）
　　　　　運動靴、筆記用具
申込締切　3月10日（土）
主　　催　美野里体育協会ターゲットバードゴルフクラブ
申込み・問い合わせ　美野里体育協会ターゲットバードゴルフクラブ
　　　　　大藤　　　保　　☎４６－０００１
　　　　　西田　勝太郎　　☎４６－０６２９
　　　　　希望ヶ丘公園管理センター　☎４７－０１６７

テニスクリニックテニスクリニックテニスクリニックテニスクリニック

と　　 き　3月18日(日)　午前10時～午後3時
　　　　　雨天時は中止
　　　　　（はっきりしないときは希望ヶ丘公園管理センターまで）
と  こ  ろ　希望ヶ丘公園テニスコート
講　　師　日本テニス協会公認コーチ　
参加対象　テニス技術のレベルアップを図りたい方
参  加  費　1,000円（ボール代等。ただし、協会加盟者は500円）
　　　　　※当日徴収します
　　　　　※昼食は各自ご用意ください
募集人員　約40名
募集期間　2月26日(月)～3月14日(水)
主　　催　美野里テニス協会
申込み・問い合わせ　希望ヶ丘公園管理センター
　　　　　☎４７－０１６７

「よーく考えよう…自分自身の健康管理」「よーく考えよう…自分自身の健康管理」

　日本人の主要な死因は、生活習慣病からくる循環器疾患や脳血管疾患と悪性腫瘍（ガン）です。特に茨城県は、
循環器疾患による死亡率が全国と比べて高く、大きな社会問題となっています。高脂血症、高血圧、糖尿病などの
生活習慣病の克服とガンの早期発見、早期治療が現代おいて、大きく叫ばれているところです。
　今回のフォーラムでこれらの問題についていっしょに考えましょう！

と　　き　３月28日
　　　　　午後1時30分～3時（午後1時開場）
と  こ  ろ　四季文化館（みの～れ）
　　　　　☎４８－４４６６
講　   演　消化器病の診断と治療
　　　　　（希望ヶ丘ひきクリニック院長　比氣 利康氏）
　　　　　生活習慣病なんて怖くない
　　　　　（東茨城郡医師会会長　小川南病院院長　諸岡 信裕氏）
対　   象　健康に興味のある方ならどなたでも
入 場 料　無料
主　   催　東茨城郡医師会
後　   援　小美玉市、茨城町、石岡市
問い合わせ　小川南病院事務局
　　　　　☎５８－１１３１

健康フォーラム健康フォーラム健康フォーラム

～生活習慣病とガンから自分の体を守ろう～
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いよいよ終了間近！

平成18年度参考展示「縄文の闇、弥生の光」
いよいよ終了間近！

平成18年度参考展示「縄文の闇、弥生の光」
いよいよ終了間近！

平成18年度参考展示「縄文の闇、弥生の光」
いよいよ終了間近！

平成18年度参考展示「縄文の闇、弥生の光」

美野里太極拳サークル会員募集美野里太極拳サークル会員募集美野里太極拳サークル会員募集美野里太極拳サークル会員募集

　大河がゆったりと流れるような24式太極拳をは
じめませんか？
　老若男女どなたでも、無理なく楽しめる手軽な
健康法です。
　お気軽にご参加ください。

　只今、玉里史料館、小川資料館では、参考展示「縄文の闇、弥生の光」を開催中です。縄文文化がいかに衰
退し、弥生時代に入って人間の生活がどうやって、どこまで復興していったかを考える展示です。また併せて記
念講演会、展示説明会なども実施しますので、多数の方のご来館をお待ちしております。

第1会場　玉里史料館　「消えゆく貝塚文化」
第2会場　小川資料館　「農耕社会の誕生」
会　  期　3月11日（日）まで

■記念講演会（聴講無料）　
　弥生文化成立期前夜の東関東―縄文貝食民と弥生再葬墓の世界―
　　3月4日（日）　午後2時
　講　師　小林 青樹氏（國學院大學栃木短期大學助教授）
　会　場　玉里総合文化センター

■他の関連事業
　☆展示解説会（参加料無料）　3月11日（日）
　　玉里史料館　午前11時　小川資料館　午後1時30分

問い合わせ　玉里史料館　☎２６－９１１１
　　　　　　小川資料館　☎５８－５８２８

と　　 き　隔週土曜日（月２回）
　　　　　午後1時30分～3時30分
と  こ  ろ　農村女性の家　（納場小学校向かい）
会　　費　月1,000円（入会金はありません）
そ  の  他　動きやすい服装、柔らかい靴
　　　　　（はだし・靴下  可）、飲みもの持参 
問い合わせ　☎４６－７１７１　崎尾

と　　 き　3月20日（火）　午前10時～正午
講　　師　大塚　佼巳　先生
参  加  費　800円（コーヒー、手作りケーキ含）
　　　　　※コーヒー数種を飲み比べます。
募集人員　12名（先着順）
申  込  み　3/8（木）、3/12（月）
　　　　　午前9時～午後5時まで
　　　　　3/10（土）、3/13（火）
　　　　　午前9時～正午まで
　　　　　羽鳥公民館に参加費を添えてお申込み
　　　　　ください。
問い合わせ　羽鳥公民館　☎４６－１５１９

手作り講座

サイホンで美味しいコーヒーをたてて、
飲んでみませんか？

サイホンで美味しいコーヒーをたてて、
飲んでみませんか？

サイホンで美味しいコーヒーをたてて、
飲んでみませんか？

サイホンで美味しいコーヒーをたてて、
飲んでみませんか？

みどころ①
豪壮な縄文時代中期の土器
（縄文文化が最高潮に
  達したころの土。4,500年前）

みどころ②
千葉県多古町志摩城跡出土の弥生土器
（弥生時代中期前半の大規模再葬墓群
  が発見された遺跡で、当時大変な話
  題になりました。2,000年前）

3月・4月のおはなし会3月・4月のおはなし会

■
■
■

市民講座受講生修了作品展
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いよいよ終了間近！

平成18年度参考展示「縄文の闇、弥生の光」

美野里太極拳サークル会員募集 サイホンで美味しいコーヒーをたてて、
飲んでみませんか？

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

3月・4月のおはなし会3月・4月のおはなし会3月・4月のおはなし会3月・4月のおはなし会

・  3月10日（土） 午前10時30分～
・  3月24日（土） 午前10時30分～ 
・  4月14日（土） 午前10時30分～ 
・  4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

玉里図書館
玉里総合文化センター　１階　和室

・  3月10日（土） 午前10時30分～
・  4月14日（土） 午前10時30分～
美野里公民館図書室
美野里公民館　2階　研修室

・  3月24日（土） 午前11時～
・  4月28日（土） 午前11時～

　字手紙、ハワイアンキルト、つた工芸、書道教室の受講生の1年間の成果を展示します。

と　　き　3月24日～3月30日
　　　　　午前9時～午後8時（最終日は午後3時まで）
と  こ  ろ　羽鳥ふれあいセンター2階
問い合わせ　美野里公民館（水曜日休館）
　　　　　☎４８－１１１０

開館
時間

3　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

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4　月
日 月 火 水 木 金 土

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

3

10

17

24

＊■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。

2

9

16

23

30

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

8

15

22

29

市民講座受講生修了作品展市民講座受講生修了作品展市民講座受講生修了作品展

　市外に転出される方は図書カード、貸し出し中の図書館資料を
必ずご返却ください。
　また、住所変更の方も図書館までお申し出ください。

市外に転出される方へのお願い
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■「貸します詐欺」とは…
　実在する大手会社を装ったダイレクトメールや携帯メールを送りつける等、お金を融資すると誘い、客が乗ってく
ると、何らかの理由をつけて逆にお金を振り込ませる等というものです。お金を振り込む等の手続きをしても、約束
したはずの融資は実行されず、手続きしたお金も返されません。

■「貸します詐欺」の特徴
　①勧誘手段
　　ダイレクトメール・携帯メール・ホームページ上の偽広告等
　②融資の事前に必ずお金を要求してきます
　　（保証料や保険料・登録料・身分確認・データ修正等の名目による要求）
　③一度払い込むと、同じ業者から次々に名目を変えて、請求があります
　④銀行振り込みに加え、電信為替居宅払いや小包等で現金を受け取ろうとします。

■「貸します詐欺」の注意点
　金融機関や金融会社で、融資のために、事前にお金を振り込ませるというようなことはありません。
そのような内容の場合は、詐欺を疑う必要がありますので、十分にご注意ください。

困ったときやわからないときの相談は

　茨城県消費生活センター
　　☎029－225－6445
　小美玉市役所　環境課
　　☎48－1111　内線1143

「貸します詐欺」にご注意ください！！「貸します詐欺」にご注意ください！！「貸します詐欺」にご注意ください！！

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

と　　 き　4月7日(土)～7月31日(火)
　　　　　（そのうち講習期間は19日間）
と  こ  ろ　特別養護老人ホーム　百里サンハウス内　ゴールデンホール
受講資格　原則として、ホームヘルパー事業に従事することを希
　　　　　　望する方、従事することが確定している方、またはすで
　　　　　　に従事している方。（年齢制限18歳以上60歳未満）
募集定員　40名程度　※先着順に受付
申込方法　申込書に現金を添えて百里サンハウスまで直
　　　　　接申込むか、現金書留にて申込みください。
授業料・実習費用　受講料・資料代として1人34,200円かかります。
　　　　　その他テキスト代は、ホームヘルパー養成テキスト2級課
　　　　　　 程（長寿社会開発センター）6,800円になります。
申  込  先　〒311－3406　小美玉市下吉影2437－109
　　　　　特別養護老人ホーム百里サンハウス
受付期間　3月1日(木)～3月31日(土)

　　社会福祉法人武仁会　特別養護老人ホーム　百里サンハウス
　　　　☎54－0029　 Fax54－0593

ホームヘルパー養成研修（２級課程）

　自然と芸術が融合したテーマパーク「芸術の森公園」から自然
豊かな「佐白山ろく」を経て「つつじ公園」までの約7キロのコー
スをのんびり歩いてみませんか？

と　　 き　3月13日（火）　小雨決行
受　　付　午前9時30分～　出発10時　 解散　午後2時
集合場所　「茨城県陶芸美術館」前の広場（笠間市笠間2345）
持  ち  物　弁当、飲み物、雨具、タオルなど
参  加  費　無料
申  込  み　当日に現地で
主　　催　県央地域高齢者はつらつ百人委員会

　　黒田　☎46－1272

　高齢者自らが地域の高齢者を対象に健康づくり、生きがいづくり
に関する事業を、企画し実施する委員会です。ぜひご応募ください。

応募資格　県内に住んでいる概ね60歳以上で、委員会
　　　　　の活動にきちんと出席できる方。
　　　　　※地方公共団体の長及び議員は除く。
　　　　　※報酬・交通費はなし
任　　期　平成19年4月から平成21年3月末日
応募方法　はがきに住所・氏名（フリガナ）・年齢・性別・電話番号と
　　　　　　「応募の動機、活動の抱負、社会活動歴など（200字程
　　　　　　度）」を明記し、3月15日（木）までに申込みください。
　　　　　※当日消印有効

　　（社福）茨城県社会福祉協議会　茨城わくわくセンター　
　　　〒310－8586　水戸市千波町1918
　　　　☎029－243－8989　FAX029－244－4652

「高齢者はつらつ百人委員会」委員募集！

と　　 き　3月8日（木）
受　　付　午前9時30分～　 競技 午前10時～午後2時
と  こ  ろ　堀原運動公園　武道館大道場（水戸市新原2－11－1）
種　　目　①ニュースポーツ
　　　　　　　（シャッフルボード、ユニカール、ニチレクボール、オーバルボール）
　　　　　②スポーツ吹矢
持  ち  物　屋内用運動靴、昼食
参  加  費　無料
申  込  み　当日に現地で
主　　催　県央地域高齢者はつらつ百人委員会

　　黒田　☎46－1272

ニュースポーツ・スポーツ吹矢親善大会参加者募集！

問

問

問

問

「となりの町も歩いてみよう」シリーズ
笠間芸術の森ウォーク参加者募集！

◆常陽銀行美野里支店　☎46－3112
　　3月22日　午前10時～午後3時
◆常陽銀行小川支店　　☎58－2424
　　3月26日　午前10時～午後3時
※予約願います。　　　

年金相談

春の全国火災予防運動週間です！春の全国火災予防運動週間です！春の全国火災予防運動週間です！

住宅用火災警報器の設置について
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「貸します詐欺」にご注意ください！！

県や国等のお知らせ

注 意

寝室 居室 居室
階段
階段

居室 居室

居室 寝室1F

2F 階段
階段

寝室 居室

居室 居室1F

2F 階段
階段

寝室 居室

居室 寝室1F

2F

春の全国火災予防運動週間です！春の全国火災予防運動週間です！春の全国火災予防運動週間です！春の全国火災予防運動週間です！春の全国火災予防運動週間です！

住宅用火災警報器の設置について住宅用火災警報器の設置について住宅用火災警報器の設置について

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！

3月1日～3月7日は3月1日～3月7日は

　これからの季節も引き続き空気が乾燥し、火災が大変発生しやすくなっています。ご注意ください！

　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！

※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。

　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」
を設置すること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。
　新築住宅は平成18年6月1日から既に義務化されています。既存の住宅は小美玉市火災予防条例により、平
成20年5月31日までに設置することとなっています。
　住宅用火災警報器はホームセンター等で購入でき、ネジ数本程度で取り付けら
れて、特別な資格なども必要ありません。また、日本消防検定協会の鑑定に合格し
たことを示す、『NSマーク』(右図)がついている製品の購入を推奨しています。
　設置する場所は、寝室と２階などの寝室へ行く階段の天井です。

設置例　●平屋 ●寝室：1階のみ ●寝室：2階のみ ●寝室：1階・2階

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

1月中 累　計

6

159

108

20

16

15

6

159

108

20

16

15

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】
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休日診療当番医(外科)

　

【問い合わせ】

人　口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53,584人（－ 9）
　男　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,232人（+ 1）
　女　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,352人（－10）
世帯数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,375戸（+15）

人口と世帯数 （平成19年2月1日現在）

・国保税　　　　　　　　　第12期

3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）

3月18日・21日・25日
◆受付　午前９時～11時30分
　　　　午後１時～３時30分

3月17日・18日・20日・21日・24日・25日・31日
◆受付　午後７時～10時30分

休　日

夜　間

3月3月3月
◆受付  午前９時～11時30分・午後１時～３時30分
日

18

21

25

 外　　　科

友部整形外科

田中クリニック

滝田整形外科

（石岡市）

（石岡市）

（石岡市）

☎（26）2339

☎（23）2288

☎（23）2071

3 月3 月3 月

(　　）は前月比

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。

3月14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

3月20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

3月26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

行 政 相 談

4月から市役所の勤務時間が変わります4月から市役所の勤務時間が変わります4月から市役所の勤務時間が変わります
　人事院の規則改正に準じて、市職員の勤務時間・休暇等に関する条例
の一部が改正され、4月から市役所等の終業時刻がこれまでの5時15分
から延長し、5時30分までとなります。

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。
　※電話でご予約の上、おいでください。　

◇休憩時間　正午～午後1時
◇勤務時間　午前8時30分～午後5時30分

と　き　3月26日（月）午前10時から正午

ところ　市役所1階　相談室

秘書広聴課　市民相談係
☎48－1111　内線1212

【予約・問い合わせ】 秘書広聴課　市民相談係
☎48-1111　内線1212

【問い合わせ】 職員課　☎48-1111　内線1273

対話の日対話の日対話の日

※現在行っている昼休み時間の窓口業務は、引き続き行っていきます。

次回お知らせ版 4月号の発行日は 3月29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


