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　①誕生日と②住所、③氏名（ふりがな）、④電話番号を記入のうえ、⑤写真と⑥

一言（20文字程度）を添えて10月31日（水）までに広報広聴課へ郵送、直接または

メール（kouho@city.tsuchiura.lg.jp)で。

※12月上・中旬号に分けての掲載となります。なお、応募写真は返却できません

ので、ご了承ください。

ふるさと土浦応援寄付の
　活用について公表します

　平成23年度も「土浦をふるさと」と思う方から応

援をいただきました。いただいた寄付金について、

平成24年度予算の活用状況を公表します。

財政課（826-1111　内線2243）問

ふるさと土浦応援寄付の内容
平成23年度の寄付状況 平成24年度の寄付金の活用状況

件数 寄付金額 活　用　事　業 活 用 額

●みんないきいきプラン
　人材育成、生涯学習の環境整備や市民との協働の仕組みの構築

ー ー
学校図書室システム

化事業
285,000円

●にぎわいきらきらプラン
　地域の特性を生かしたまちづくりの構築

１ 400,000円 歴史の小径整備事業 400,000円

●あんしん・あんぜんプラン
　防犯・防災体制の構築と福祉環境の整備

４ 260,000円 防犯カメラ設置事業 260,000円

●オンリーワンプラン
　地域資源を生かした、土浦市ならではのブランドの創出

ー ー 霞ヶ浦浄化対策事業 285,000円

●記載なし※ ３ 570,000円 ー ー

合　　計 ８ 1,230,000円 1,230,000円

※使い道の希望について「記載なし」でいただいた寄付金は、みんないきいきプランおよびオンリーワンプ

ランに活用しました。

◎寄付者の内訳：つくば市２人、常陸太田市１人、牛久市１人、かすみがうら市１人、さいたま市１人、土浦市２人

蓮田結
ゆ づ き

月ちゃん
(霞ケ岡)

伊藤陽
ひ な

菜ちゃん
（都和二丁目）

下村理
り く

公ちゃん
(乙戸南三丁目)

鈴木心
こ は く

羽空ちゃん
(板谷五丁目)

☆１歳おめでとう☆
結月と過ごす毎日が

幸せだよ

１歳おめでとう
我が家のアイドル
ひなちゃん☆

笹山　仁
じん

ちゃん
(大和町)

仁くん１歳のお誕生日
おめでとう！

元気にのびのび
育ってね♪

☆１歳おめでとう☆
お兄たちに負けるなよ！

パパ・ママより

池安穂
ほ ぞ ら

空ちゃん
(中)

☆HAPPY BIRTHDAY☆
これからも元気いっぱい

大きくなぁれ!!

☆１歳おめでとう☆
女の子らしく

すこやかに育ってね！

１歳おめでとう
いつも笑顔で

優しい子に育ってね
大好き　パパ・ママより

生田目光
こ う き

希ちゃん
(おおつ野六丁目)

鈴木啓
け い た

太ちゃん
（板谷六丁目）

１歳おめでとう♪
いつまでも仲良し親子で

いようね☆
啓ちゃん（＞ヮ＜）大好き

河端さくらちゃん
(東真鍋町)

１歳おめでとう
これからも沢山食べて

寝て遊ぼうね

青山杏
あ ん な

奈ちゃん
(板谷四丁目)

１歳の誕生日
おめでとう！
元気いっぱい

大きくなーれ　

萩原慶
け い と

杜ちゃん
(乙戸)

HAPPY BIRTHDAY
これからもニコニコ

笑顔の慶杜でいてね　
パパ・ママより

清水琉
りゅうせい

生ちゃん
(富士崎一丁目)

お誕生日おめでとう
笑顔いっぱい

元気にすくすく
大きくなってね☆

小林大
だ い ち

地ちゃん
(右籾)

中村結
ゆ う

羽ちゃん
(滝田二丁目)

沼尻梨
り の

乃ちゃん
(真鍋新町)

新井遥
は る と

斗ちゃん
(おおつ野六丁目)

いつも笑顔をありがとう
これからも

兄ちゃんと仲良くね

☆１歳おめでとう☆
健やかに元気いっぱい

育ってね♪

寺田晋
し ん の す け

之輔ちゃん
(小松二丁目)

お誕生日おめでとう
すくすくと元気に
逞しく育ってね

大好きなりっちゃん！
生まれてきてくれて

ありがとう♪

坂　乙
お と は

華ちゃん
（城北町）

１歳おめでとう！
いつも笑顔を
ありがとう♪

毎日元気いっぱい！
今後も成長が楽しみだね

１歳おめでとう☆

康ちゃん
お誕生日おめでとう　

康ちゃんの笑顔が大好きだよ♪
これからも元気に育ってね!!

梶原康
こうだい

大ちゃん
(中高津一丁目)

後藤希
の の か

々果ちゃん
(川口二丁目)

ののちゃん
１歳おめでとう

これからも笑顔でね

山本壮
そ う ご

悟ちゃん
(板谷六丁目)

☆１歳おめでとう☆
あなたの笑顔は

みんなを幸せにします☆

三浦帆
ほ の み

乃実ちゃん
(小岩田)

お誕生日おめでとう☆
うまれてきてくれて

ありがとう
思い出たくさん作ろうね

滝口昂
こ う の す け

之介ちゃん
(荒川沖東三丁目)

お誕生日おめでとう
これからもその笑顔で
みんなを癒してね☆

パパ・ママより

小林眞
なおひと

人ちゃん
(真鍋五丁目)

なおくん
お誕生日おめでとう！
お兄ちゃんと仲良く

元気にたくましく育ってね

宮﨑史
し づ き

都季ちゃん
（蓮河原新町）

１歳おめでとう
元気に大きくなぁれ

いつもすてきな笑顔を
ありがとう

10月生まれ

ふるさと土浦応援寄付平成24年度上半期寄付・寄贈品

あたたかいご支援ありがとうございました

　東日本大震災の発生後にいただいた、寄付金

を公表します。

◉寄付金　

ここシェアーズ（株）（３万7289円）、土浦薬剤師会

（30万円）、土浦同志会（３万円）、土浦農業協同

組合・（株）東芸 西田あい（10万2961円）、社会福

祉法人欣水会（20万円）、都和一・四丁目町内会（７

万7691円）土浦桜まつり実行委員会（15万3718円）、

大和町盆踊り実行委員会（３万4346円）、キララ

まつり山車委員会つちうら會（20万9144円）、茨

城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会（40万円）

※２月20日から９月30日までに、土浦市へいた

だいた寄付金です。（それ以前にいただいたも

のは、平成23年度９月上旬、10月中旬、平成

24年３月上旬号で公表しています）

平成24年度上半期寄付・寄贈品
　平成24年４月から９月までにいただいた、寄

付・寄贈品を公表します。

寄付者氏名（名称） 金額・物品

茨城県サイクリング協会 10万円

北関東旧車連合筑波旧車会 11万4347円

松岡なをゆき＆素敵な仲間たち ３万7980円

ええじゃないか ５万1000円

（社）日本ご当地キャラクター協会 ２万円

土浦環ライオンズクラブ ダッグアウト用ベンチ12脚

土浦市防火管理協会 査察広報車１台

宇田川石油㈱ ＪＸ童話賞作品集3000部

㈱ノジマ
ＬＥＤ電球７個
タワー型扇風機47台

堀内噎子 日本画２点

土浦中央ロータリークラブ
藤棚１基、藤１本、石
造りべンチ１基

東日本大震災寄付金・支援物資

◎掲載の承諾をいただいた方のみを公表しています。（順不同、敬称略）
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●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　　※飲み物を持参。動きやすい服装で

一中地区公民館 ７日(水)

午前10時～11時30分
リズム遊び

未就園児親子
20組(先着順)

10月18日(木) 午前９時
30分から電話で

ニ中地区公民館　 ８日(木)

三中地区公民館 13日(火)

四中地区公民館 14日(水)

六中地区公民館 22日(木)

都和公民館 ９日(金)

神立地区コミュニティセンター 15日(木)

新治地区公民館 20日(火)

★すくすくルーム　　※バスタオルを持参

二中地区公民館 ２日(金) 午前10時～11時30分
ベビーマッサージ

４～12か月児親子
15組(先着順)

10月18日(木) 午前９時
30分から電話で三中地区公民館　 １日(木)

★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｣

５日(月) 午前９時30分～11時30分
※12日は読み聞かせあり

１歳以上の未就園児
親子20組(先着順)

10月18日(木) 午前９時
30分から電話で12日(月)

★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）

地域子育て支援センター
｢さくらんぼ｣

７日(水)
午前９時30分～11時30分
※栄養相談あり

４～12か月児親子
15組(先着順)

10月18日(木) 午前９時
30分から電話で

★母親クラブ協賛事業

都和公民館 10日(土)
午前10時30分～11時30分
ファミリーコンサート（筑波大学吹奏楽団）

100人（先着順） 事前に電話で

●保育所
と　こ　ろ と　き　・　内　容 対象者・定員 申込方法・そのほか

★保育所であそぼう！　　※新生保育所は帽子を持参

新生保育所（841-0575） ８日(木)
午前10時～11時
お庭で遊ぼう

未就園児親子
20組(先着順)

10月18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） ６日(火)
午前９時30分～11時30分
お庭で遊ぼう

都和保育所（822-8053） ７日(水)
午前９時30分～11時30分
わらべ歌で遊びましょう

天川保育所（822-6172） 15日(木)
午前９時30分～11時
園庭で遊びましょう

未就園児親子
10組(先着順)

藤沢保育園（862-2600）
６日(火)

午前９時30分～11時
運動会に参加 未就園児親子

15組(先着順)
随時電話で

24日(土)
午前９時30分～11時
いもほり（雨天時：みんなでお絵かき）

★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） 27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

●市立幼稚園　《幼稚園で一緒に遊ぼう》
と　こ　ろ と　き　・　内　容 対象者・定員 申込方法・そのほか

★11月のふれあいデー　　※雨天時のみ上靴持参

土 浦 幼 稚 園（821-0796) 19日(月)
午前10時～11時
ポップコーンパーティー
戸外遊び（砂場遊び、縄跳びなど） 未就園児親子

定員なし
当日幼稚園へ直接

大岩田幼稚園（824-3430) 28日(水)
午前10時～11時
ポップコーンパーティー
作って遊ぼう（木の実、木の葉など）

子育てひろば 子育てひろば

●児童館
と　こ　ろ と　き　・　内　容 対象者・定員 申込方法・そのほか

★11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)

２日(金)
午前11時～11時30分
親子リズム

乳幼児親子
定員なし

当日児童館へ直接

16日(金)
午前11時～11時45分
親子ビクス

幼児親子15組
（先着順）

11月１日(木）から前日ま
でに電話または直接

30日(金)
午前11時～11時30分
おはなし会

乳幼児親子
定員なし

当日児童館へ直接
ポプラ児童館（841-3212)

10日(土)
午前９時30分～11時30分
秋の児童館フェスタ

乳幼児親子・小中高生
定員なし

17日(土)
午後２時～３時
亀城太鼓

幼児親子・小中高生
定員なし

27日(火)
午前11時～11時40分
英語で遊ぼう

乳幼児親子
定員なし

新治児童館（862-4403)

５日(月)
午前10時30分～11時30分
親子ビクス

幼児親子20組
（先着順）

事前に児童館へ電話また
は直接

７日(水)
午前10時30分～11時30分
おはなし会

幼児親子
定員なし

当日児童館へ直接
21日(水)

午前10時30分～11時30分
おはなし会（はっぴーさん）

乳幼児親子
定員なし

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

★１日（木）、12日（月）…ベビーマッサージ

　５日（月）…ベビママサロン（１歳未満）

　６日（火）、20日（火）…公園遊び

★７日（水）、28日（水）…おやつ作り

★８日（木）、14日（水）…親子ビクス※

★16日（金）…親子遠足

　26日（月）…ちびっこ広場（１歳児）

　29日（木）…赤ちゃん広場（０歳児）

★30日（金）…わらべうた※

※８日は四中地区公民館、14日は六中地

区公民館、30日は三中地区公民館で開催

時　間／①…午前９時30分～午後４時

　　　　②…午前10時～11時30分

申込方法／★は前日までに電話で。

◎定員や持ち物など、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

①園庭開放（雨天の場合保育所開放）

　月～金曜日（祝日を除く）

②イベント

　６日（火）…歯科講習会

　13日（火）…小麦粉粘土遊び

　15日（木）…赤ちゃんサロン

　20日（火）…おはなし会

　27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

※②は午前９時45分集合

対象者／未就園児親子

定　員／各20組（先着順）

持ち物／タオル、飲み物

申込方法／10月25日（木）午前９時か

ら電話で

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

　１日（木）…サーキット

　８日（木）…紙芝居

　15日（木）…作って遊ぼう

　22日（木）…おはなしシアター

　29日（木）…粘土遊び

※８日は神立コミュニティセンターで開催

時　間／①…午前８時30分～午後１

　　　　　　時30分

　　　　②…午前10時～11時30分

対象者／未就園児親子

定　員／各20組（先着順）

持ち物／①帽子、タオル、飲み物

　　　　②上靴、ビニール袋、タオ

　　　　　ル、飲み物

※８日は上靴、ビニール袋不要

申込方法／前日までに電話で

831-2590

白鳥保育園
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お知らせお知らせ

市立図書館（823-4646　　http://www.t-lib.jp/)HP問

おはなし会

　（幼児～小学生向け）

と　き／11月25日（日）午後２時～

ちいさなおはなし会

　（０～３歳児向け）

と　き／11月28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
『あんじゅう』　宮部みゆき／著

　三島屋の行儀見習

い・おちかのもとに

やってくるお客さま

は、みんな胸の内に「不

思議」をしまっている

のです－。「逃げ水」、

「藪から千本」、「暗獣」、「吼
ほ

える仏」の

４つの物語が収録されています。

今月の展示棚 №1

　芥川賞・直木賞をはじめ、さまざ

まな文学賞があり、毎年多くの魅力

的な作品が受賞しています。また、

受賞作は出版だけではなく、映画化

やＴＶドラマ化されることにより、

さらに注目度が上がっています。今

回は読書週間に合わせて、過去の文

学賞受賞作品を集めてみました。

読書の秋～文学賞作品を読む～

おはなし会おはなし会

こどもの本
つやっつやなす

（いわさゆうこ／作）

めそめそけいくん、のち、青空

（長田恵子／絵、矢部美智代／作）

はしれはやぶさ！とうほくしん

かんせん　（横溝英一／文・絵）

ふたつの名前で愛された犬

（平野敦子／作）

オムライス・ヘイ！

（武田美穂／作）

けん玉の技１２３

　（日本けん玉協会／著）

カビのふしぎ

（伊沢尚子／著）

せかいいっしゅうビッグラリー

（ヨッヘン・シュトゥーアマン／作）

　なきがらに笑
顔を戻し、遺族
の深い悲しみを
生きていく力に
変える－。東日
本大震災後、300
人以上をボラン
ティアで復元し
た女性復元納棺

師が、死とは何か、死を見送る
現場で何を感じ、伝えてきたの
かを綴ります。

（笹原留似子／著）

おもかげ復元師

葬　儀

　2060年、オッ
クスフォード大
学の史学生３人
は、現地調査の
ために、第二次
大戦下のイギリ
スにタイムトラ
ベルする。とこ
ろが、３人はそ

れぞれ思いもよらぬ事態にまき
こまれてしまい…。サスペンス
とユーモアあふれる長編です。
ローカス賞長編部門など受賞。

（コニー・ウィリス／著）

ブラックアウト

ＳＦ小説

11月のとしょかん

本離れといわれている昨今ですが、人の心の成長の

ため、読書の重要性はますます高まっ

ています。今年の「読書週間」が、皆さ

ん一人ひとりの本を読むきっかけとな

ることを願っています。

　昭和22年、「読書の力によって、平和な文化国家を

創ろう」と決意をひとつに、出版社、取次会社、書店

と公共図書館が力を合わせ、さらに新聞・放送のマ

スコミ機関の協力のもとに、第１回「読書週間」が開

催されました。それから60年以上が経過しました。

10月27日（土）から11月９日（金）は「読書週間」です
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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

2012.NOVEMBER

8 9
11 12 13 14 15 16 27
18 19 20 21 22 24
25 26 27 28

7  10

29 30
23

4
31 2

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 0.221・0.174 0.201・0.160

荒川沖保育所 0.163・0.205 0.160・0.178

霞ヶ岡保育所 0.231・0.234 0.219・0.202

東崎保育所 0.139・0.141 0.148・0.148

都和保育所 0.145・0.125 0.149・0.115

天川保育所 0.126・0.187 0.135・0.162

新川保育所 0.150・0.124 0.150・0.125

桜川保育所 0.113・0.153 0.127・0.161

神立保育所 0.126・0.110 0.123・0.107

竹ノ入保育所 0.123・0.107 0.135・0.085

土浦愛隣会保育所 0.091・0.097 0.088・0.096

めぐみ保育園 0.078・0.116 0.075・0.110

白鳥保育園 0.132・0.138 0.129・0.129

エンゼル・ゆめ保育園 0.101・0.098 0.097・0.103

つくば国際保育園 0.106・0.109 0.111・0.110

中央保育園 0.139・0.138 0.113・0.134

高岡保育園 0.092・0.080 0.076・0.079

藤沢保育園 0.106・0.100 0.088・0.093

白帆保育園 0.144・0.160 0.114・0.174

あおぞら保育園 0.138・0.094 0.122・0.099

愛保育園 0.109・0.117 0.106・0.110

童話館保育園 0.104・0.162 0.129・0.159

都和児童館 0.121・0.103 0.121・0.105

ポプラ児童館 0.083・0.130 0.067・0.109

新治児童館 0.126・0.083 0.127・0.093

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
0.209 0.219

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 0.095・0.112 0.103・0.124

土浦幼稚園

（旧いくぶん幼稚園）
0.180・0.129 0.181・0.133

都和幼稚園 0.154・0.102 0.138・0.136

大岩田幼稚園 0.099・0.145 0.092・0.130

新治幼稚園 0.103・0.100 0.095・0.095

土浦小学校 0.110・工事中 0.116・工事中

下高津小学校 0.111・0.140 0.114・0.148

東小学校 0.125・0.117 0.110・0.102

宍塚小学校 0.142・0.081 0.149・0.103

大岩田小学校 0.177・0.139 0.165・0.135

真鍋小学校 0.090・0.111 0.095・0.118

都和小学校 0.097・0.148 0.097・0.125

荒川沖小学校 0.147・0.121 0.165・0.146

中村小学校 0.132・0.175 0.115・0.156

土浦第二小学校 0.149・0.096 0.142・0.114

上大津東小学校 0.109・0.113 0.111・0.108

上大津西小学校 0.158・0.102 0.146・0.143

神立小学校 0.105・0.142 0.104・0.131

右籾小学校 0.079・0.126 0.075・0.111

都和南小学校 0.149・0.114 0.149・0.130

乙戸小学校 0.136・0.113 0.139・0.132

菅谷小学校 0.133・0.130 0.134・0.142

藤沢小学校 0.076・0.097 0.074・0.102

斗利出小学校 0.088・0.098 0.083・0.086

山ノ荘小学校 0.092・0.092 0.099・0.095

土浦第一中学校 0.130 0.119

土浦第二中学校 0.131 0.122

土浦第三中学校 0.176 0.180

土浦第四中学校 0.148 0.155

土浦第五中学校 0.147 0.160

土浦第六中学校 0.170 0.155

都和中学校 0.112 0.093

新治中学校 0.091 0.075

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 0.155 0.146

一中地区公民館 0.152 0.136

二中地区公民館 0.149 0.148

三中地区公民館 0.144 0.143

四中地区公民館 0.157 0.137

上大津公民館 0.153 0.130

六中地区公民館 0.154 0.134

都和公民館 0.141 0.137

新治地区公民館 0.100 0.082

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 0.117 0.128

中貫運動公園 0.184 0.161

荒川沖地区野球広場 0.216 0.210

市民運動公園 0.116 0.121

木田余地区市民運動広場 0.185 0.197

新治運動公園 0.096 0.106

本郷グランド 0.104 0.112

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 0.155 0.174

神立公園 0.198 0.200

霞ヶ浦総合公園 0.188 0.175

乙戸沼公園 0.160 0.142

田村沖宿公園 0.182 0.194

紫ヶ丘公園 0.147 0.153

水と緑の里公園 0.201 0.167

朝日峠展望公園 0.132 0.116

ふるさとの森公園 0.087 0.085

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 － 0.179

清掃センター － 0.215

　測定場所は学校をはじめとする市内主要施設87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ミリシーベルト以下（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：９月20日～10月４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、安全です。（検出限界値：１Ｂq/kg）

採取日／９月24日　検査機関／県企業局水質管理センター

問

放射線測定器を企業へも貸出しています

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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のコーナー協協 働働

11月の無料相談11月のけんこう

■ 11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）

行政相談 21日（水） 13：00～16：00
新治総合福祉センター

(内線2376)
国・県に対する苦情、意見、要望
 （行政相談委員）

税務相談 14日（水）・27日（火） 13：00～15：00
（予約時間10：00～14：00）

真鍋事務庁舎　　(824-5055)
税に関すること
 （税理士）

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）

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）

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 ７日（水） 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 
16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。20日（火） 10:00～12:00

フェミニスト相談 
毎週水曜日注 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

注７日（水）のフェミニスト相談は

11:45～16:30

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10日（土） 10:00～15:00

法律相談 22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 ９日（金）・16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) ９日（金）・16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） 15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

市民活動課協働推進室

826-1111　内線2234

問

は、ポリオウイルスを不活化し（＝殺し）免疫をつくる

のに必要な成分を取り出して病原性を無くしてつくっ

たものです。ウイルスとしての働きはないので、ポリ

オと同様の症状が出るという副反応はありません。実

は、先進国で生ポリオワクチンを使用していたのは日

本だけなのです。ようやく日本でも不活化ポリオワク

チンが認められ、VAPPを防げることになりました。今

年の11月からは、単独不活化ポリオワクチンに並行し

て、ジフテリア、百日咳、破傷風の３種混合ワクチン

に不活化ポリオワクチンが加わり４種混合ワクチンが

接種できるようになります。近年、接種できるワクチ

ンの数が増えスケジュールを組み立てるのが大変難し

くなっています。ワクチンは生後２か月から接種でき

ます。効率良くワクチンを接種するためには、複数の

ワクチンを同時に接種する同時接種がおすすめです。

日本小児科学会でも同時接種を推奨していますし、諸

外国では以前から普通に行われている方法です。ワク

チンは、接種しなければ病気から子どもたちを守るこ

とはできません。お医者さんと相談しながら、効率よ

く予防接種を進めることが大切です。(VPDを知って、

子どもを守ろうの会　http://www.know-vpd.jp/)

　今回は、ポリオを中心としたワクチンのお話です。

今年の９月から生ポリオワクチン（経口）に代わって不

活化ポリオワクチン(注射)が開始されました。ポリオ

ウイルスは、人の口から入り腸の中で増えることで

感染をおこします。ウイルスは再び便と一緒に排泄さ

れ、この便を介して再び他人に感染します。多くの場

合特に症状は現れませんが、まれに腸管に入ったウイ

ルスが脊
せきずい

髄に入り込み手足の麻痺がでたり、死亡す

ることもあります。今のところ有効な治療法はありま

せん。日本では1960年にポリオ患者の数が５千人を超

え、かつてない大流行となりましたが、生ポリオワク

チンの導入により流行はおさまりました。1980年の１

例を最後に、現在まで野生の（ワクチンによらない）ポ

リオウイルスによる新たな患者は出ていません。現在

日本で発症しているポリオは、ワクチン関連麻痺性ポ

リオ(VAPP)と言われるもので生ポリオワクチンが原因

でおこるものです。生ポリオワクチンは病原性を弱め

ているとはいえ、生きたウイルスを使用していますか

ら、まれにポリオの症状がでることがあります。10年

間で15人、100万人接種あたり約1.4人の割合でポリオ

の症状がでることになります。不活化ポリオワクチン

こどものワクチンについて
土浦市医師会

廣田 浜夫（ひろたこどもクリニック）

　 　 　

　骨粗しょう症検診の申し込みを開始します。

対象者／市内に居住している20歳以上の女性

内　容／超音波検査による骨密度測定

費　用／300円（国民健康保険加入者および70歳以上

の方は無料）

申込方法／専用の申し込みはがきに必要事項を記入

し、郵送（切手不要）または市ホームページから

※申し込みはがきは11月７日（水）から土浦保健セン

ター、市役所総合窓口、各支所・出張所および各

地区公民館で配布します。

申込期間／11月７日（水）～21日（水）（当日消印有効）

※その他、健診日程など詳し

くは、申し込みはがき、「み

んなの健康づくり便利帳（平

成24年度）」６ページ、また

は市ホームページをご覧く

ださい。

４種混合ワクチン接種
（ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ）

　11月１日(木）から４種混合ワクチンの接種が開始

となります。４種混合ワクチンは、協力医療機関で

の個別接種になります。

対象者／生後３か月以上７歳６か月未満のお子さん

※原則今までに生ポリオワクチン、単独不活化ポリ

オワクチン、３種混合ワクチンを一度も接種して

いない方が対象となります。いずれかのワクチン

接種を開始している方は、各ワクチンの接種を継

続してください。

接種回数／４回

　◎標準的な接種期間

　　１期初回…生後３～12か月の間に３回接種

　　　　　　　（各回の接種間隔は20～56日）

１期追加…初回接種終了後１年から 1年６か月

の間に１回接種

費　用／対象年齢内は無料

持ち物／母子健康手帳、４種混合予診票

※８月以降に出生届を出された方には健康増進課

より予診票をお送りします。それ以外の方は、協

力医療機関に用意されている予診票をお使いくだ

さい。協力医療機関など、詳しくは市ホームペー

ジをご覧になるかお問い合わせください。

■ 11月のけんこう 健康増進課（土浦保健センター　826-3471）問

骨粗しょう症検診

献血のお知らせ
と　き／11月16日（金）

　午前10時～午後０時15分

　午後１時30分～４時

ところ／イオンモール土浦

◆平成24年度まちづくりの実践をたたえる表彰

◆第41回花いっぱい運動コンクール表彰式

　土浦市まちづくり市民会議では、身近なまちづくり活

動を積極的に実践し、多大な功績をあげた市民（20人）と

団体（７団体）の表彰と、花づくりを通して、地域の環境

美化や連帯感・コミュニティの強化を図るため実施して

いる花いっぱい運動の表彰式を開催しました。

◎花いっぱい運動コンクール表彰団体（特別賞・最優秀賞）

地域の部 学校の部

特別賞※
並木四丁目健康クラブ

都和公民館

藤沢小学校
都和幼稚園
大岩田幼稚園

最優秀賞
三中地区市民委員会
六中地区コミュニティセンター
荒川沖東一丁目熟年会

荒川沖小学校

土浦第一中学校

※特別賞：最優秀賞を３年続けて受賞した団体

◆各地区コミュニティセンター（公民館）まつり

　このまつりは各地区市民委員会をはじめ、公民館で活

動している方々が中心となって開催します。日頃の活動

の成果を発表するとともに、地域の交流や親睦を深め、

コミュニティ活動を活性化させることを目的としていま

す。多彩な催し物が満載ですので、ぜひお越しください。

地　区 日　程 問い合わせ

一中地区 11月25日（日） ☎821-0104

二中地区 11月25日（日） ☎824-3588

三中地区 11月18日（日） ☎843-1233

四中地区 11月４日（日） ☎824-9330

上大津地区 11月11日（日） ☎828-1008

六中地区 10月27日（土）・28日（日） ☎842-3585

都和地区 12月２日（日） ☎832-1667

新治地区 10月28日（日） ☎862-2673




