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■対　　象　以下の要件のすべてに該当する組織。
　　　　　　①市民が知恵と汗を出し合って自主的に活動を推進していること
　　　　　　②活動内容が行政計画に沿っていること（公共的サービスの提供を担っていること）
　　　　　　③宗教、政治、特定営利活動を行わない組織
　　　　　　＜具体例＞　
　　　　　　行政区組織　コミュニティ組織　ボランティア組織やNPO法人

■申請方法　地域振興課、小川総合支所総務課、玉里総合支所総務課に備えた申請書に必要事項を記入し、
　　　　　　関係書類を添えて地域振興課へ直接提出してください。なお、申請書の様式等は本市ホームペー
　　　　　　ジからもダウンロードができます。

■締　　切　12月27日（水）

■認定決定　認定の可否はまちづくり審査会において決定されます。審査は申請者自身による団体説明と提出
　　　　　　資料等に基づき公正に行われます。まちづくり組織として認定された場合は、市は申請者へ認定
　　　　　　書を交付し、広報紙等で当該組織を広く紹介します。

■支　　援　認定を受けたまちづくり組織は事業への補助金交付を申請することができます。
　　　　　　（本申請は上記組織認定申請と同時申請も可能です。）
　　　　　　　ⅰ　行政区を活動エリアとする組織　→　1団体年間限度額10万円、補助率50%
　　　　　　　ⅱ　小学校区を活動エリアとする組織　→　1団体年間限度額50万円、補助率70%
　　　　　　　ⅲ　公共的サービスを担う特定目的組織　→　1団体年間限度額10万円、補助率50%
　　　　　　※ただし、補助金を申請できる事業は以下の要件のすべてを満たすものです。
　　　　　　　・行政計画に整合していること
　　　　　　　・年度内に完全実施できること
　　　　　　　・新たな取組みであることまたは従来の取組みを拡充強化すること
　　　　　　　・本事業に対して市の補助金交付を受けていないこと（同一事業重複補助不可）

　小美玉市では、まちづくりを進める組織の認定申請を受付けます。認定後は活動への支援申請が可能となり
ますのでこの機会にぜひ申請してください。

まちづくり組織の認定申請をしましょう！まちづくり組織の認定申請をしましょう！まちづくり組織の認定申請をしましょう！まちづくり組織の認定申請をしましょう！

地域振興課　☎４８－１１１１　内線1221【問い合わせ】

まちづくりを進める皆さんへまちづくりを進める皆さんへまちづくりを進める皆さんへ



2 お知らせ版　平成 18年 11月 30日

「障害者手帳」に写真が貼付されます！

統計調査にご協力ください
製造事業所の皆さまへ

学校教育課（小川総合支所内）　☎４８－１１１１　内線 2211・2212【問い合わせ】

■申込方法■
　提出書類［①入園願書 ②本人の住民票抄本］に必要事項を記入して、下記の期間中に入園希望の幼稚園へ
　お申込みください。
　受付期間：12月11日（月）から1月10日（水）まで［厳守］
　　　　　 （土曜日、日曜日、祝祭日及び12月29日～1月3日は休みです。）
　書類の提出時に、お子さんの様子をおたずねしますので、できるだけ同伴でお越しください。
　　＊受付時間：平日の午前8時30分から午後4時30分まで
　　＊提出書類：各幼稚園・教育委員会（小川総合支所内）学校教育課・各庁舎市民課に用意してあります。
　　＊入園許可通知は、平成19年1月下旬に保護者宛に発送し ます。

　各幼稚園の募集地区については、各小学校区の幼児を優先し、募集人数に満たない場合に限りその他の学区
の幼児も対象とします。但し、表中の募集人数を超えたときは、抽選により入園者を決定します。
※通園バスの運行については、本年度のとおりとします。

　対象者：小美玉市内にお住まいの方
　　○５歳児（１年保育）＝平成13年4月2日～平成14年4月1日に生まれた子
　　○４歳児（２年保育）＝平成14年4月2日～平成15年4月1日に生まれた子
　　○３歳児（３年保育）＝平成15年4月2日～平成16年4月1日に生まれた子

幼稚園一覧

授業料・保育時間など

園　　名 住　　所 電話番号 園　児 募集人数

小川幼稚園

野田幼稚園

吉影幼稚園

橘 幼 稚 園

竹原幼稚園

羽鳥幼稚園

堅倉幼稚園

納場幼稚園

玉里幼稚園

園　　　名 授業料（月額）

4,000円 午前9時～午後3時

4歳児・5歳児    午前9時～午後3時
3歳児　 1学期　午前9時～午前11時
　　　　2学期　午前9時～午後  1時
　　　　3学期　午前9時～午後  2時

4,000円

＊その他、給食費・ＰＴＡ会費・後援会費等の経費がかかります。

保育時間
小川幼稚園・野田幼稚園・吉影幼稚園・橘幼稚園・
竹原幼稚園・羽鳥幼稚園・堅倉幼稚園・納場幼稚園

玉里幼稚園

小川1661－5

野田70

飯前1376－16

与沢935－1

竹原585

羽鳥637

堅倉1278－2

納場444

上玉里2956－3

５８－２４００

５８－２７８７

５３－０６５０

５４－０００４

４７－０４２６

４６－０２２０

４８－０３９３

４８－１０９３

５８－０１１８

5歳児

5歳児

5歳児

5歳児

4歳児・5歳児

4歳児・5歳児

4歳児・5歳児

4歳児・5歳児

3歳児・4歳児・5歳児

35人

35人

35人

35人

各35人

各35人

各35人

各35人

各50人

平 成 １９ 年 度 幼 稚 園 児 募 集平 成 １９ 年 度 幼 稚 園 児 募 集平 成 １９ 年 度 幼 稚 園 児 募 集
市教育委員会では、各市立幼稚園の平成１９年度幼稚園児を募集します。
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　平成18年10月から順次、「障害者手帳」に写真を貼付して発行することになりました。
　手帳の申請をされるときには、下記の内容書類を貼付することに変わりましたのでご注意ください。

対象者
　Ｈ18年10月以降、下記の手続きをする方
　　①新規に手帳の申請をする方
　　②既に交付された手帳の更新時期となる方
　　③既に交付された手帳を写真付きの手帳に切り替えたい方

申請時必要となるもの
　申請書
　医師の診断書または、障害年金や特別障害給付金等の証書及びその払込通知書の写し
　写真（縦4㎝×横3㎝、上半身脱帽のもので、申請時から1年以内に撮影したもの）

　※上記対象者③の方で所持している手帳の有効期限が残っている場合は新たに診断書等を提出する必　　
　　要はありません。

申請先
　社会福祉課（四季健康館内）障害福祉係　☎４８－０２２１　内線208

「障害者手帳」に写真が貼付されます！「障害者手帳」に写真が貼付されます！「障害者手帳」に写真が貼付されます！
「障害者手帳（精神障害者保健福祉手帳）」をお持ちの方へ

茨城県精神保健福祉センター　精神医療福祉課　☎０２９－２４３－２９７１【問い合わせ】

　平成18年工業統計調査を12月31日現在で行います。調査の実施にあたっては、本年12月から来年1月にか
けて調査員がお伺いします。なお、調査票に記入していただいた内容については、統計法に基づき秘密が厳守さ
れますので、正確なご記入をお願いします。

統計調査にご協力ください統計調査にご協力ください統計調査にご協力ください統計調査にご協力ください

情報政策課　統計係　☎４８－１１１１　内線 1252【問い合わせ】

製造事業所の皆さまへ製造事業所の皆さまへ製造事業所の皆さまへ平 成 １９ 年 度 幼 稚 園 児 募 集
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第1回小美玉市小中学生書き初め大会第1回小美玉市小中学生書き初め大会

平成19年の消防出初式平成19年の消防出初式

　年の初めに、各小学校体育館で書き初め大会を開催します。奮ってご参加ください。
　出品者全員の作品を小川文化センター、四季文化館（みの～れ）、玉里総合文化センターコスモスに展示
します。なお、優秀作品は四季文化館（みの～れ）に展示し、表彰します。

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。

と　　き　　12月9日(土)午前9時～午後1時
と  こ  ろ　　四季健康館
メニュー　　鮭、三色ご飯、れんこんスープ、さといもの
　　　　　　とりそぼろあんかけ、グレープムース

参  加  者　家族そろってご参加ください。
　　　　　どなたでも、1人でも参加できます。
参  加  料　無料
申込締切　12月5日

と　き　1月7日（日）　午前9時集合　9時30分～11時まで
ところ　各小学校の体育館（小川小、野田小、上吉影小、下吉影小、橘小、竹原小、羽鳥小、堅倉小、納場小、玉里小）
持参するもの　書道用具、墨液、新聞紙、上履き
参加料　200円（書き初め用紙10枚を差し上げます）
　　　　※当日徴収します。
　　　　当日参加できない人　1月16日（火）までに作品と参加料を添えて小川公民館、
　　　　　　　　　　　　　　美野里公民館、玉里公民館（玉里総合文化センター内）の
　　　　　　　　　　　　　　いずれかに提出してください。
課　題　小学1年：かるた　　小学2年：ひのまる　小学3年：たこ上げ　
　　　　小学4年：書きぞめ　小学5年：千代がみ　小学6年：書初め会
　　　　中学生：希望新春
　　　　※参考手本と案内は学校から児童生徒各人に渡されます。
展　示　1月20日～28日（午前９時～午後５時）まで
　　　　小川文化センター、四季文化館（みの～れ）、玉里総合文化センターコスモスに展示します。
　　　　優秀作品は、1月30日～2月8日（午前9時～午後5時）まで、四季文化館（みの～れ）にて展示します。
表彰式　2月4日（日）　午後２時～　四季文化館（みの～れ）にて実施します。

当日の朝サイレンが鳴ります。
　出初式当日の朝、召集サイレンが小川・美野里・玉里地区
それぞれにおいて午前 7時に鳴ります。
　火災とお間違えのないようお気をつけください。

1月7日（日）午前8時30分　小川南中学校校庭

小美玉市消防本部　総務課　地域消防係　☎５８－４５４１【問い合わせ】

文化振興課（小川総合支所内）　☎４８－１１１１　内線 2240・2241【問い合わせ】

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

青少年を育てる小美玉市民の会　家庭部会事業

「お父ちゃんの台所」～楽しい料理づくり～「お父ちゃんの台所」～楽しい料理づくり～「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】

小美玉市民駅伝競走大会

カナダのエドモントンの中学生
との交流を楽しみませんか？
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第1回小美玉市小中学生書き初め大会

平成19年の消防出初式

「お父ちゃんの台所」～楽しい料理づくり～

小美玉市民駅伝競走大会小美玉市民駅伝競走大会

カナダのエドモントンの中学生
との交流を楽しみませんか？
カナダのエドモントンの中学生
との交流を楽しみませんか？

と　　き　２月４日（日）小雨決行　　※雨天の場合　１１日（日）

と  こ  ろ　四季の里前通りコース

参加部門　　　
　〔１　部〕
　　小学生男子の部　小学生男子・小学生男女の混合チーム
　　小学生女子の部　小学生女子チーム
　　学生女子の部　　中学生以上の女子チーム・小学生以上の女子混合チーム
　　一般女子の部　　学生女子を除く一般女子チーム　
　　　　　　　
　〔２　部〕
　　一般男子の部　　小学生以上で男女編成の自由チーム
　　行政区の部　　　同一行政区に居住している方の編成チーム
　　　　　　　　　　※チーム名は各行政区名とする
　　　　　　　　　　※中学生・高校生は一般男子の部

参加資格　・市内に居住する者又は市内の事業所に勤務する者
　　　　　・市内の小学校・中学校・高校に在学する者

申込期限　１月１０日（水）

参  加  費　無　　料

　平成19年の春（3月24日～）、カナダのエドモントン市から、中学生中
心の訪問団が、小美玉市に来る予定です。
　この期間中、エドモントン市民との交流にご協力いただける多くのボ
ランティアが必要になります。関心のある方は、ご連絡ください。 

■例えば、こんなボランティアが必要になりますのでご協力をお願いします。    
　・　ホストファミリー（受入家庭）になれる家庭    
　　　※ホストファミリーは、訪問団員を受け入れていただきます。    
　　　※小美玉市在住で、中学生がいる家庭。    
　・　日本の文化を紹介する方。    
　　　茶道・着付け・書道・太鼓・踊り等    
　・　通訳、話し相手のできる方。    
■滞在期間　３月２４日（土）～４月１日（日）

スポーツ振興課（小川総合支所内） ☎４８－１１１１　内線 2231
希望ヶ丘公園 ☎４７－０１６７（直通）
玉里Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎２６－５７６１（直通）

【申込み・問い合わせ】

1区　　1.71ｋｍ
2区　　1.10ｋｍ
3区　　1.48ｋｍ
4区　　1.55ｋｍ
5区　　1.10ｋｍ
6区　　1.48ｋｍ

（1　部）

1区　　2.65ｋｍ
2区　　1.48ｋｍ
3区　　2.65ｋｍ
4区　　1.48ｋｍ
5区　　2.65ｋｍ
6区　　1.48ｋｍ

（2　部）

地域振興課　　☎４８－１１１１　　内線 1221【問い合わせ】
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　小美玉市文化振興課では、小川文化センター・四季文化館（みの～れ）・玉里文化ホールにおける自主文
化事業の開催に伴い、公共ホールボランティアとして「公共ホール支援隊」を募集します。
　「公共ホール支援隊」は、公演前日の準備作業や当日の運営スタッフ等を行うことになります。また、地域の
文化は地域で育てることを重点目標として、支援隊参加者による意見等も参考にしながら今後の自主文化事
業を推進していきたいと思っております。　
　皆さんの積極的なご応募をお待ちしています。

○主な業務内容
　・舞台の設営補助
　・入場時におけるチケット切り及び会場内での観客の誘導　等
　・開演中のドアの開閉　等 
　・開演前及び終演時における場内アナウンス（女性の方）

○申込方法
　直接か、電話、ファックス、郵便、Eメールでお申込みください。

　＜直接か電話の場合＞
　　下記のいずれかまでお申込みください。
　　　・文化振興課（小川総合支所内）　☎４８－１１１１　内線2241　 ・四季文化館（みの～れ）　☎４８－４４６６
　　　・小川文化センター　　　　　　 ☎５８－０９２１　　　　　　   ・玉里文化ホール　　　　☎２６－９１１１

　＜ファックス・郵便・Eメールの場合＞
　　①氏名・②住所・③年齢・④職業・⑤電話番号・⑥希望される施設名（小川文化センター・四季文化館　
　　（みの～れ）・玉里文化ホール）を明記のうえ、文化振興課宛にお申込みください。

○申込期間　12月10日（日）～1月31日（水）

公共ホールボランティアを募集します！公共ホールボランティアを募集します！公共ホールボランティアを募集します！

と　　 き　3月23日（金）午後6時30分開演
と   こ   ろ　玉里総合文化センターコスモス（文化ホール）
出  演  者　川井郁子（ヴァイオリニスト）
入場料金　3,000円（全席指定）
　　　　　未就学児のご入場はご遠慮願います。
チケット発売日　12月16日（土）午前9時～
　　　　　（電話予約は午後1時～）
　　　　　休館日　月曜日・祝日
　　　　　（月曜日が祝日の場合は当該祝日及びその翌日）
　　　　　年末年始（12月28日から1月4日）

川井郁子
ヴァイオリンコンサート

川井郁子
ヴァイオリンコンサート

川井郁子
ヴァイオリンコンサート

文化振興課（小川総合支所内）　〒311-3492　小美玉市小川 4－11
　☎４８－１１１１　内線 2241　FAX５８－４５２６　Eメール bunka@city.omitama.lg.jp

【問い合わせ】

玉里総合文化センター　☎２６－９１１１【申込み・問い合わせ】

小美玉市美野里霊園使用者募集

国民健康保険税は社会保険料控除の対象になります
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公共ホールボランティアを募集します！

川井郁子
ヴァイオリンコンサート

　小美玉市では、市内にお住まいで、墓地を持っていない方（世帯主）を対象に霊園の使用者を募集しています。

場　所　小美玉市花野井字三久保559番地
使用料　268,000円（永代）
管理料　3,150円（年額）

小美玉市美野里霊園使用者募集小美玉市美野里霊園使用者募集小美玉市美野里霊園使用者募集

環境課　環境衛生係　☎４８－１１１１　内線 1144【問い合わせ】

　平成18年1月から12月末までに支払った国民健康保険税は、所得税の確定申告や市・県民税の申告の際に、
社会保険料として全額所得控除の対象になります。

■納付済額のお知らせ
　国民健康保険に加入しているすべての被保険者の世帯主様あてに平成18年中に納付された国民健康保険

税の納付済額のお知らせを郵送します。（平成19年1月下旬頃）

※所得税及び市・県民税の申告にご利用ください。

■年末調整等で利用される場合
　　早めに納付済額のお知らせが必要な方は、市役所医療保険課、小川総合支所市民課、玉里総合支所市民

　課、羽鳥出張所のいずれかの窓口にて発行の申請をしてください。無料にて国民健康保険税納付額確認書を

　発行します。

　　申請には世帯主本人または同一世帯のご家族が印鑑と保険証を持ってお越しください。やむを得ず第三者

　（勤務先・会計事務所等）の方が来庁される場合には印鑑・委任状・身分証明書をお持ちください。

■電話でのお問い合わせにはお答えできません
　　電話での国民健康保険税の納付済額のお問い合わせにつきましては、本人確認ができませんので一切お

　答えしておりません。あらかじめご承知おきください。

■その他
　　・年末調整にて控除された方は確定申告で控除することはできません。

　　・国民健康保険税は世帯主の方が納税義務者となります。納付額のお知らせ及び納付額確認書も世帯主名
　　 で発行しますが、実際に納付された方が社会保険料控除として申告できます。

　　・納付額のお知らせ及び納付額確認書の発行は世帯ごとになります。世帯内で複数の方が国保加入されて
　　 いる場合は、納税通知書記載の被保険者別算出額を参考にしてください。

　　・控除対象となるのは本税のみで督促手数料、延滞金は含みません。

国民健康保険税は社会保険料控除の対象になります国民健康保険税は社会保険料控除の対象になります国民健康保険税は社会保険料控除の対象になります国民健康保険税は社会保険料控除の対象になります

医療保険課　国保収納係　☎４８－１１１１　内線 1106【問い合わせ】
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　先日全戸に配布しました
「小美玉市ガイドマップ」内
に、下記の通り訂正箇所があ
ります。ご迷惑をおかけし申
し訳ありませんが、訂正のほ
どよろしくお願いします。

○官庁関係
　６　小美玉市美野里水道事務所　49－1817 ⇒ 48－1111（代表）

○教育関係
　49　小美玉市美野里ふれいあ運動広場 ⇒小美玉市ふれあい運動広場

○福祉医療関係
　23　ケアハウス　ほうせんか　　48－3617 ⇒ 48－3610
　34　小川南病院　　　　　58－1311 ⇒ 58－1131
　64　立川接骨院　　　　　46－3915 ⇒ 46－3519
　65　美野里中央接骨院　　58－2711 ⇒ 36－9900

「小美玉市ガイドマップ」内の訂正をお願いします
あなたの「夢」栽培しませんか？

募集人員　（一般試験（前期・後期）で定員の40％程度）
　農学科（水田、畑作）20名　畜産学科（酪農、養豚）10名
　経営情報学科　　 10名　果樹園芸学科　　　 10名
　野菜園芸学科　　 20名　花き園芸学科　　　 10名
修業年限　　2年
受験資格　高等学校を卒業した者または平成19年3月に卒業見込みの者
願書受付・入学試験日
　前期　受付：12月18日～ 1 月17日　試験日： 1 月31日
　後期　受付： 2 月 7 日～ 2 月16日　試験日： 3 月 6 日
選抜方法　筆記試験・口述試験（個別面接）
 
　　茨城県農業大学校　入試事務局
　　〒311-3116　茨城町長岡4070－186
　　☎029－292-0010　http://www.ibanodai.ac.jp

平成19年度　茨城県立農業大学校学生募集！

　11月9日発行の「広報おみたま11月号」17ページに掲載
しました「小美玉市の未来を紡ぐかな書道展」の開催期間
が12月11日からとなっていましたが11日は搬入日となり、
一般公開は12日からとなりますのでよろしくお願いします。

　　実行委員長　福田智子　☎47－0518

　教育は子供に残せる最高の財産。こころ行くまで学ば
せてやりたいのが親心です。
　茨城県勤労者育英基金では教育応援として、中央労働
金庫の低利な教育ローン利用者に対して、さらに一定の
利子補給を行いお子様の夢を応援しています。

【ろうきんの教育ローン】
　○融資額　最高500万円（労金の会員の方は1,000万円まで）
　　　　　  一環融資または分割融資
　○返済期間　15年以内、在学中の元金返済据置きもできます。
　○金  利　平成18年11月30日現在
　　　　　   1.9％～2.4％（固定金利・特別金利・返済期間15年以内）
　　　　　  保証料・・・個人負担
　○保  証　茨城県労働者信用基金協会の保証
【育英基金の利子補給制度】
　茨城県勤労者育英基金とは、勤労者の教育費の負担軽減を目的に、
茨城県・市町村・中央労働金庫が出資をしてつくられた公益法人です。
　在学中（最長4年以内）お子様1人あたり100万円（1世帯300万円）ま
での融資に対し、年１％の利子補給を受けることができます。
 
　　(財)茨城県勤労者育英基金　☎029－231－0235

　読み聞かせや朗読を披露してみませんか？

◆朗読部門　2月3日（土）午前9時30分～午後5時　
　　　　　　・60人（組）募集
◆自由部門　2月24日（土）午前9時30分～午後5時
　　　　　　・幼・小・中の部 5人（組）募集
　　　　　　・一般の部　個人の部・団体の部併せて25人（組）募集
◆場　　所　県立図書館視聴覚ホール
 
　　茨城県立図書館　普及課
　　　〒310-0011　水戸市三の丸1－5－38
　　　　☎029－221－5569　FAX029－228－3583

【教育ローン】と【利子補給制度】のお知らせ

税務職員を装った不審な電話にご注意ください

「かな書道展」の開催期間が変更になります

　最近、税務職員を装い、現金自動預け払い機（ATM）を
操作させ振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が
発生しています。
 
　税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わせをす
る場合には、提出していただいた申告書等を基にその内
容をご本人に確認することを原則としています。

　また、税務署や国税局では
(1)還付金受取のために金融機関やコンビニ等の現金
自動預け払い機（ATM）の操作を求めることはありま
せん。

(2)国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込
みを求めることはありません。

(3)フリーダイヤル（0120－○○○―○○○）の電話を設
置しておりませんので、ご注意ください。

ご不審な点があるときは、最寄りの税務署または国税局
まで電話等によりお問い合わせください。
 
　　水戸税務署　☎029－231－4211

問

問

問

問

問

読み聞かせコンクール出場者募集！
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【問い合わせ】

人　口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53,614人（+18）
　男　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,237人（+10）
　女　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,377人（+ 8）
世帯数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,339戸（+14）

人口と世帯数（平成18年11月1日現在）

・固定資産税　　　　　　　　　第3期

・国保税　　　　　　　　　　　　　第9期

・介護保険料　　　　　　　　　第5期

12月中におさめましょう

(　　）は前月比

知的障害者巡回相談

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。

1月 9日

1月17日

1月24日

※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

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。

12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

12月13日
午後1時30分～3時30分
小川町保健相談センター
中島　庸夫　相談委員

12月19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

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。

　茨城県福祉相談センターでは、下記日程のとおり知的障害者巡回相談を実施します。
　ご希望の方は事前にご予約ください。

日　　時　12月12日（火）　午前10時～午後3時まで
場　　所　四季健康館
相談担当　茨城県福祉相談センター
予約締切　12月8日

相談内容 （18歳以上）
　療育手帳の申請および再判定
　知的障害者の処遇に関する相談
　（専門的支援を要するもの）

日　　時　1月26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

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

【予約・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
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階段
階段

居室 居室

居室 寝室1F

2F 階段
階段

居室 居室

居室 寝室1F

2F

年末年始の火の用心年末年始の火の用心年末年始の火の用心年末年始の火の用心年末年始の火の用心

「師走油」ってご存知ですか？「師走油」ってご存知ですか？「師走油」ってご存知ですか？

　何かとあわただしいこの時期は、気持ちにゆとりがなくなり、火の取扱に対する警戒心も薄れがちになります。
火災を起こさないことはもちろん、放火されない環境作りにも心がけ、火災のない明るい新年を迎えましょう。

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

10月中 累　計

4

154

89

25

23

17

29

1,525

907

250

169

199

急　　病

交通事故

一般負傷

そ  の  他

　それは、師走に油をこぼすと火に祟られるとして、こぼした人に水を浴びせる習俗がありました。こんな俗信が
あるのですから、空気の乾燥しているこの時期は、昔から火災が多かったのでしょう。
　師走だからこそ、火災予防の習慣を改めて確認しておくことが大切です。

3つの習慣
　　○　寝たばこは、絶対にやめる。
　　○　ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
　　○　ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
4つの対策
　　○　逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器等を設置する。
　　○　寝具や衣類からの火災を防ぐために、防炎製品を使用する。
　　○　火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
　　○　お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

●寝室：1階のみ ●寝室：1階のみ

住宅防火命を守る７つのポイント
－3つの習慣・4つの対策－

　広報おみたま「お知らせ版」11月号11ページに記載した図の感知器の位置に誤りがありました。
　ここに訂正しお詫び申し上げます。

＜お詫びと訂正＞＜お詫びと訂正＞＜お詫びと訂正＞＜お詫びと訂正＞

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】

■
■
■

12月・1月のおはなし会12月・1月のおはなし会
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年末年始の火の用心年末年始の火の用心年末年始の火の用心

「師走油」ってご存知ですか？

＜お詫びと訂正＞＜お詫びと訂正＞

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

・12月 ９日（土） 午前10時30分～
・12月16日（土） 午前10時30分～
・  1月13日（土） 午前10時30分～
・  1月27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

・12月 ９日（土） 午前10時30分～
・  1月13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

1　月
日 月 火 水 木 金 土

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

　

7

14

21

28

2

9

16

23

30

＊■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。

1

8

15

22

29

＜休館のお知らせ＞

　年末・年始のため、下記の間、市内の図書館・図書室は休館いた
します。
　利用者の皆様にはご迷惑おかけいたしますが、ご了承ください。

　　休館期間：12月28日（木）～1月4日（木）

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

・12月16日（土） 午前11時～
・  1月27日（土） 午前11時～

12月・1月のおはなし会12月・1月のおはなし会12月・1月のおはなし会12月・1月のおはなし会

12月
日 月 火 水 木 金 土

　

6

13

20

27

　

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

　

3

10

17

24　　 
　　　31

　

5

12

19

26

　

4

11

18

25
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■12月1日（金） ～ 12月31日（日）■

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）

12月23日・24日・30日・31日
1月1日・2日・3日
◆受付　午前９時～11時30分　午後１時～３時30分

12月22日・23日・24日・30日・31日
1月1日・2日・3日
◆受付　午後７時～10時30分

12・1月12・1月12・1月
◆受付  午前９時～11時30分・午後１時～３時30分 ◆受付  午前９時～11時30分・午後１時～３時30分
日
23
24
30
31
1
2
3

 外　　　科
田中クリニック
滝田整形外科
石岡第一病院
山王台病院
石岡循環器科脳神経外科病院
斉藤病院
石岡市医師会病院

（石岡市）
（石岡市）
（石岡市）
（石岡市）
（小美玉市）
（石岡市）
（石岡市）

☎（23）2288
☎（23）2071
☎（22）5151
☎（26）3130
☎（58）5211
☎（26）2131
☎（22）4321

日
29
30
31
1
2
3

 外　　　科
幕内歯科医院
須藤歯科医院
田中歯科医院
冨田歯科医院
吉田歯科医院
旭台歯科診療所

（石岡市）
（石岡市）
（石岡市）
（石岡市）
（石岡市）
（石岡市）

☎（24）0323
☎（26）6601
☎（44）1168
☎（26）6677
☎（22）2209
☎（26）7888

　12月30日（土）から1月3日（水）までごみ収集は
休みになります。
　この期間中、ごみを集積所へ出すと近所の人た
ちに迷惑をかけますので、皆様のご協力をお願い
します。

＜今年最後の収集日＞
　28日(木)　可燃ごみ（小川・玉里地区全域）
　※玉里地区のみ12月29日カン･金属類まで
＜年始の収集＞
　 4 日(木)　可燃ごみ（小川・玉里地区全域）

★霞台環境センターへの自己搬入停止のお知らせ
　　周辺道路及び施設の混雑等のため自己搬入
　者（施設の使用許可のない生活系･企業･事業
　者）の霞台環境センター搬入が停止になります。

　○搬入停止期間　12月25日（月）から1月5日（金）
　○粗大ごみについては、毎月第１日曜日に受付
　　けていますが、１月は第２日曜日 の1月14日（日）
　　になります。

年末年始のごみ収集年末年始のごみ収集年末年始のごみ収集

「年末の交通事故防止県民運動」が実施されます!!「年末の交通事故防止県民運動」が実施されます!!

12・1月12・1月12・1月
休　

日

夜　

間

小川・玉里地区の方へ
　12月29日（金）から1月3日（水）までごみ収集は休
みになります。
　この期間中、ごみを集積所へ出すと近所の人た
ちに迷惑をかけますので、皆様のご協力をお願い
します。

※クリーンセンターへの持込みに限り、12月29日（金）の
　午前8時30分から午後3時まで、ごみの受付けを行います。

美野里地区の方へ

＜今年最後の収集日＞
可燃ごみ

26日（火）
27日（水）

28日（木）

 4 日（木）

 5 日（金）

美野里地区全域

美野里地区全域

木曜日指定以外の美野里地区

木曜日指定の美野里地区
※新聞・ダンボール・雑誌（羽鳥地区のみ）

堅倉・仲丸・大曲・西明地・小岩戸・
鶴田・三箇・竹原・竹原中郷・
竹原下郷・上馬場・中野谷

不燃ごみと粗大ごみ

可燃ごみ 不燃ごみと粗大ごみ
＜年始の収集＞

環境課　☎48－1111　内線1143
茨城美野里環境組合　☎48－1571

【問い合わせ】

小川総合支所　生活環境課　☎48－1111　内2121
玉里総合支所　生活環境課　☎48－1111　内3223
霞台厚生組合環境センター　 ☎26－0246

【問い合わせ】

休日診療当番医(外科) 休日診療当番医(歯科) 12・1月12・1月12・1月

スローガン

次回お知らせ版1月号の発行日は12 月21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。


