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【平成24年11月１日発行】

　 

　２ …　第９回 土浦カレーフェスティバル

　４ …　土浦市の家計簿

　８ …　応援します！あなたの子育て

　10 …　男女共同参画都市を宣言します！
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物件費は、各種予防接種委託料、震災時がれき処分委

託料などの増加により対前年度比7.2％の増加

普通建設事業費は、小中学校の耐震化事業などにより

46.1％の増加

義務的経費

物件費補助費的経費

投資的経費

人件費
95億7265万円

（18.3%）

扶助費
92億2076万円

（17.6%）

公債費
48億8139万円

（9.3%）物件費
64億9334万円

（12.4%）

普通建設事業費
79億7893万円

（15.3%）

災害復旧費
6億5242万円（1.2%）

繰出金
65億3954万円

（12.5%）積立金
20億1019万円

（3.8%）

貸付金
17億3758万円

（3.3%）

補助費など
24億9049万円（4.8%）

維持補修費
7億9016万円（1.5%）

歳　出
性質別

523億7235万円

投資・出資金
490万円（0.0%）

２、土浦市の１年間の歳入・歳出を月30万円の収入がある家庭に例えると…

※市の年間決算額を一月の家計におきかえてみましたが、単純比較は困難ですので、あくまでも目安にしてください。

給料・手当て
（市税など）
18万5000円

親からの援助
（県支出金など）
６万1000円

収入
30万円

支出
29万円

借入
（市債）
３万4000円

繰越（繰越金）
１万1000円

雑入（寄付金など）8000円

貯金をおろす（繰入金）
1000円 食費

（人件費）
５万5000円

医療費
（扶助費）
５万3000円

自宅増改築
（普通建設事業費）
４万5000円

仕送り
（繰出金）
３万7000円

生活雑費
（物件費）
３万7000円

ローン返済（公債費）
２万7000円

町内会費（補助費）
１万4000円

貯金（積立金）
１万2000円

車の修理（維持補修費）
5000円

家の応急修理
（災害復旧費）
4000円

貸付
（貸付金）
1000円

３、市税収入の推移
　景気の低迷は続くものの、企業収益の増により法人市

民税が増加し、市税総額では前年度に比べ 1 億 4110万円、

0.6％の増となりました。
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200 83億
5483万円

78億
7024万円

77億
5673万円

95億
9958万円

98億
7194万円

98億
4416万円

229億4967万円 227億8826万円 229億2936万円

個人市民税

固定資産税

法人市民税

都市計画税

その他
0

21年度 22年度 23年度

22億3596万円

15億2251万円

12億3679万円

15億4009万円

22億 160万円

13億 439万円

23億1064万円

15億3935万円

14億7848万円

４、市債の状況
　従来どおり新規発行の抑制に努めながらも、学校耐震化

事業の実施による市債発行額増などにより、平成23年度末

の現在高は、795億7251万円で、前年度末に比べ９億3410

万円、1.2％の増となりました。

　なお、平成23年度末時点の市民１人当たりの市債残高
は、55万5135円となっています。
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798億3746万円 786億3841万円 795億7251万円

74億3746万円 71億1313万円 67億3098万円

332億4858万円 320億4094万円 315億5179万円

391億6221万円 394億8434万円 412億8974万円

0

21年度 22年度 23年度

一般会計債

特別会計債

水道事業費

※翌月へ 1万円繰越
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９、平成24年度上半期財政状況

　市債は、事業完了後に借り入れるため、現時点では未収入です。歳出についても、工事費などは、事業完了後に支払い

をするため土木費や災害復旧費の支出率が低くなっています。

歳入 歳出収入済額…234億5857万円（収入率：45.7％） 収出済額…197億2954万円（執行率：38.4％）

①一般会計予算現額　513億8136万円

②特別会計予算現額　316億618万円

③企業会計（水道事業会計）の決算

【解説】収入より支出が多い
のは、一般会計からの繰り
入れや市債の借り入れが現
時点では処理されていない
ためです。

⑤市債の現在額　763億8356万円

④市有財産の状況

予算額
支出済額（執行率）

予算額
収入済額（収入率）

国民健康保険
予 算 額／153億 716万円
収入済額／ 55億8497万円
支出済額／ 67億3826万円

介 護 保 険

予 算 額／84億8618万円
収入済額／31億 452万円
支出済額／34億5493万円

後期高齢者医療
予 算 額／12億4574万円
収入済額／５億 924万円
支出済額／４億 379万円

下水道事業

予 算 額／58億3575万円
収入済額／９億8919万円
支出済額／19億5841万円

そ の 他

予 算 額／７億3135万円
収入済額／　　6995万円
支出済額／１億5336万円

※収支不足額は、留保されている財源などで補てんします。

総務費

衛生費

土木費

消防費

教育費

公債費

災害復旧費

民生費

50億3287万円
26億2930万円（52.2％）

155億8005万円
59億8048万円（38.4％）

35億9696万円
13億8585万円（38.5％）

87億5621万円
19億1690万円（21.9％）

21億5939万円
９億1450万円（42.3％）

66億9619万円
20億26万円（29.9％）

49億3768万円
20億380万円（40.6％）

５億3935万円
１億6693万円（31.0％）

その他
40億8266万円
27億3152万円（66.9％）

市税

地方交付税

使用料・手数料

国庫支出金

県支出金

諸収入

市債

その他

220億9346万円
144億1081万円（65.2％）

38億4700万円
24億7416万円（64.3％）

９億9166万円
４億8754万円（49.2％）

64億6635万円
23億2921万円（36.0％）

28億 191万円
４億1197万円（14.7％）

27億 509万円
３億3527万円（12.4％）

83億7620万円
０円（0.0％）

40億9969万円
30億 961万円（73.4％）

※平成24年９月30日現在

収入済額…102億5787万円（収入率：32.5％）

支出済額…127億 875万円（執行率：40.2％）

392億4521万円 305億5898万円  65億7937万円

区　　分 予算現額 収入・支出済額 執行率

収益的収支
収入 35億1721万円 17億5190万円 49.8％

支出 33億3153万円 11億5993万円 34.8％

資本的収支
収入 ３億4287万円 １億3808万円 40.3％

支出 13億3262万円 ６億1875万円 46.4％

区　　　分 平成24年９月30日現在

土　　　地 379万9682.15㎡

建　　　物 44万4576.11㎡

山　　　林 2万5890.00㎡

基　　　金 176億2963万円

一般会計 特別会計 水道事業会計



地域子育て支援センター地域子育て支援センター 子育て交流サロン子育て交流サロン

児　童　館児　童　館保育所園庭開放・交流保育保育所園庭開放・交流保育

【子育て支援事業をご利用ください】

　保育所の園庭を、安全な遊びの場、友だちづくり

の場として開放しています。実施については、各所・

園にお問い合わせください。

新生保育所 841-0575 桜川保育所 821-9136

荒川沖保育所 841-0037 神立保育所 831-8464

霞ケ岡保育所 821-1890 竹ノ入保育所 842-6253

東崎保育所 821-2807 高岡保育園 862-4666

都和保育所 822-8053 藤沢保育園 862-2600

天川保育所 822-6172

　子どもたちの安全な居場所づくりと子育て家庭の

交流の拠点として、子どもたちに健全で楽しい遊び

を与え、健康増進と情操を豊かにしながら児童の健

全育成を図っています。

利用時間／午前８時30分～午後５時

利用対象者／市内に居住する児童

※乳幼児については、保護者同伴となります。

休館日／日曜日、祝日、年末年始

★都和児童館

　サッカーができる広い庭と、大きなすべり台があ

ります。（板谷二丁目712-9　832-3112）

★ポプラ児童館

　木のぬくもりがある館内で、図書も充実していま

す。（烏山二丁目530-394　841-3212）

★新治児童館

　豊かな自然と、たくさんの遊具があり、図工室、

図書室もあります。（本郷347-1　862-4403）

　子育て中の方々の交流の場として、乳幼児とその

保護者が気軽に来て自由に交流できます。また、経

験豊かなスタッフが、子育てに関する情報提供や相

談なども行っています。

利用時間／午前９時～午後５時

※日曜日、祝日は休館

★子育て交流サロン「のぞみ」

（東真鍋町２-５ ☎824-8620）

★子育て交流サロン「わらべ」

（中高津一丁目19-20 ☎825-1030）

※子育て交流サロン「わ

らべ」は耐震補強工事

のため、12月19日（水）

まで臨時休館します。

期間中は子育て交流

サロン「のぞみ」をご

利用ください。

　親子で遊び方などの指導や、親同士の仲間づくり

など、保護者への支援を通して子どもたちの成長を

支えるとともに、子育て講演会などの情報提供や子

育てについての悩み相談などを受けています。また、

毎月さまざまなイベントが企画され、園庭開放や交

流保育なども行っています。現在、市内４か所で実

施しています。お気軽にお越しください。

利用時間／月～金曜日　午前９時～午後５時

※祝日を除く

★子育て支援センター「さくらんぼ」

桜川保育所内（☎823-1288）

★子育て支援センター「ありんこくらぶ」

土浦愛隣会保育所内（☎841-0463）

★白鳥保育園子育て支援センター

白鳥保育園内（☎831-2590）

★子育て支援センター「ひまわり」

めぐみ保育園内（☎841-2838）

子育て支援施設
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応援します！あなたの子育て応援します！あなたの子育て応援します！あなたの子育て

　子育て支援施設で行われる催しについては、広報つちうら

中旬号「子育てひろば」のコーナーでも紹介しています。
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講　座　名 講　師 曜日 時　間 定　員 回数 日　程 受講料

　めんそーれキヨシの

うちなー(沖縄）料理教室
沖縄出身の料理人

松田　清
水または金 10:00～13:00 10人 １

12/５
または12/７

1,500円

ボディコアダイエット 鈴木康修 木 18:45～19:45 15人 ４ 11/22～12/13 3,000円

骨盤シェイプストレッチ 鈴木康修 木 20:00～20:45 15人 ４ 11/22～12/13 3,000円

デ ト ッ ク ス ヨ ガ 藤代　優 日 19:00～19:50 35人 ４ 11/25～12/16 2,000円

そ ば 打 ち 体 験 講 座 常陸秋そば遊楽会 日 10:00～14:00 12人 ３ 12/２～12/16 6,000円

※ NEW講座を２つ受講の方は、5,500円

NEW!

NEW!

第２弾！

※

※

ワークヒル土浦 秋冬季特別講座

ワークヒル土浦（〒300-0027　木田余東台四丁目１‐１　826-2622）申問

申しこみは窓口
またはお電話で！

11/24（土）　午前９時～午後４時

内　容／300人の吟士による、詩吟、書道吟、構成吟

など、全会員あげての大さらい。大自然の風物か

ら奥深い情操まで吟じ舞います。

吟道と剣詩舞道大会

土浦各流合同　謡と仕舞の会

11/11（日）　午前10時～午後４時

内　容／観世流、宝生流、喜多流、金剛流の各流派が、

練習の成果を披露します。

土浦子ども劇場・第155回例会

「ぼくはアフリカにすむキリンといい
ます」　劇団仲間

11/17（土）　午後２時開演（開場は午後１時30分）
入場料／前売券1000円、当日券1200円

※３歳以上はチケットが必要です。

クラシック＆モダンバレエコンサート

12/９（日）　午後１時30分開演（開場は午後１時）

出　演／アートスタジオ萩谷京子現代舞踊研究所、育

かほるモダンバレエスタジオ、土浦バレエ研究所
内　容／小さなバレリーナからプロのダンサーまで

美しい洋舞のコンサートです。

土浦交響楽団　第65回定期演奏会

12/16（日）　午後２時開演（開場は午後１時30分）

曲　目／リスト…交響詩「レ ･プレリュード」

　チャイコフスキー…バレエ音楽「白鳥の湖」より
　メンデルスゾーン…交響曲第３番「スコットランド」
入場料／一般…前売券700円、当日券900円
　高校生以下…前売券500円、当日券700円

民謡民舞踊大会

12/２（日）　午前９時～午後４時30分

内　容／

第１部…各団体の唄と踊り、三味線合奏など。
第２部…唄の会と踊りの会がペアを組んで演じま
す。子どもたちだけの発表会もあります。

第３部…ゴールデンショーと題して、日本各地の郷
土民謡を披露します。

亀城プラザ 文化ホール

市民会館 小ホール

11/25（日）　午後３時開演（開場は午後２時30分）

演　出／稜地一週

原　作／ジェームズ・マシュー・バリー
入場料／一般…前売券1500円、当日券1800円
　高校生以下…前売券1200円、当日券1500円

「ピーターパン」　劇団創造市場

市民会館 大ホール

問

　文化祭も後半の部。11月11日（日）から12月16日（日）

までのイベントを紹介します。前半では観られなか

った舞踊、劇、音楽などさまざまな発表が楽しめる

絶好の機会です。ぜひ足を運んでみてください。

　土浦市文化協会事務局（文化課内　862-1941）

第41回 土浦市文化祭
●土浦市文化協会●　　(後半の部）
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工事・委託件名 工事・委託場所 契約業者名 落札価格（税抜）予定価格（税抜） 入札日

土浦小学校改築に伴う第１期解体工事 大手町地内 高野工業㈱ 59,400,000 83,550,000 ７月３日

市道田村54号線改良工事 田村町地内 日和建設㈱ 14,830,000 17,660,000 ７月11日

土浦市立博物館エレベーター改修工事 中央一丁目地内 中央エレベーター工業㈱ 28,557,000 31,730,000 ７月24日

公設市場青果せり場屋根防熱化塗装工事 卸町一丁目地内 ㈱土浦総業 31,820,000 33,850,000 ７月31日

北神立処理分区公共下水道（汚水）工事 神立町地内 佐々木建設㈱ 69,500,000 72,400,000 ７月31日

市道新治北631号線道路築造工事 大志戸地内外 茨建工業㈱ 28,600,000 29,400,000 ７月31日

土浦小学校校舎及び屋内運動場改築電気設備工事 大手町地内 栗原電業㈱ 171,000,000 178,850,000 ７月31日

土浦小学校校舎及び屋内運動場改築空気調和設備工事 大手町地内 山田空調設備㈱ 160,000,000 170,900,000 ７月31日

公設市場水産せり場屋根防熱化塗装工事 卸町一丁目地内 ㈲筒井塗装 16,240,000 17,310,000 ７月31日

川口二丁目地内暫定広場整備工事（２期工事）川口二丁目地内 不二造園土木㈱ 40,400,000 42,130,000 ７月31日

新治地区公民館建設建築主体工事 藤沢地内 郡司建設㈱ 472,000,000 487,120,000 ７月31日

市道新治Ⅰ級14号線案内標識設置工事 大志戸地内 大泉産業㈱ 11,600,000 14,730,000 ７月31日

内水ハザードマップ作成業務委託 土浦市地内 ㈱日水コン 13,000,000 15,230,000 ８月８日

土浦小学校校舎及び屋内運動場改築建築主体工事 大手町地内 株木・山本特定ＪＶ 1,649,000,000 1,702,720,000 ８月10日

高津処理分区公共下水道（汚水）工事 宍塚地内 ㈱斉藤建設 30,600,000 31,910,000 ８月16日

竹の入第二住宅耐震補強工事 西根南二丁目地内 ㈱山六工務店 22,950,000 23,520,000 ８月16日

市道Ⅰ級３号線舗装打換工事 神立町地内外 ㈱霞工業 15,500,000 16,010,000 ８月16日

新治地区公民館建設電気設備工事 藤沢地内 ㈱三友 121,600,000 127,190,000 ９月７日

土浦小学校校舎及び屋内運動場改築給排水衛生設備工事 大手町地内 ㈲渡辺工業所 119,800,000 122,810,000 ９月７日

新治地区公民館建設給排水衛生ガス設備工事 藤沢地内 中川理水建設㈱ 60,300,000 61,250,000 ９月７日

新治地区公民館建設空調設備工事 藤沢地内 勝田建工㈱ 31,119,000 36,610,000 ９月７日

田村第一処理分区公共下水道（汚水）工事（２工区）手野町地内 佐々木建設㈱ 62,000,000 64,460,000 ９月７日

平成24年７月～９月分

建設工事などの入札結果

落札金額が1000万円（税抜）以上のものについて

３か月ごとに掲載しています。

　　　管財課（826-1111　内線2226）

　　　　　　　水道課（821-6237）

問
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　長年ご使用の暖房器具で、経年劣化が原因の火災事

故が起きています。事故を未然に防ぐため、日頃から

製品とその周辺のチェックを行いましょう。

日本電機工業会（03-3556-5887）問

少しでもおかしいと思ったら使用を中止してください

　発煙、発火、こげの原因になる恐れがあり大変危険です。

　電源を切り、コンセントから電源プラグを抜き、販売

店またはメーカーにご相談ください。

暖房器具の安全点検で

快適な冬を！

◎外出時や使わない時は、必ず電源プラグを抜いてください。

このようなことが起きていませんか？
　（電気毛布・電気ミニマット・電気カーぺット）

表面が熱により部分的に変色
していませんか？

表面に傷や破れがあったり、
　内部が露出してヒーター線が

見えたりしていませんか？
スイッチを入れても暖まらな

いことはありませんか？
電源コードやコントロー

ラーが熱かったり、臭い
がしていませんか？

若 返 り

ォ ー キ ン グ ッ ス ンウ レ

水 公 園郷

霞ヶ浦の景色や公園を満喫しよう！

　全身機能をバランスよく使う、今流行のウォー

キング！正しい歩き方を取り入れたウォーキング

で、美的だけでなく健康な体作りをしませんか？

と　き／11月10日（土）　午前10時～午後２時

（雨天のときは、翌日に順延）

集合場所／水郷体育館

内　容／

①事前講習…室内で体に負担の少ない歩き方を

学びます。（体の歪みや癖のチェック、基本

の歩き方など）

②ウォーキング…普段の歩き方に一工夫を加え、

効果的で楽しいウォーキングを実践します。

③ランチ…レストハウスで美味しい食事と会話

をお楽しみください。

※「霞浦の湯」のチケットをプレゼント

定　員／20人（先着順）

参加料／1700円（昼食代含む）

申込方法／前日までに電話で

水郷体育館（823-4811）申問
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工事・委託件名 工事・委託場所 契約業者名 落札価格（税抜）予定価格（税抜） 入札日

田村第一処理分区公共下水道（汚水）工事（１工区）手野町地内 ㈱霞工業 37,500,000 38,770,000 ９月７日

市道木田余130号線改良工事 木田余地内 佐々木建設㈱ 29,000,000 30,250,000 ９月７日

市道新治北132号線改良工事 小野地内 栗原建設㈱ 23,100,000 23,610,000 ９月７日

市道西根69号線改良工事 中村西根地内 川村建設㈱ 17,880,000 18,120,000 ９月７日

老人福祉センター「つわぶき」太陽熱温水器設置工事 中都町一丁目地内 山田空調設備㈱ 11,184,000 13,330,000 ９月７日

神立菅谷都市下水路施設整備工事 神立東二丁目地内 日東エンジニアリング㈱ 131,000,000 136,890,000 ９月７日

土浦市消防団第６分団車庫新築工事 小松二丁目地内 日成ビルド工業㈱ 12,200,000 14,280,000 ９月13日

土浦小学校校舎及び屋内運動場改築昇降機設備工事 大手町地内 日本エレベーター製造㈱ 11,100,000 13,070,000 ９月13日

土浦市指定道路図及び指定道路調書作成業務委託 土浦市地内 国際航業㈱ 39,800,000 42,465,715 ９月13日

都市計画道路常名虫掛線流末排水路整備工事 常名地内外 北都建設工業㈱ 55,500,000 57,620,000 ９月24日

西根・竹の入都市下水路施設整備工事 中村西根地内 日東エンジニアリング㈱ 32,600,000 33,980,000 ９月24日

殿里都市下水路施設整備工事 殿里地内 佐々木建設㈱ 30,500,000 31,800,000 ９月24日

市道中59号線改良工事 中地内 川村建設㈱ 18,780,000 19,030,000 ９月24日

高津処理分区公共下水道（汚水）工事 宍塚地内 ㈲渡辺工業所 18,200,000 18,780,000 ９月24日

常名虫掛線街路事業に伴う伐採・伐根工事（２工区）常名地内 佐藤土木㈱ 15,580,000 15,870,000 ９月24日

霞ヶ浦総合公園風車塗装工事 大岩田地内 ㈱コバヤシ建装 12,570,000 12,840,000 ９月24日

富士崎一丁目地内外配水管布設替工事 富士崎一丁目地内外 ㈱岡野設備工業所 39,700,000 41,860,000 ７月11日

機械電気計装設備保守点検整備業務委託 大岩田配水場外 昱㈱ 15,300,000 16,550,000 ７月24日

手野町地内配水管布設工事（第２工区） 手野町地内 ㈱斉藤建設 22,500,000 23,440,000 ７月31日

手野町地内配水管布設工事（第３工区） 手野町地内 東洋プラント工業㈱ 22,784,500 24,010,000 ７月31日

手野町地内配水管布設工事（第４工区） 手野町地内 常盤工事㈱ 30,300,000 31,920,000 ７月31日

手野町地内配水管布設工事（第５工区） 手野町地内 北都建設工業㈱ 44,000,000 45,370,000 ７月31日

沢辺地内配水管布設工事 沢辺地内 ㈱瀧田興業 11,220,000 13,360,000 ８月16日

乙戸南二丁目地内配水管布設替工事（第１工区）乙戸南二丁目地内 ヤシマ建設㈱ 23,300,000 23,780,000 ９月７日

乙戸南二丁目地内配水管布設替工事（第２工区）乙戸南二丁目地内 サンコー㈱ 18,800,000 19,210,000 ９月７日

乙戸南二丁目地内配水管布設替工事（第３工区）乙戸南二丁目地内 ㈱イーテック 11,850,000 12,130,000 ９月７日

桜町二丁目地内外配水管布設替工事 桜町二丁目地内外 佐々木建設㈱ 71,500,000 73,100,000 ９月24日
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マナーを守ってきれいなまちに
～ごみは正しく出しましょう～

スプレー缶・カセットボンベの捨て方
　中身が残っている状態で捨てると、収集車の

火災などの原因となり大変危険です！必ず使い

きった状態で、穴を開けてから捨ててください。

中身が残っているとき

　火気のない風通しの良い所でガス抜きをしてく

ださい。

ガス抜きの方法が分からないとき

　缶の種類によって異なります。説明

書きをお読みいただくか、メーカーに

お問い合わせください。

環境衛生課（826-1111　内線2300）問

ごみは決められた場所へ

　集積場の管理は、地域の皆さん

が行っています。ルールやマナー

を守り使用してください。

資源を分別しましょう

　紙や缶、ＰＥＴボトルなどは、リサイクルできる資

源です。決められた日（月２回）に、資源物の集積場

に出して、ごみ減量にご協力ください。

野焼きは法律で

禁止されています！

環境衛生課（826-1111　内線2300）

環境保全課（内線2012）

問

～ご近所の迷惑にならないように～

庭で刈った草木などは、どう処分するの？

燃やせるごみとして処分する

たい肥化・チップ化させる

市清掃センター（土浦地区）、環境クリーンセン

ター（新治地区）へ持ち込み、処分する

※10kgまでは無料。超過のときは有料になります。

例　外

法的に認められた焼却炉での焼却

森林の病害虫の駆除を目的とした焼却

農業での凍霜防止、どんど焼きなど社会の習慣上

やむを得ない焼却

たき火など周辺地域の生活環境に与える影響が軽

微である焼却

例外事項を含め、苦情の連絡が

あった野焼きについては、改善・

指導の対象となります。
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11月生まれ

小室凛
り な

奈ちゃん

（摩利山新田）

１歳のお誕生日
おめでとう　
凛奈大好き　
パパ・ママより

長岡　零
れい

ちゃん

(木田余)

１歳おめでとう　
ゆあちゃんと仲良く
明るい子に育ってね♪

森谷紗
さ な

奈ちゃん

(小松一丁目)
高橋嬉

き な り

成ちゃん

(滝田一丁目)

いつまでも
笑顔満開のまま

お父とお母を癒してね　

塚原莉
り ひ と

人ちゃん

(真鍋六丁目)

☆HAPPY BIRTHDAY☆
強く優しい子になってね　
大好き　パパ・ママより

＊Happy Birthday＊
元気にすくすく育ってね♪

大好きだよ～！

近藤蒼
そうすけ

佑ちゃん

(西根南一丁目)

藤井大
た い が

雅ちゃん

（小松一丁目）

我が家のプリンス
大雅くん

元気に育ってね　

中島瑞
み ず き

貴ちゃん

(中高津二丁目)

１歳おめでとう！
これからも

兄弟仲よくね　

遠藤鳳
お お が

翔ちゃん

(板谷三丁目)
鈴木斗

と う り

理ちゃん

（天川二丁目）

　１歳おめでとう　
これからも元気いっぱい
楽しく過ごそうね!!

１歳おめでとう！
パパとママにたくさんの
笑顔をありがとう★

※掲載した氏名、住所などの個人情報は、この広報紙以外では使用しません。

　Happy①Birthday　
紗奈の笑顔が

パパとママは大好きだよ
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　県民の日は、郷土の歴史を知り、自治の意識を高め、

私たちのより豊かな生活と県の躍進を願う日として、

1968（昭和43）年に定められました。1871（明治４）年11月

13日の県の統廃合で、初めて「茨城県」という県名が用

いられたことから、11月13日を県民の日としています。

　県民の日には、県内各地で施設入場料などの割引き

や各種イベント行われますので、この機会に、ぜひ郷

土いばらきの再発見におでかけください。

県広報広聴課（029-301-2128）

☆茨城県の誕生

問

内山賢
けんこう

幸ちゃん

（宍塚）

１歳おめでとう
君の一挙手一投足が

皆の喜びです

関根匠
た く み

海ちゃん

(中央二丁目)

2.8㎏ ⇒ 7.8㎏
47㎝ ⇒ 68㎝

成長楽しみだよ☆

☆県民の日入場料無料施設

施　設　名 所在地 問合わせ先
偕楽園（好文亭） 水戸市 029-244-5454
県立歴史館 水戸市 029-225-4425
県近代美術館 水戸市 029-243-5111
県天心記念五浦美術館 北茨城市 0293-46-5311
県つくば美術館 つくば市 856-3711
県陶芸美術館 笠間市 0296-70-0011
県自然博物館 坂東市 0297-38-2000
県植物園・熱帯植物館 那珂市 029-295-2150
港公園（展望塔） 神栖市 0299-92-5155
県立児童センターこどもの城 大洗町 029-266-3044
大洗マリンタワー 大洗町 029-266-3366
水戸市立博物館 水戸市 029-226-6521
土浦市立博物館 土浦市 824-2928
上高津貝塚ふるさと歴史の広場 土浦市 826-7111
かみね公園レジャーランド〈入園料のみ〉 日立市 0294-22-4737
奥日立きららの里〈中学生以下〉 日立市 0294-24-2424
小貝川ふれあい公園（パークゴルフ場）※ 下妻市 0296-45-0200
竜神大吊橋 常陸太田市 0294-87-0375
袋田の滝（観瀑施設） 大子町 0295-72-6117

※茨城県民に限る

◎詳しくは、県ホームページをご覧ください。

茨城県

茨城県

新治県

印旛県

松岡県

古河県

若森県
土浦県

牛久県
龍ヶ崎県

麻生県

下妻県結城県
志筑県

下館県
笠間県

松川県

水戸県

石岡県

宍戸県

廃藩置県のときの配置
（明治４年７月14日現在）

県統廃合による配置
（明治４年11月13日）

現在の茨城県
（明治８年５月７日）

11月13日は県民の日です!!11月13日は県民の日です!!
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１月で１歳になる
　 赤ちゃんを募集！！

吉村心
こ こ ね

音ちゃん

（沢辺）

いつもニコニコ
素敵な笑顔のここちゃん

大好きだよ　
元気いっぱい大きくなあれ!!

千種優
ゆ う な

菜ちゃん

(おつ野八丁目)

ゆうなちゃん
いつも笑顔をありがとう　
☆１歳おめでとう☆

長谷川楓
ふ う か

果ちゃん

（おおつ野八丁目）

１歳おめでとう！
元気に大きくなってね
パパ・ママ・さくらより

吉田都
と わ

羽ちゃん

(常名)

チャームポイントはえくぼ!!
いつまでもあり紗と
ラブ×２でいてね　

櫻井あかねちゃん

(神立中央三丁目)
山本芽

め い

生ちゃん

(右籾)

芽生は山本家の
宝物

毎日癒しをありがとう

倉持陽
ひ な た

向ちゃん

(おおつ野八丁目)

１歳おめでとう
いつも笑顔をありがとう
これからも元気いっぱい

笑おうね

★１歳おめでとう★

★元気に育ってね★

町田一
いっせい

惺ちゃん

(乙戸)

飯泉一
か ず ま

馬ちゃん

（北荒川沖町）

お誕生日おめでとう♪
これからも

元気に育ってね☆

内田葵
かいせい

惺ちゃん

(神立中央三丁目)

☆１歳おめでとう☆　
お兄ちゃんと仲良く

いっぱい笑って
元気に育ってね　

田畑柚
ゆ ず ほ

歩ちゃん

(荒川沖東三丁目)
金子くるみちゃん

（右籾）

お誕生日おめでとう
元気いっぱいの
くるみが大好き!!

誕生日おめでとう！
いつも笑顔をありがとう
これからも元気に育ってね

あーちゃん
１歳おめでとう☆

これからもにーにと仲良く
元気いっぱい大きくなーれ　

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（25文字

以内）を記入のうえ、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／11月30日（金）

※１月中旬号の掲載となります。なお、応募写真は返却できませんので、ご了

承ください。
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市ホームページ「つちまるの部屋」

http://www.city.tsuchiura.lg.jp/index.php?code=2937

おかあさんといっしょ

　こどもたちに大人気の３大キャラクター“ムテ吉・

ミーニャ・メーコブ”といっしょに繰り広げる、歌

や踊りのミニコンサート。ステージと会場が一体と

なって盛り上がる『わくわくステージ』です。

問

ポコポッテイトがやってきた！

▲ぬいぐるみストラップ

（高さ約８㎝）…700円

▲ぬいぐるみ（高さ約22㎝）…2000円

と　き

▲

平成25年１月20日（日）

　　　　午後１時から、３時30分から

ところ

▲

市民会館大ホール

出演者／坂田おさむ、瀧本　瞳(予定)

入場券／2500円（全席指定。１歳以上は有料）

入場券販売場所／市民会館ほか

入場券販売開始日／11月15日（木）

市民会館（822-8891）

限定100体

限定300個
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　ホテルマロウド筑波で開催された「健闘をたたえる

集い」では、ロンドンオリンピックに出場された福見

友子さん、糸山真与さん、パラリンピックに出場され

た藤田征樹さんへ市特別功労賞が授与されました。中

川市長も「まさに土浦の誇り」と選手の健闘をたたえま

した。（９月30日）

健闘をたたえる集い

勇気と感動をありがとう

　川口ショッピングモールで、「第36回土浦市産業祭」

が開催されました。多くの家族連れでにぎわい、即売

会などを楽しんでいました。職業体験イベントの「Good 

Job」では、子どもたちが警察官やお菓子屋さんなどを

体験し、いきいきと働いていました。（10月20日、21日）

第36回土浦市産業祭

子どもだってしっかりお仕事
できるもん！

第７回新治商工こまちまつり

餅まきでハッスル！

　新治ショッピングセンターさん・あぴおで、「第７

回新治商工小町まつり」が開催されました。多くの模

擬店が出店しにぎわったほか、ステージでは歌や踊り、

太鼓などが披露されました。最後の景品付き餅まきは、

永井、桃園、藤沢地区の山車が競演する興奮の中で行

われました。（10月14日）

第31回土浦市都市緑化フェア

今、緑きらめく都市へ

　水郷公園風車前広場で、

「第31回都市緑化フェア」が

開催されました。会場では

苗木や花鉢の無料配布が行

われました。豚汁のサービ

スや体験コーナーも大変人

気で、子どもから大人まで

幅広い年齢の方が来場して

いました。（10月13日）

　川口運動公園などで、「第23回土浦市長杯争奪少年

軟式野球大会」を開催。開会式当日には、東日本大震

災で被災された、福島県南相馬市より「南相馬ジュニ

アベースボールクラブ」の選手を招待し、親善試合を

行いました。（10月21日）

第23回土浦市長杯争奪少年軟式野球大会

夢中になって追う白球の
その先に・・・

第27回土浦市健康まつり

豊かな生活は健康から！

　土浦保健センターで、「第27回土浦市健康まつり」が

開催されました。会場には健康体操、脳年齢計コーナー

など、健康に関するコーナーのほか、模擬店や手打ち

そばの販売などが行われ、からだと生活習慣の総点検

をしつつ楽しめる場となっていました。（10月21日）
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花火が織りなす光と音の芸術
　第81回土浦全国花火競技大会が、20都県から58業者の参加のもと、盛大に開催されました。競技は、ス
ターマイン、10号玉、創造花火の３部門で行われ、最も優秀な出品者に授与される内閣総理大臣賞は、全
国煙火業者の目標でもあります。大会本番には雨も上がり、質・規模とも世界最高水準の技の競い合いで、
日本一の花火にふさわしい見所溢れる大会となり、会場は大きな歓声と惜しみない拍手で覆われました。

（10月６日）

昇り曲導付四重芯変化菊ミライボウル ナポリの太陽

◇創造花火の部優勝
　三遠煙火㈱（静岡）

◇10号玉の部優勝
　野村花火工業㈱（茨城）

◆内閣総理大臣賞
　㈱紅屋青木煙火店（長野）

◇スターマインの部優勝
　㈱紅屋青木煙火店（長野）

第81回
　土浦全国花火競技大会結果


