
幼児２人同乗基準適合車
社団法人自転車協会

安全基準適合マーク例

まちなかを元気に泳ぐ鯉のぼり
子どもたちの夢や願いをのせて

４/23 ５/11月 金
※天候などの都合により設置期間が変更に

なる場合があります。

土浦駅

モール505

亀城公園

まちかど蔵

商工会議所

　まちなかから元気と活気を発信するため、亀城公

園や商店街に約2000匹の鯉のぼりを飾りつけます。

市内の幼稚園にご協力いただき、子どもたちの夢や

願い事をのせた鯉のぼりが、まちなかを元気に泳ぎ

ます。亀城公園の芝生広場には、高さ約16ｍのポールを

設置して、シンボルとなる鯉のぼりを掲げますので、ぜひこの機会に、

まちなかの散策をお楽しみください。

問 商工観光課（内線7603）

設置場所

問

問
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情報ひろば 土浦市公式ツイッター　http://twitter.com/#!/tsuchiura_city

コンビニエンスストアで納付ができます！

４月の納税　　　　　　

税　目／固定資産税・都市計画税（１期）

納期限／５月１日（火）

４月の休日納税・休日納税相談
と　き／４月29日（日）　午前９時～午後４時

ところ／納税課（市役所本庁舎 1階）

納税課（内線2359、2233）

～税負担の公平性を確保するために～

　市税などが、休日、夜間を問わず、いつでも気

軽に納めることができます。

取扱税目／市県民税、固定資産税・都市計画税、

　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

※普通徴収分に限ります。

使用できる納付書／バーコード

　印字されている納付書

使用期限／納付書に印字され

　ている納期限

※納期限以降コンビニエンスス

トアでの納付を希望する方は、

　納税課までご連絡ください。

市税滞納一掃宣言

平成24年度から前納報奨金制度が変わります！

固定資産税・都市計画税

　平成24年度から交付限度額を10万円から５万円

に、平成25年度から交付率を0.3％から0.2％に引

き下げます。

市県民税（普通徴収分）

　平成24年度から廃止します。

問

無料駐車場３４０台完備
只今、会員募集中 !

4/20(金)グランドオープン!

千代田ショッピングモール向かいに、あなたの街の「元気」を
ささえるスポーツクラブが誕生！

日産プリンス

コカ・コーラ

神立小学校

上稲吉

マクドナルド

千代田

コカ・コーラ

神立小学校

日産プリンス

マクドナルド

6

中貫工業団地入口

上稲吉

中貫工業団地入口

ショッピングモール
千代田
ショッピングモール

ヤマグチ
ゴルフクラブ
ヤマグチ
ゴルフクラブ

至石岡至石岡

至土浦至土浦
ヨークベニマルヨークベニマル

ピュアネスピュアネス
（3月末に閉店しました）（3月末に閉店しました）土浦駅から5.2 ㎞

車で約15 分

   

―生命保険の見直し・相談― 
「保険の内容がわからない」「ムダな保険料は払ってないか」
など保険の疑問や不安がある人は、中立的な立場でアドバイ
スが好評の「保険クリニック」へ。 

保険の専門家が、加入中の保険のムダをチェックし、問題
がある場合には解決方法を一緒に考えてくれます。「広報を
見た」と予約すると、来店相談料 3,150 円が無料になります。 

保険クリニック土浦店（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-039-929） 
土浦市真鍋 6-2-1（ゲオ土浦真鍋店様斜め前） 
営業時間；月～土曜日、9 時～18 時 定休日；日曜祝日 
運営会社；茨城エージェントオフィス㈱ 

Information
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寄付者氏名（名称） 金額・物品

真如苑　茨城精舎 30万円

臺　好男 ２万円

土浦資源事業協同組合 20万円

土浦ロータリークラブ
藤棚１基

藤２本

土浦亀城ライオンズクラブ しだれ桜１本

土浦南ロータリークラブ 石造りベンチ１基

寺島薬局（株） 使い捨てマスク９万枚

土浦市交通安全協会 交通安全帽子 1220個

日本マクドナルド（株） 防犯笛 1250個

土浦ライオンズクラブ 図書９冊

川村剛久 土地 2475㎡

　平成23年10月から24年３月までにいただいた寄付・

寄贈品をご紹介します。

平成23年度下半期寄付・寄贈品

情報ひろば

（敬称略、順不同。掲載の承諾をいただいた方のみ）

｢広報つちうら｣に広告を掲載してみませんか？ 詳しくは、｢市ホームページ→
広報→広報つちうら→広報紙・ホームページへの広告掲載｣をご覧ください。

Information
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まちの話題

　そば生産農家の滝田勝源さ

ん（沢辺）が、全国そば優良生

産表彰で、日本麺類業団体連

合会長賞を受賞しました。滝

田さんは、常陸秋そばの生産

をしながら、地元小学校の総

合学習で「そばの栽培とそば打

ち」の実技指導を行うととも

に、「小町のふれあいまつり」

などに参加し、消費拡大に貢

献。その業績が評価されての受賞でした。これからも、

良質なそばの生産を期待しています。

滝 田勝源さんがそば生産で全国表彰

　土浦幼稚園が統合に伴い、

いくぶん幼稚園敷地内に移

転し、開園から127年間の学

び舎が幕を閉じました。移

転前には、卒園生で市内の

美容室を経営する木村恵子

さんによる十二単の着装実

演や、土浦出身のフォーク

デュオ「かぐら」を招いての

お別れコンサートが開かれ、

惜しまれつつも笑顔の別れ

となりました。

土 浦幼稚園でお別れイベント

ズームアップつちうらまちの話題

４月生まれ

にっこり笑顔　
優しく健やかに
大きくなあれ！
HAPPY SMILE☆

茶谷英
え れ あ

怜愛ちゃん
(おおつ野六丁目)

岡田悠
は る き

生ちゃん
（真鍋五丁目）

１歳おめでとう☆
元気にすくすく
育ってね♪

鈴木翔
か け る

琉ちゃん
(右籾)

☆HAPPY BIRTHDAY☆
たくましく元気な
男の子に育ってね♪

黒田好
こ う

香ちゃん
(東都和)

好香ちゃんの笑顔が
皆大好きです

これからも沢山
笑っていてくださいね

嶋田光
こうすけ

恭ちゃん
(神立町)

こうちゃん１歳
おめでとう☆

これからも元気に
すくすく成長してネ♪

山中春
は る と

音ちゃん
(乙戸)

パパとママのところに
来てくれてありがとね☆

ハル大好き！

☆１歳おめでとう☆
元気に大きくなってね！
パパ・ママ・ひろと

鈴木ひかりちゃん
(木田余東台三丁目)

申込方法／①誕生日、②住所、③氏名（ふりがな）、④電話番号、⑤一言（20文字程度）を記

入し、写真を添えて広報広聴課へ郵送、メール（kouho@city.tsuchiura.lg.jp)または直接

申込締切／４月27日（金）

※６月上・中旬号に分けての掲載。応募写真は返却できませんので、ご了承ください。

関根　琉
るい

ちゃん
（板谷七丁目）

元気に育ってね

小室博
ひ ろ む

夢ちゃん
(港町三丁目)

お誕生日おめでとう
元気にすくすく育ってね

みんな大好きだよ
パパ・ママ・孝太郎より

下村　壮
そう

ちゃん
(右籾)

　壮ちゃんの笑顔で

皆 Ｈａｐｐｙ２　

八神純子コンサートツアー2012

翼 ～私の心が聞こえますか～ 来日50周年記念ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ 2012

問

ベンチャーズ

　厚生年金に加入していた方が退職（失業）されると、国民年金に切り替わるため、国民

年金保険料を納付することになります。

　国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合には、申請により保険料納付の免除を

受けられる制度（申請免除）がありますのでご利用ください。

　　　　　国保年金課年金係（826-1111　内線2290）、土浦年金事務所（824-7121）

①基礎年金番号がわかるもの

　　年金手帳または納付書など

②失業していることを確認できる公的

　機関の証明の写し

　　雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職

票など（ただし、離職日が平成23年３月31日以降

のもの）

③はんこ

④所得証明書

　　平成23年１月１日以前から土浦市に住民登録し

ている方は必要ありません。ただし、所得状況が

不明の方は申告をしていただく場合があります。

保険料免除期間

　今回の免除申請により対象となる期間は、平成23

年７月分から24年６月分までです。７月末までに申

請してください。

　それ以降も免除制度を利用するときは、再度申請

が必要になります。

※受け付けは、毎年７月から開始

退職（失業）時の特例免除制度

　国民年金への加入手続き（国民年金第１号被保険

者）、申請免除の手続きを行ったうえで、申請者本

人と配偶者・世帯主の所得を基準に年金事務所で

免除審査が行われます。退職（失業）時期が申請年

度またはその前年度の場合には、「特例免除制度」

を利用することができます。

　特例免除制度では、免除審査は申請者本人の所

得を除いて行われますが、配偶者・世帯主に一定

以上の所得がある場合には、保険料の全額免除は

認められずに一部免除の適用や却下となることも

あります。

手続き

　特例免除の申請は、

国保年金課または土

浦年金事務所で行っ

てください。申請手

続きには次のものが

必要です。

　ニュー・ミュージック・クイーン。約10年ぶり

のツアー。「思い出のスクリーン」、「パープルタウ

ン」、「ポーラスター」などのヒット曲をライブで！

■ところ／市民会館大ホール

■料　金／5800円（全席指定）

■チケット販売所／市民会館ほか

　　市民会館（822-8891）

４月27日 金

チケット

販売開始

公演

７月21日 土

開場／15：30

開演／16：00

■ところ／市民会館大ホール

■料　金／5000円（全席指定）

■チケット販売／４月27日（金）から市民会館ほかで

■主な演奏予定曲目／ダイアモンド・ヘッド、パイ

プライン、10番街の殺人、ウォーク・ドント・ラン、

雨の御堂筋、二人の銀座、京都の恋、京都慕情

　　市民会館（822-8891）

公演／７月13日（金）
開場／18：30　開演／19：00

問

チケットはお早めに！

退職（失業）による特例免除制度をご利用ください退職（失業）による特例免除制度をご利用ください

申問

退職（失業）による特例免除制度



8広報つちうら　お知らせ版　No.1073広報つちうら　お知らせ版　2012. ４.179

●地域子育て支援センター

①遊びの広場～園庭・お部屋開放～

　月～金曜日（祝日を除く）

②子育て広場

　８日（火）…ベビママサロン

　９日（水）…親子ビクス（１歳半以上）

　※会場は六中地区公民館

　11日（金）、25日（金）…ベビーマッサージ

　14日（月）、28日（月）…おやつ作り講座

　15日（火）…水郷公園遊び

　16日（水）…小麦粉粘土で遊ぼう

　18日（金）…赤ちゃん広場（計測あり）

　21日（月）…親子ビクス（１歳半未満）

　22日（火）…乙戸沼公園遊び

時　間／①…午前９時30分～正午

　　　　　　午後１時30分～４時

　　　　②…午前10時～11時30分

申込方法／前日までに電話で

◎対象者、定員など、詳しくはお問い

合わせください。

ひまわり
めぐみ保育園内   843-1117

ありんこくらぶ
土浦愛隣会保育所内   841-0463

①園庭開放（雨天中止）

　月～金曜日（祝日を除く）

②親子クラブ

　10日（木）…母の日制作、育児講座「歯」

　17日（木）…作って遊ぼう

　24日（木）…スタンプ遊び

　31日（木）…クレパスで遊ぼう

時　間／

　①…午前８時30分～午後１時30分

　②…午前９時30分～11時30分

対象者／未就園児親子

定　員／各20組（先着順）

持参するもの／①…帽子、タオル

　　　　　　　②…上靴、ビニール袋

申込方法／前日までに電話で

831-2590

白鳥保育園

●保育所
と　こ　ろ と　き　・　内　容 対象者・定員 申込方法・そのほか

★ほいくしょであそぼう！　　

 天川保育所（822-6172） 10日(木)
午前９時30分～11時
お庭であそびましょう

未就園児親子
10組(先着順) ４月26日(木) 午前９時30

分から各保育所へ電話で

※都和保育所以外は雨
天中止（当日の午前８
時30分に決定）

※各保育所とも育児に
関する相談をお受け
します。

 東崎保育所（821-2807） ８日(火)
午前９時30分～11時30分
お庭で遊ぼう

未就園児親子
20組(先着順)

 都和保育所（822-8053） 10日(木)
午前９時30分～11時30分
わらべ歌であそびましょう

 新生保育所（841-0575） 17日(木)
午前10時～11時
お庭で遊ぼう

 神立保育所（831-8464） 17日(木)
午前９時30分～11時
お庭であそびましょう

 霞ヶ岡保育所（821-1890） 17日(木)
午前10時～11時
お散歩に行こう

未就園児親子
15組(先着順)

 藤沢保育園（862-2600） 16日(水)
午前９時30分～11時
新聞ビリビリ

未就園児親子
20組(先着順)

随時電話で

★楽しい子育て　はじめてのパパ・ママパスポート（保育所で遊ぶ子どもたちを見て、子育ての楽しさを知ろう。子育て相談あり）

 新川保育所（822-8896） 29日(火) 午前10時～11時30分 ３組(先着順)（注） 保育所へ電話で

（注）初めてパパ・ママになる方、４か月から１歳未満のお子さんを持つ方が対象

●児童館　　　

と　こ　ろ と　き　・　内　容 対象者・定員 申込方法・そのほか

★５月の催し（楽しいイベントが盛りだくさん！ぜひ、お出かけください）

 都和児童館（832-3112)

11日(金)
25日(金)

午前11時～11時30分
おはなし会

未就園児親子
定員なし

当日児童館へ直接

12日(土)
午後１時30分～２時30分
母の日工作教室「アロマジェル作り」

小学生
12人(先着順)

前日までに電話または
直接

18日(金)
午前11時～11時45分
親子ビクス

未就園児親子
15組(先着順)

５月１日(火）から前日まで
に電話または直接

 ポプラ児童館（841-3212)

12日(土)
午前９時30分～11時30分
春の児童館まつり

乳幼児親子・小学
生以上　定員なし

当日児童館へ直接18日(金)
午前10時30分～11時30分
親子リトミック

乳幼児親子
定員なし

21日(月)
午前10時30分～11時30分
親子ビクス

乳幼児親子
定員なし

 新治児童館（862-4403)

７日(月)
午前10時30分～11時30分
親子ビクス

幼児親子
定員なし

当日児童館へ直接

23日(水)
午前10時30分～11時30分
パッピーバルーン

幼児親子
20組(先着順)

事前に児童館へ電話
または直接

29日(火)
午前10時30分～11時30分
おはなし会（エプロンズ＆ハッピースマイル）

乳幼児親子
定員なし

当日児童館へ直接

●地域子育て支援センターさくらんぼ （桜川保育所内　823-1288）

と　こ　ろ と　き　・　内　容 対象者・定員 申込方法・そのほか

★親子ふれあい教室　※はさみ、のり、セロテープを持参（都和公民館は上靴も持参）　

 一中地区公民館 11日(金)

午前10時～11時30分
作って遊ぼう！

未就園児（１歳
以上）親子
20組(先着順)

４月26日(木) 午前９時
30分から電話で
※申し込みは１か所のみ

 ニ中地区公民館　 14日(月)

 三中地区公民館 15日(火)

 四中地区公民館 16日(水)

 六中地区公民館 24日(木)

 都和公民館 17日(木)

 神立地区コミュニティセンター 18日(金)

 新治地区公民館 22日(火)

★すくすくルーム　※バスタオルを持参

 二中地区公民館 ８日(火) 午前10時～11時30分
ふれあいあそび

４～12か月児親子
15組(先着順)

４月26日(木) 午前９時
30分から電話で 三中地区公民館　 ９日(水)

★園庭開放（桜川保育所の庭を遊び場として開放します）　　

 地域子育て支援センター
　　　　　　　｢さくらんぼ｣

21日(月) 午前９時30分～11時30分
未就園児（１歳以上）
親子20組(先着順)

４月26日(木) 午前９時
30分から電話で

★センター開放（センターのお部屋を遊び場として開放します）　※栄養士による相談あり

 地域子育て支援センター
　　　　　　　｢さくらんぼ｣

18日(金) 午前９時30分～11時30分
４～12か月児親子
15組(先着順)

４月26日(木) 午前９時
30分から電話で

★おもちゃクリニック（おもちゃドクターが大切なおもちゃをなおしてくれます）

 地域子育て支援センター
　　　　　　　｢さくらんぼ｣

19日(土) 午前９時30分から　　　※１人１点
未就園児親子
20組(先着順)

４月26日(木) 午前９時
30分から電話で

★交流保育　※おしぼりを持参

 地域子育て支援センター
　　　　　　　｢さくらんぼ｣

28日(月)
午前９時45分から
河原で楽しく遊ぼう

未就園児親子
40組(先着順)

４月26日(木) 午前９時30
分から電話で　※雨天中止

子育てひろば

①保育所開放

　月～金曜日（祝日を除く）

②イベント

　８日（火）…おはなし会

　15日（火）…しゃぼん玉遊び

　17日（木）…赤ちゃんサロン

　23日（水）…食育講習会

　29日（火）…作って遊ぼう

時　間／①…午前10時～午後３時

　　　　②…午前10時～正午

　　　　　　（午前９時45分集合）

対象者／未就園児親子

定　員／各20組（先着順）

持参するもの／タオル

申込方法／４月25日（水）　午前９時か

ら電話で

子育てひろば
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お知らせお知らせ

市立図書館（823-4646　　http://www.t-lib.jp/) は休館日。　　は分館のみ休館。

(三中地区分館・都和分館・神立分館)

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

2012.MAY

8 9 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30

図書館カレンダー５

10
54321

14
21
28

13
20
27

76

31

祝

HP問

おはなし会

　（幼児～小学生向け）

と　き／５月13日（日）午後１時30分～

　　　　５月27日（日）午後２時～

ちいさなおはなし会

　（０～３歳児向け）

と　き／５月23日（水）午前11時～

※日時は変更になるときがあります。

ご確認のうえ、ご来館ください。

　　　　先月の人気図書　
『歪笑小説』　東野圭吾／著

　伝説の編集者、売れ

ない若手作家、大物作

家に翻弄される新鋭…。

俳優、読者、書店、家

族を巻き込んで、作家

の身辺は事件がいっぱ

い！ブラックな笑いが満載。業界の

内幕を描く連作小説です。

今月の展示棚 №1

　５月21日（月）、日本各地で金環日食が

観測されます。金環日食とは、月の外

側に太陽がはみ出して、細い光輪に見

える現象です。土浦でも早朝から観測

できるそうです。この幻想的な現象を

楽しむために、天文学の本を読んでみ

てはいかがでしょうか？日食のほかに

も、天体に関する本を集めてみました。

テーマ：天文学を学ぼう！

おはなし会おはなし会

こどもの本
やまねこのおはなし

（きくちちき／絵、どいかや／作）

ゆうれいのまち

（大畑いくの／絵、恒川光太郎／作）

しょうがっこうへいこう

　（田中六大／絵、斉藤　洋／作）

とっておきのはいく

（市居みか／絵、村上しいこ／作）

ジェンナ

　（メアリ・Ｅ．ピアソン／作）

いるのいないの

　（町田尚子／絵、京極夏彦／作）

ピーターサンドさんのねこ

　（ルイス・スロボドキン／作）

　型破りな自伝
や独自の手法で
書いた教科書を
通じ、世界でもっ
とも愛されてい
る物理学者ファ
インマン。自ら
も卓越した研究
者である著者が、

「ファインマンさん」の人生を、物
理学者としての業績を軸に、わか
りやすく解説します。
（ローレンス・Ｍ．クラウス／著）

ファインマンさんの流儀

伝　記

　引きこもりニートの鋭一は、
姉の出張中、幼稚園児のリサと
同居し面倒を見ることに。とこ
ろが、幼稚園には危険がいっぱ

いで…!?
　 さ ま ざ ま な
事件にデコボコ
コンビが挑む、
ハートウォーミ
ング・ミステリー
です。

（黒田研二／著）

キュート＆ニート

福　祉

５月としょかん

貸出期間／１週間

※パネルシアターなども貸し出しています。

※読み聞かせの選書で迷ったときは、図書館へご相

談ください。

■こどもの読書週間

　４月 23日（月）から５月12日（土）

までは、こどもの読書週間です。

　今年の標語は「君と未来をつな

ぐ本」。本を読み、読んで考え、考えて行動する。そ

んなこどもたちの未来を応援します。

■読み聞かせに大型絵本を使ってみませんか？

　学校、幼稚園など、多人数への読み聞かせを実施

する場合に大型絵本を貸し出しています。大型絵本

は遠くからでもよく見え、迫力満点で、子どもたち

にも喜ばれます。現在、120

タイトル所蔵しています。

お気軽にお問合せください。

利用方法／本館３階事務室

　でお申し込みください。

貸出点数／１団体４点まで

市内主要施設の放射線量測定値

保育所など　※

　 こども福祉課（内線2419）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

新生保育所 0.278・0.215 0.261・0.219

荒川沖保育所 0.235・0.219 0.217・0.195

霞ヶ岡保育所 0.256・0.227 0.235・0.183

東崎保育所 0.185・0.203 0.176・0.180

都和保育所 0.206・0.175 0.187・0.166

天川保育所 0.159・0.218 0.160・0.180

新川保育所 0.195・0.143 0.166・0.160

桜川保育所 0.165・0.176 0.169・0.164

神立保育所 0.263・0.182 0.190・0.193

竹ノ入保育所 0.245・0.161 0.231・0.165

土浦愛隣会保育所 0.150・0.140 0.158・0.126

めぐみ保育園 0.091・0.168 0.092・0.125

白鳥保育園 0.152・0.151 0.158・0.153

エンゼル・ゆめ保育園 0.100・0.124 0.109・0.113

つくば国際保育園 0.139・0.123 0.143・0.142

中央保育園 0.149・0.151 0.140・0.150

高岡保育園 0.095・0.084 0.092・0.109

藤沢保育園 0.106・0.107 0.110・0.103

白帆保育園 0.166・0.160 0.141・0.192

あおぞら保育園 0.156・0.150 0.152・0.154

愛保育園 0.178・0.180 0.178・0.180

童話館保育園 0.124・0.204 0.126・0.185

都和児童館 0.183・0.130 0.172・0.143

ポプラ児童館 0.295・0.153 0.249・0.157

新治児童館 0.137・0.100 0.106・0.100

文化施設
 問 上高津貝塚ふるさと歴史の広場

（826-7111）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

上高津貝塚ふる

さと歴史の広場
0.267 0.263

幼稚園、小・中学校　※

　 教育総務課（内線5103）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

土浦第二幼稚園 0.285・0.225 0.265・0.189

土浦幼稚園

（旧いくぶん幼稚園）
0.224・0.140 0.212・0.149

都和幼稚園 0.188・0.184 0.130・0.174

大岩田幼稚園 0.264・0.210 0.270・0.208

新治幼稚園 0.126・0.099 0.117・0.095

土浦小学校 0.095・0.146 0.098・0.161

下高津小学校 0.166・0.201 0.168・0.203

東小学校 0.164・0.123 0.151・0.121

宍塚小学校 0.163・0.153 0.183・0.156

大岩田小学校 0.203・0.188 0.196・0.179

真鍋小学校 0.150・0.174 0.161・0.164

都和小学校 0.138・0.183 0.134・0.153

荒川沖小学校 0.185・0.166 0.186・0.191

中村小学校 0.188・0.271 0.179・0.252

土浦第二小学校 0.199・0.156 0.171・0.158

上大津東小学校 0.138・0.175 0.141・0.165

上大津西小学校 0.194・0.135 0.164・0.150

神立小学校 0.161・0.186 0.191・0.193

右籾小学校 0.304・0.212 0.299・0.236

都和南小学校 0.146・0.176 0.138・0.173

乙戸小学校 0.161・0.127 0.166・0.146

菅谷小学校 0.156・0.224 0.146・0.240

藤沢小学校 0.103・0.118 0.096・0.100

斗利出小学校 0.103・0.101 0.098・0.102

山ノ荘小学校 0.112・0.112 0.100・0.098

土浦第一中学校 0.156 0.150

土浦第二中学校 0.146 0.180

土浦第三中学校 0.191 0.197

土浦第四中学校 0.201 0.188

土浦第五中学校 0.166 0.169

土浦第六中学校 0.231 0.197

都和中学校 0.110 0.107

新治中学校 0.109 0.100

市役所、公民館
問 環境保全課放射線対策室（内線2452）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

市役所 0.178 0.156

一中地区公民館 0.165 0.147

二中地区公民館 0.181 0.164

三中地区公民館 0.190 0.166

四中地区公民館 0.180 0.179

上大津公民館 0.160 0.152

六中地区公民館 0.198 0.182

都和公民館 0.162 0.145

新治地区公民館 0.125 0.109

運動施設
問 スポーツ振興課（内線5123）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

川口運動公園 0.083 0.109

中貫運動公園 0.196 0.178

荒川沖地区野球広場 0.255 0.233

市民運動公園 0.182 0.195

木田余地区市民運動広場 0.190 0.177

新治運動公園 0.117 0.117

本郷グランド 0.145 0.137

公園
問 公園街路課（内線2423）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

亀城公園 0.198 0.177

神立公園 0.220 0.192

霞ヶ浦総合公園 0.232 0.201

乙戸沼公園 0.200 0.156

田村沖宿公園 0.252 0.244

紫ヶ丘公園 0.182 0.161

水と緑の里公園 0.296 0.232

朝日峠展望公園 0.208 0.165

ふるさとの森公園 0.161 0.129

ごみ処理施設
問 環境衛生課（内線2445）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

一般廃棄物最終処分場 － 0.174

清掃センター － 0.261

　測定場所は学校をはじめとする市内主要施設88か所です。最新の測定結

果は市ホームページ（http//www.city.tsuchiura.lg.jp/index.php?code=3329）

や各地区公民館などに掲示しています。なお、１月１日から施行された「放

射性物質汚染特措法」では、年間１ミリシーベルト（毎時0.23マイクロシーベ

ルト）を目指すことを長期的目標にしています。

問 問

問

問

問

問
問

※「グラウンド・砂場」の数値。数値が

１つの施設はグラウンドの値

測定期間：３月28日～４月６日　測定器：簡易測定器　単位：マイクロシーベルト／時

放射能濃度の測定結果
水道水中の放射能　　　　　水道課（内線2460）

　市の水道水からは、放射性ヨウ素、放射性セシウムはい

ずれも検出されておらず、安全が確認されています。

採取日／３月29日　　検査機関／県衛生研究所および化研

問

放射線測定器の貸し出し
環境保全課放射線対策室（内線2452）

貸出場所／各地区公民館　　貸出日／火～日曜日

貸出時間／午前９時～正午、午後１時～４時の３時間以内

◎予約が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

申問

放射線量測定値
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成でないことを確認してから接種することが大切です。

　昨年から、公費で女子中学生と高校１年生への接種

が始まりました。この年齢のお子さんがいらっしゃる

方は、必ずお嬢さんへの接種を忘れないでください。

　一方、それ以上の年齢の女性は、公費での接種には

なりませんが、一般の産婦人科診療所で、有料で接種

を受けることができます。接種は半年間に３回行われ

ます。３回で５万円前後と高額ですが、健康保険は使

えません。45歳以上の女性に接種する意義は余りない

とされています。

　ワクチンには２価ワクチンと４価ワクチンがありま

す。ＨＰＶウイルスにはたくさんの種類があり、その

中で最も危険性の高いウイルスである16型と18型の２

種類を対象としたのが２価ワクチン、この２種類と共

に、外陰などにできるコンジローマという病変や腟が

ん、外陰がんの原因になる６型、11型も対象にしたの

が４価ワクチンです。頸がんに対する予防効果はどち

らも変わらないとされています。

　子宮頸
けい

がん（子宮の入り口にできるがん）が高危険群

ＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）の感染によって発生

することが明らかにされ、このウイルスに対するワク

チンが作られました。

　ＨＰＶは性交によって感染するウイルスなので、性

交経験の無い若年女性に接種することによって、将来

の感染を予防することができます。一般に20代女性の

80％は、一度はこのウイルスに感染するとも言われて

おり、ウイルスに感染することが即頸がんになること

ではありません。初期に感染したウイルスはほとんど

が自然に消失します。しかし、一部に持続的に感染が

続く場合があり、その時に頸がんになる危険性が高ま

るのです。

　ワクチンに治療効果はないので、既にがんやその前

がん状態（異形成）になってしまった場合は無効ですが、

そうでなければ、将来の感染を防ぐ効果のあることは

成人女性の場合でも同じです。従って、成人女性が接

種する場合には、まずがん検診を受けて、がんや異形

フットケア教室

子宮頸がんワクチンについて
霞ヶ浦医療センター

院長　西田 正人

■ ５月のけんこう 健康増進課（土浦保健センター　826-3471）問

麻しん・風しん予防接種

■ ５月の無料相談
相　談　名 日　　　時 場　　所 主な相談内容（相談員）

市民法律相談　 毎週火曜日 13:00～16:00 広報広聴課　　　(内線2376)
法律が関係する困りごと
 （弁護士）　※予約制

市民相談 月～金曜日 ８:30～17:15 広報広聴課　　　(内線2376)
要望、苦情、意見など
 （担当職員）

心配ごと相談 水・金曜日 13:00～16:00 社会福祉協議会　(821-5995)
日常生活の困りごと、悩みごと
 （専門相談員）

行政相談 16日（水） 13:00～16:00 広報広聴課　　　(内線2376)
国・県に対する苦情、意見、要望
 （行政相談委員)

消費生活相談 月～金曜日 ９:30～16:30 消費生活センター　(823-3928）
商品、契約や多重債務などのトラブル
 （消費生活相談員）

家庭児童相談 月～金曜日 ８:30～17:15 こども福祉課　　(内線2393)
18歳までの子どものすべてについて
 （家庭児童相談員）

育児相談 月～金曜日 ９:00～17:00
地域子育て支援センター“さくらんぼ”
　　　　　　　　(823-1288)

乳幼児のしつけ、生活習慣
 （保育士）

早期療育相談 月～金曜日 ９:30～16:30 療育支援センターほか
(822-3411)

言葉の遅れや落ち着きがないなど、子どもの
発達、行動面に関すること　(早期療育相談員)

青少年相談　 火～日曜日 10:30～17:00 青少年センター
(ウララ２ ８階　823-7838)

青少年についての困りごと
 （専任相談員）　※電話相談可

教育相談 月～金曜日 ９:00～16:00 教育相談室　　　(823-7837)
不登校やいじめなどの早期解決と防止
 （教育相談員）　※予約制

交通事故相談　 月～金曜日
(水曜日は弁護士相談)

９:00～16:45
(13:00～16:00）

土浦合同庁舎県南地方交通事故相談所
(823-1123)

交通事故に関すること
 (県委嘱相談員・弁護士）

人権相談 月～金曜日 ８:30～16:00 法務局土浦支局　(821-0792)
家庭内の問題、いじめ、差別など
 （人権擁護委員、担当職員）

生活相談 毎週水曜日 13:00～16:00 新治地区公民館　(862-2900)
生活上のこと、人権にかかわること
 （生活相談員）

ひきこもり専門相談 14日（月） 10:00～12:00 土浦保健所　　　(821-5516)
ひきこもりについての困りごと
 （専門医）　※予約制。日時が変更になる場合があります。

精神保健相談 
18日（金） 14:00～16:00

土浦保健所　　　(821-5516)
精神障害者の医療などに関すること
 （精神科医師）　※予約制。１日２件まで。日
　時が変更になる場合があります。21日（月） 10:00～12:00

フェミニスト相談 
毎週水曜日（２日を除く） 11:00～15:40

男女共同参画センター

（ウララ２ ７階　827-1107）

月曜休館

夫婦のこと、対人関係や職場でのトラブルなど    

 (専門の女性カウンセラー）　※予約制12日（土） 10:00～15:00

法律相談 10日（木）・24日（木） 13:30～15:30 法律が関係する困りごと
 （女性弁護士）　※予約制

法律関連一般相談 11日（金）・25日（金） 13:00～15:40
法的な手続きについてなど
 （専門相談員）　※予約制

一般相談(外国人相談を含む) 11日（金）・25日（金） 13:00～16:00
仕事や家族関係、生き方など、女性を取り巻く
さまざまな悩みごと（専門相談員）　※予約制

ＤＶヘルプライン(電話相談） 17日（木） 13:00～16:00 827-2525 配偶者や恋人からの精神的・肉体的暴力など
の悩みに関すること

◎ 女性のための各種相談

※祝日は除きます

のコーナー

　市と協働で、地域におけるまちづくり活動を行って

いる、土浦市まちづくり市民会議と地区市民委員会に

ついて、紹介します。

◆設立の目的

　多様化する地域社会の中で、より住みよい地域をつ

くっていくため、地域の問題や課題を市民の立場で解

決できる、広がりのある市民ネットワークを目指して、

まちづくり市民会議と地区市民委員会を組織しました。

◆まちづくり市民会議

　「地区市民委員会」を統括し、総合調整機能を有する

組織として「まちづくり市民会議」を組織し、市民自ら

の手による住みよいさわやかなまちづくりを推進して

います。

◆地区市民委員会

　８つの中学校地区ごとに「地区市民委員会」を組織し、

地区コミュニティセンターを拠点として、地域内の市

市民活動課協働推進室

826-1111　内線2234協協 働働
問

民相互の交流と融和を図るとともに、地域住民との連

携のもと「地域ごとの　住民自らの手による　まちづく

り活動」を推進しています。委員会は、地区内の町内会

やいろいろな団体など、多くの地域住民により構成さ

れ、また、６つの専門部を設置し、地区の実情に合った、

より細やかなまちづくり活動を行っています。

◆専門部

福祉部：地域福祉に関する事業の開催および活動

安全部：地域の安全や防犯に関する事業の開催およ

び活動

スポーツ健康部：健康に関する教室やスポーツレク

リエーション事業の開催および活動

環境部：ごみの減量対策や地域環境美化に関する事

業の開催および活動

文化広報部：広報紙の発行や文化芸術に関する事業

の開催および活動

青少年育成部：青少年の健全育成をめざした事業の

開催および活動

　麻しん・風しんは春先から初夏にかけて最も流行

しますので、対象となる方は６月ごろまでに接種を

受けることをお勧めします。

※第１期接種後、第２・３・４期のいずれかで２回

　目の定期接種を受けてください。

期　間／第２・３・４期対象の方は、平成25年３月

　31日まで無料で接種できます。

対　象　者 接種方法

第１期 １歳児
協力医療機関で

個別接種

第２期

平成18年４月２日から

　19年４月１日生まれの方

（小学校就学前の１年間）

協力医療機関で

個別接種

第３期

平成11年４月２日から

　12年４月１日生まれの方

（中学１年生に相当する年齢）

学校集団接種

（市立中学校）

協力医療機関で

個別接種

(市立中学校以外）

第４期

平成６年４月２日から

　７年４月１日生まれの方

（高校３年生に相当する年齢）

協力医療機関で

個別接種

　転倒予防のための適切な足の手入れ、靴の選び方

などを説明します。

講　師／内田みさ子さん（土浦協同病院看護師）ほか

対象者／市内に居住する60歳以上の方

定　員／各30人（先着順）

申込方法／４月20日（金）から電話で

と　き ところ

５月23日（水）

午前10時～11時30分
一中地区公民館

７月18日（水）

午前10時～11時30分
土浦保健センター

10月４日（木）

午前10時～11時30分
神立地区コミュニティセンター

12月６日（木）

午前10時～11時30分
都和公民館

と　き／５月18日（金）　午前10時～午後１時、午後２時～４時

ところ／うらら広場（土浦駅西口）献血のお知らせ

５月のけんこう ５月の無料相談
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休日当番医 診療時間／午前９時～午後４時　必ず電話で確認してから受診してください(保険証を忘れずに)。
休日緊急診療テレホンサービス（824-9155　土・日曜日、祝日のみ)でも案内しています。

５月 内　　　　科 外　　　　科 産　婦　人　科 歯　　　　科

３日（木） 山手医院 あくつ整形外科 岡野産婦人科医院 三輪歯科医院
835-3388 国分町 841-4665 中荒川沖町 851-2431 つくば市梅園 822-1864 真鍋五丁目

４日（金） 神立病院 県南病院 まつばらウィメンズクリニック ウララ歯科クリニック
831-9711 神立中央五丁目 841-1148 中 830-5151 阿見町荒川本郷 825-4488 大和町

５日（土） 石井内科クリニック 伊野整形外科医院 鈴村医院 下島歯科医院
841-6125 右籾 821-6028 真鍋六丁目 821-0174 大町 824-3390 中央二丁目

６日（日） 萩原同仁クリニック 岡田整形外科クリニック 柴田マタニティクリニック すどう歯科医院
832-2111 神立中央五丁目 825-3377 木田余 821-0154 桜町四丁目 822-7571 中央一丁目

13日（日） 烏山診療所 黒井整形外科医院 石川クリニック 塚原デンタルクリニック
843-0331 烏山二丁目 826-2210 飯田 821-2587 大町 842-3817 右籾

20日（日） 荒川沖診療所 東郷クリニック 土浦産婦人科 斯波歯科医院
843-0859 荒川沖南区 843-7770 荒川沖東三丁目 821-0068 中央一丁目 823-5009 東真鍋町

27日（日） 鈴木胃腸科クリニック 中央大祢整形形成外科 中山産婦人科医院 市村歯科医院
841-7711 中荒川沖町 821-0220 中央二丁目 821-0174 大町 822-8550 東崎町

緊急のときの問合せ先／茨城県救急医療情報コントロールセンター(029‐241‐4199　年中無休24時間対応　歯科の案内は行っていません)
お子さんが急な病気で心配なときの問合せ先／
　茨城子ども救急電話相談（029‐254‐9900　毎日…午後６時30分～11時30分　日曜日、祝日、12月29日～１月３日…午前９時～午後５時）

次回「広報つちうら」５月上旬号は、５月１日(火)発行予定です。

健康相談 と　き 受付時間 ところ

医師による健康相談(予約制) ２日 ９：00～11：30

土浦保健センター(826-3471)栄養相談(予約制) ８日 13：00～16：10

こころの相談(予約先　障害福祉課　826-1111　内線2343) １日 13：00～15：00

高齢者健康相談

10日

10：00～11：30

つわぶき(831-4126)

24日 うらら(827-0050)

25日 湖畔荘（828-0881）

母と子の健診と相談 と　き 受付時間 ところ

４か月児健康診査(平成24年１月生まれ) 16日・17日 13：00～13：50

土浦保健センター(826-3471)

10か月児育児相談
(平成23年７月生まれ)

１日～15日生まれ
22日

９：30～10：00

16日～31日生まれ 13：00～13：30

１歳６か月児健康診査(平成22年10月生まれ) ９日・10日
13：00～13：50

３歳児健康診査(平成21年２月生まれ) 23日・24日

母と子の歯科健康診査(平成22年２月生まれ・予約制) 11日 13：15～15：30

赤ちゃん身体計測

１～６か月児 14日
９：00～10：00

７～11か月児 ７日

１～11か月児 21日 10：00～11：00 新治保健センター(862-5011)

マタニティ教室（おおむね７か月以降の妊婦・予約制）８日・15日 ９：45～10：00
土浦保健センター(826-3471)

離乳食教室（おおむね６～７か月児・予約制) 11日 10：00～10：15

機能訓練 と　き 受付時間 ところ

ふれあい教室 10日 13：00～13：30 土浦保健センター(826-3471)

■５月の健康相談


