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November

問 土浦市観光協会（824-2810）

12/１（土）►12/25（火）

問

クリスマスイルミネーションイベント／

ところ／川口ショッピングモール505

１日（土）…イルミネーション点灯式　午後６時から

１日（土）、８日（土）、15日（土）、24日（月）…クリスマスライブ 午後５時～７時

８日（土）…サンタフェスティバル　午後４時～５時

１日（土）～25日（火）…イルミネーションコンテスト、エンジェルウィンク

※クリスマスライブ、イルミネーションコンテストなどで参加者を募集

しています。詳しくは、お問い合わせください。

モール505事務局（824-2420）

トゥインクルナイト・モール505

と　き／11月22日（木）　午後５時から

ところ／ＪＲ土浦駅西口ペデストリアンデッキ

内　容／土浦第二小学校合唱団による合唱など

点灯式11/22（木）►３/３（日）

ライトアップ　午後５時～11時

ところ／土浦駅東・西口広場、

　各大型店、各商店会

～つなげよう☆希望の光～

 第20回土浦ウィンターフェスティバル
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教　室　名 対　　象 曜日 時　間 日　程 回数 定　員 受講料※１

バレーボール 一般女子 火 10:00～12:00 １/８～３/26 10回 40人 6,000円

ピラティス 一般男女 火 ９:45～10:45 １/８～３/26 10回 36人 5,000円

ママと赤ちゃんの産後体操Ａ ２～10か月児親子 火 10:00～11:00 １/８～３/12 ８回 13組（26人） 6,000円

ママと赤ちゃんの産後体操Ｂ ２～10か月児親子 火 11:15～12:15 １/８～３/12 ８回 13組（26人） 6,000円

エアロビクス【午前】 一般男女 火 11:00～12:00 １/８～３/26 10回 36人 5,000円

バランスボール＆ストレッチ※２ 一般男女 火 13:30～14:30 １/８～３/26 10回 20人 5,000円

ジュニア体操 年長～小学３年生 火 17:00～18:00 １/８～３/26 10回 20人 6,000円

エアロビクス【夜間】 一般男女 火 19:00～20:00 １/８～３/26 10回 36人 5,000円

ルーシーダットン（タイ古式ヨガ） 一般男女 火 20:10～21:00 １/８～３/26 10回 36人 5,000円

親子リトミック体操Ａ １歳半～４歳児親子 水 ９:45～10:45 １/９～３/13 10回 25組（50人） 5,000円

親子リトミック体操Ｂ １歳半～４歳児親子 水 11:00～12:00 １/９～３/13 10回 25組（50人） 5,000円

ソフトヨガ 一般男女 水 14:00～15:00 １/９～３/13 10回 30人 5,000円

パワーヨガ【水曜夜間・初級】 一般男女 水 18:45～19:45 １/９～３/13 10回 36人 5,000円

パワーヨガ【水曜夜間・中級】 一般男女 水 20:00～21:00 １/９～３/13 10回 36人 5,000円

ペルビック・ストレッチ（骨盤矯正） 一般男女 木 ９:50～10:50 １/10～２/28 ８回 20人 6,000円

ストレッチ＆ヨガ 一般男女 木 11:00～12:00 １/10～３/14 10回 36人 5,000円

ハワイアン・フラ【夜間】 一般女子（16歳以上） 木 19:30～20:30 １/10～３/14 10回 30人 5,000円

～姿勢矯正～うしろ姿美人 一般男女 金 ９:30～10:30 １/11～３/15 10回 30人 5,000円

パワーヨガ【金曜午前・初級】 一般男女 金 10:35～11:35 １/11～３/15 10回 36人 5,000円

よさこいソーラン 一般男女 金 11:45～13:15 １/11～３/８ ８回 25人 6,000円

　　美脚ピラティス 一般男女 金 14:30～15:30 １/11～３/15 10回 36人 5,000円

パワーヨガ【金曜夜間・初級】 一般男女 金 19:30～20:30 １/11～３/15 10回 36人 5,000円

ハワイアン・フラ【午前】 一般女子（16歳以上） 土 10:30～11:30 １/12～３/16 10回 30人 5,000円

キッズＨＩＰＨＯＰ ４～８歳児 土 13:00～14:00 １/12～３/16 10回 20人 6,000円

健康太極拳・八段錦 一般男女 土 15:15～16:45 １/12～３/16 10回 20人 5,000円

美顔フェイシャルヨガ※３ 一般女子 日 ９:30～10:30 １/13～３/17 10回 30人 5,000円

ベリーダンス 一般女子 日 10:40～11:40 １/13～３/17 10回 20人 8,000円

～くびれ養成体操～お腹美人 一般女子 日 11:50～12:50 １/13～３/17 10回 30人 5,000円

※１ 受講料には保険料が含まれます。　※２ 55㎝のバランスボールが必要になります。　※３ 手鏡をご用意ください。

申込方法／希望教室、住所、氏名（ふりがな）、年齢、

電話番号を記入し、往復はがきを郵送または官製は

がきを窓口へ持参

※はがき１枚につき１教室の申し込み

申込期間／11月17日（土）～12月19日（水）（必着）

水郷体育館

スポーツプログラムスポーツプログラム 受講生募集！

◎定員を越えたときは抽選。また、申込人数が少数の

ときは、中止となることがあります。各教室の日程

は、講師の都合などにより変更になる場合がありま

す。抽選の当落、教室開講の有無についてははがき

でお知らせします。

　 水郷体育館（〒300-0835　大岩田1051　☎823-4811）

運動不足になりがちな冬こそ

体を動かしましょう！

スポーツプログラム受講生募集講座受講生募集

亀城プラザ(〒300-0043　中央二丁目16‐４　824-3121)

対象者／20歳以上の方

申込方法／希望講座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、

性別、電話番号を記入し、往復はがきを郵送または

官製はがきを窓口へ持参

※はがき１枚につき１教室の申し込み

申込締切／11月30日（金）（当日消印有効）

◎定員を越えたときは抽選。また、申込人数が少数の

ときは、中止となることがあります。各講座の日程は、

都合により変更になる場合があります。

　　　 土浦市ふれあいセンター「ながみね」

　　　 （〒300-0849　中村西根2078-１　830-5600）

講　座　名 曜 日 時間 日　程 回　数 定　員 受講料 用意するもの

水中ウォーキング 木 13：30～14：30 １/10～３/21 10回 20人 5,000円
水着、水泳帽、

バスタオル
初心者水泳※ 金 11：00～12：00 １/11～３/15 10回 12人 5,000円

楽々リズム運動 木 ９：30～10：30 １/10～３/21 10回 16人 5,000円

動きやすい服装

上履き、タオル、

飲み物

キッズランド 木 10：30～11：30 １/10～３/21 10回 親子15組 １回500円

ほぐしヨガ 金 11：00～12：00 １/11～３/15 10回 16人 5,000円

楽しく健康体操 金 13：30～14：30 １/11～３/15 10回 20人 5,000円

※クロールを呼吸なしで10ｍ以上泳げる方が対象

ふれあいセンターながみね 講座受講生募集

講　座　名 対象者 曜日 時　間 日　程 回数 定員 受講料 用意するもの

ナチュラルボディメイク

ヨガ
一般男女 月 19：30～20：30 12/10 １回 30人 500円

運動のできる服装、

ヨガマット

ジュニアのための運動ＵＰ

スクール

小学４～６年生
月

17：00～18：00 12/３

12/10

１回 20人 1000円

運動のできる服装、

上履き

中学生 18：00～19：00 １回 20人 1000円

親子で参加もＯＫ！

よさこいソーラン
４歳～一般男女 火 19：00～20：30 12/18 １回 25人 750円

アタッチメント・ベビー

マッサージ教室

生後２か月～未

歩行児と保護者
火 10：30～11：30 12/18 １回

15組

30人
500円

バスタオル、フェイ

スタオル、オムツ、

飲み物

おやこヨガ
生後５か月～３

歳児と保護者
木 10：30～11：30 12/20 １回 30人 500円

動きやすい服装、

タオル、飲み物
シニアヨガ 一般男女 木 14：30～15：30 12/13 １回 30人 500円

マタニティママのための

べビーマッサージ教室

安定期～臨月の

妊婦さん
金 14：00～15：00

12/７

12/14
２回 20人 1000円

バスタオル、飲

み物

※

※親子ペアで参加は1000円

亀城プラザ ワンコイン＆体験講座
申込方法／電話または直接

※先着順。また、申込人数が少数のときは、中止とな

ることがあります。

※各講座の日程は、都合により変更になる場合があり

ます。受講料に保険料を含みます。（ベビーマッサー

ジ教室を除く）
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　赤ちゃんが生まれたご家庭に、民生委員、児童委

員、または市保健師が訪問し、安心して子育てがで

きるように乳幼児健康診査や子育て支援施設などの

情報をお伝えする事業です。

 健康増進課（826-3471）

訪問日／お子さんが生後３か月ごろ

※対象のご家庭には、生後２か

月ごろまでに事業内容をはが

きでお知らせし、その後、訪

問日時を連絡、調整します。

◎民生委員 ･ 児童委員は町内

　の福祉や子どもについての

　身近な相談相手です。秘密

　は守られますので、気軽に

　ご相談ください。

※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。

小川弥
み か

佳ちゃん
（右籾）

運動が大好き
元気で素直に
育ってね

石毛充
み つ き

樹ちゃん
(川口一丁目)

　お誕生日おめでとう　

元気にすくすく成長してね

パパ・ママより

酒井莉
り っ か

束ちゃん
(桜ケ丘町)

　お誕生日おめでとう　

いつも笑顔をありがとう

いつも幸せを
ありがとう　

だいすき　 ひなた

稲葉日
ひ な た

那太ちゃん
(下高津四丁目)

小野陽
ひ な た

暖ちゃん
（真鍋新町）

１歳おめでとう
いっぱい食べて

元気に育ってね♪

小林悠
ゆ う と

人ちゃん
(木田余西台)

一歳おめでとう

悠々とおおきくなあれ！

宮本悠
ゆ う あ

朱ちゃん
(小松三丁目)

かわいぃ　
ゆうあちゃん

一歳おめでと　

友野大
や ま と

和ちゃん
(文京町)

高梨雅
ま さ と

人ちゃん
(大畑)

風野瑚
こ と

渡ちゃん
(木田余西台)

星野好
み れ い

玲ちゃん
(小松一丁目)

お誕生日おめでとう♪
みんな大和が
大好きです!!

１歳おめでとう！
すくすく元気に

育ってね！

渡邊泰
やすたか

隆ちゃん
(荒川沖西一丁目)

１歳おめでとう！

やっちゃん大好き！

お誕生日おめでとう！
大きくなるのを

楽しみにしてるよ！

坂　恵
え り な

里奈ちゃん
（木田余）

お誕生日おめでとう♪
いつもかわいい笑顔を

ありがとう！

いつもわんぱくな
みれいちゃん

これからもたーくさん
遊ぼうね！大好きだよ　

実慧の笑顔で
今日も輝いています☆
喜びをありがとう

津田実
み さ と

慧ちゃん
(板谷六丁目)

菊地健
け ん と

斗ちゃん
(高岡)

お誕生日おめでとう!!
いつまでも笑顔いっぱいの

健斗でいてね☆

小松﨑　暖
ひなた

ちゃん
(立田町)

☆誕生日おめでとう☆
パパとママのところにきてくれて

ありがとう　
ひなちゃんの笑顔が大好きだよ♪

松尾美
み く

玖ちゃん
(中村東二丁目)

もう１歳!!
毎日楽しくて

あっという間☆
元気に大きくなってね！

嶋田爽
さ く

来ちゃん
(蓮河原新町)

お誕生日おめでとう
産まれて来てくれて

ありがとう　

井沼ともちゃん
（中荒川沖町）

１歳おめでとう☆
元気にすくすく育ってね!!

家族で色々な場所に
おでかけしよう!!

11月生まれ

　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（25字以内）を添えて11月30日（金）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。

※１月中旬号に掲載となります。なお、応募写真は返却できませんので、ご了承

ください。

発売日／12月１日（土）から

有効期間／12月１日（土）～３月31日（日）

発売額／１万円（購入限度額は 1世帯10万円）

発売所／土浦商工会議所、土浦市新治商工会、土浦

まちかど蔵「大徳」、ワークヒル土浦、土浦農業協

同組合本・支店、土浦都市開発（ウララ）、荒川沖

商業協同組合（さんぱる）ほか

※土浦商工会議所は、発売開始日の12月1日（土）は

臨時開館します。発売所の休

業日などは、予めご確認くだ

さい。

◎取扱加盟店の情報は、11月26日

(月)以降に土浦商工会議所ホー

ムページでご確認ください。

第14弾

プレミアム付商品券発売！プレミアム付商品券発売！
１億５千万円発売します!!

　１万1000円分の商品券を１万円で購入できる、

10％お得な商品券です。市内の取扱加盟店で使用で

き、1000円の商品券４枚は、大型店でも使用できます。

 土浦商工会議所（822-0391）問

見守り活動に関する

協定を締結

　市は、10月26日、土浦地区新聞販売店主会、日本

郵便（株）土浦郵便局、東京電力（株）土浦支社、第一

環境（株）、古河ヤクルト販売（株）と「要援護者見守り

活動等協力に関する協定」を締結しました。

　この協定は、市内の民間事業所の事務員が、新聞、

郵便などの配達時や電気、水道のメーター検針時に

高齢者や子どもなどのいる世帯を訪れた際、異変を

感じたときや、巡回中に公道の陥没や倒木を発見し

た際などに速やかに市に通報してもらうものです。

　これにより、市は関係機関と連携をして、迅速か

つ的確な対応をとるための見守り支援体制の強化を

図ることができます。

高齢福祉課（826-1111　内線2479）

赤ちゃんおめでとう
訪問事業

問

問

平成25年成人式 赤ちゃんおめでとう訪問事業

５事業所

と　き／１月13日（日）　午後１時30分から

　　　　（受け付けは午後０時30分から）

ところ／市民会館

対象者／平成４年４月２日から５年４月１日までに

生まれた方（11月１日現在、土浦市に住民登録の

ある方には、12月上旬に案内状を送付します）

※住民登録をしていない方も式典に参加できます。

　 生涯学習課（826-3455）問

平成25年 成人式祝成人

旧友との再会…

新成人の決意！

見本
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December

●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、お子さんの写真、のり、セロハンテープを持参 

一中地区公民館 12日(水)

午前10時～11時30分
クリスマスの製作

※都和公民館は上靴が必要です。

１歳以上の
未就園児親子
20組(先着順)

11月26日(月) 午前９時
30分から電話で

ニ中地区公民館　 ７日(金)

三中地区公民館 17日(月)

四中地区公民館 14日(金)

六中地区公民館 ６日(木)

都和公民館 13日(木)

神立地区コミュニティセンター 18日(火)

新治地区公民館 19日(水)

★すくすくルーム　　※飲み物、お子さんの写真、のり、セロハンテープを持参

二中地区公民館 ５日(水) 午前10時～11時30分
クリスマスの製作

４～12か月児親子
15組(先着順)

11月26日(月) 午前９時
30分から電話で三中地区公民館　 ４日(火)

★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｣

３日(月) 午前９時30分～11時30分
※10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)

11月26日(月) 午前９時
30分から電話で10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｣

17日(月) 午前９時30分～11時30分
４～12か月児親子
15組(先着順)

11月26日(月) 午前９時
30分から電話で

●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！

都和保育所（822-8053） ４日(火)
午前９時30分～11時30分
お庭で遊びましょう 未就園児親子

20組(先着順)

11月26日(月) 午前９時30
分から各保育所へ電話で

※都和保育所は雨天中
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。

神立保育所（831-8464） 12日(水)
午前９時30分～11時
ミニ発表会を見に来てください

竹ノ入保育所（842-6253） ５日(水)
午前10時～10時30分
お店屋さんごっこに遊びに来てください

未就園児親子
５組(先着順)

霞ケ岡保育所（821-1890） 18日(火)
午前10時～11時30分
ミニ発表会を見に来ませんか

未就園児親子
15組(先着順)

天川保育所（822-6172） 19日(水)
午前10時～11時
ミニ発表会を見に来てください

未就園児親子
10組(先着順)

藤沢保育園（862-2600） 18日(火)
午前９時30分～11時
ミニクリスマス会

未就園児親子
15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） 11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

★12月のふれあいデー　　※雨天時のみ上靴持参

土浦第二幼稚園（☎821-1310）７日(金)
午前10時～11時
表現遊びを楽しもう

（歌、楽器遊び、手遊びなど）

未就園児親子
定員なし

当日幼稚園へ直接

土 浦 幼 稚 園（821-0796) 11日(火)
午前10時～11時
ごっこ遊び（お店屋さんごっこ、動
物ごっこなど）

都 和 幼 稚 園（831-3735) 12日(水)
午前10時～11時
表現遊びを楽しもう

（遊戯、楽器遊び、ゲーム遊びなど）

新 治 幼 稚 園（862-3507) ７日(金)
午前９時30分～11時
クリスマス会

（歌、手遊び、パネルシアターなど）

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

★12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)

13日(木)
午前11時～11時30分
つくって遊ぼう「まつぼっくりツリー」

乳幼児親子
15組（先着順）

12月１日(土）から前日ま
でに電話または直接

15日(土)
午後１時30分～３時
クリスマス工作教室

「プラ板キーホルダー作り」※材料費50円

小学生20人
（先着順）

ポプラ児童館（841-3212)

15日(土)
午前９時30分～11時
フラワーアレンジメント教室

小学生15人
（先着順）

事前に児童館へ電話また
は直接

21日(金)
午前10時30分～11時30分
お楽しみ会

乳幼児親子
定員なし

当日児童館へ直接

26日(水)
午前９時～11時
書道教室

小学生12人
（先着順）

事前に児童館へ電話また
は直接

新治児童館（862-4403)

６日(木)
午前10時30分～11時30分
おはなし会（母親クラブ）

乳幼児親子
定員なし

当日児童館へ直接18日(火)
午前10時30分～11時30分
おはなし会コンサート（竹とんぼ）

乳幼児親子
定員なし

26日(水)
午前10時～11時50分
映画会

小学生・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（24日、31日を除く）

②子育て広場

★３日（月）…わらべうた

★４日（火）、10日（月）…離乳食講座

★５日（水）、20日（木）…リース作り

★６日（木）、11日（火）…ベビーマッサージ

★12日（水）…親子リトミック

　18日（火）…水郷公園

★21日（金）…クリスマス会

　25日（火）…赤ちゃん広場（０歳児）

　26日（水）…ちびっこ広場（１歳児）

※５日は六中地区公民館、12日は三

中地区公民館、20日は四中地区公

民館で開催

★前日までに電話で申し込みが必要

時　間／①…午前９時30分～午後４時

　　　　②…午前10時～11時30分

◎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保育所開放

月～金曜日（24日、31日を除く）

②イベント

　４日（火）…誕生会（10～12月生まれ）

　11日（火）…アレンジ講習会

　13日（木）…赤ちゃんサロン

　18日（火）…クリスマス会

　25日（火）…作って遊ぼう

　※11日は材料費300円が必要

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／11月26日（月）　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（24日、31日を除く）

②親子クラブ

　６日（木）…お店屋さんごっこ

　20日（木）…クリスマス製作

　27日（木）…へんしんごっこ

③交流保育

　13日（木）…１歳児クラスと遊ぼう

時　間／

　①…午前８時30分～午後１時30分

　②、③…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）

持ち物／

　①帽子、タオル、飲み物

　②ビニール袋、タオル、

　　飲み物

831-2590

白鳥保育園

申込方法／前日までに

電話で
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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 0.081・0.141 0.079・0.133

荒川沖保育所 0.181・0.195 0.153・0.169

霞ヶ岡保育所 0.143・0.203 0.179・0.179

東崎保育所 0.146・0.144 0.141・0.138

都和保育所 0.173・0.145 0.154・0.135

天川保育所 0.161・0.194 0.159・0.173

新川保育所 0.156・0.130 0.145・0.145

桜川保育所 0.114・0.174 0.127・0.159

神立保育所 0.133・0.112 0.125・0.116

竹ノ入保育所 0.116・0.117 0.105・0.103

土浦愛隣会保育所 0.103・0.102 0.097・0.099

めぐみ保育園 0.078・0.117 0.084・0.115

白鳥保育園 0.144・0.144 0.135・0.146

エンゼル・ゆめ保育園 0.081・0.098 0.098・0.090

つくば国際保育園 0.123・0.106 0.122・0.110

中央保育園 0.125・0.130 0.122・0.129

高岡保育園 0.090・0.079 0.083・0.074

藤沢保育園 0.092・0.109 0.093・0.099

白帆保育園 0.150・0.151 0.123・0.164

あおぞら保育園 0.141・0.093 0.122・0.097

愛保育園 0.108・0.113 0.112・0.109

童話館保育園 0.108・0.163 0.119・0.153

都和児童館 0.150・0.104 0.150・0.115

ポプラ児童館 0.083・0.113 0.088・0.125

新治児童館 0.145・0.089 0.119・0.097

文化施設
  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
0.208 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

土浦幼稚園

（旧いくぶん幼稚園）
0.176・0.134 0.192・0.140

土浦第二幼稚園 0.097・0.152 0.095・0.151

都和幼稚園 0.146・0.114 0.139・0.113

大岩田幼稚園 0.104・0.115 0.091・0.113

新治幼稚園 0.116・0.101 0.117・0.101

土浦小学校 0.089・工事中 0.101・工事中

下高津小学校 0.120・0.111 0.112・0.123

東小学校 0.113・0.110 0.109・0.110

宍塚小学校 0.142・0.114 0.133・0.117

大岩田小学校 0.176・0.152 0.144・0.138

真鍋小学校 0.105・0.121 0.104・0.121

都和小学校 0.100・0.107 0.099・0.114

荒川沖小学校 0.138・0.108 0.143・0.127

中村小学校 0.166・0.163 0.146・0.154

土浦第二小学校 0.147・0.097 0.140・0.114

上大津東小学校 0.105・0.109 0.106・0.119

上大津西小学校 0.138・0.116 0.136・0.120

神立小学校 0.105・0.142 0.104・0.136

右籾小学校 0.082・0.114 0.079・0.119

都和南小学校 0.141・0.120 0.142・0.118

乙戸小学校 0.167・0.109 0.124・0.123

菅谷小学校 0.147・0.135 0.127・0.138

藤沢小学校 0.097・0.116 0.084・0.099

斗利出小学校 0.103・0.090 0.097・0.095

山ノ荘小学校 0.117・0.099 0.104・0.111

土浦第一中学校 0.126 0.118

土浦第二中学校 0.114 0.105

土浦第三中学校 0.176 0.180

土浦第四中学校 0.141 0.155

土浦第五中学校 0.114 0.112

土浦第六中学校 0.164 0.150

都和中学校 0.110 0.115

新治中学校 0.094 0.090

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 0.159 0.136

一中地区公民館 0.141 0.123

二中地区公民館 0.142 0.128

三中地区公民館 0.127 0.137

四中地区公民館 0.132 0.143

上大津公民館 0.132 0.134

六中地区公民館 0.159 0.152

都和公民館 0.131 0.128

新治地区公民館 0.108 0.088

運動施設
 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 0.114 0.129

中貫運動公園 0.199 0.194

荒川沖地区野球広場 0.197 0.208

市民運動公園 0.147 0.132

木田余地区市民運動広場 0.178 0.164

新治運動公園 0.104 0.113

本郷グランド 0.116 0.105

公園
 公園街路課（内線2423）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

亀城公園 0.149 0.139

神立公園 0.192 0.177

霞ヶ浦総合公園 0.154 0.154

乙戸沼公園 0.164 0.152

田村沖宿公園 0.234 0.190

紫ケ丘公園 0.131 0.130

水と緑の里公園 0.222 0.169

朝日峠展望公園 0.161 0.146

ふるさとの森公園 0.112 0.098

ごみ処理施設
 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 － 0.172

清掃センター － 0.200

　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：10月29日～11月２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
　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／㎏）

採取日／10月29日

検査機関／県企業局水質管理センター

水道課（内線2460）問

住宅の除染作業の受け付けを
市内全域に拡大します！

申込方法／11月20日（火）から電話で（土・日、祝日を除く）

作業開始日／12月３日（月）

◎事前に手配するため、キャンセルはご遠慮ください。

環境保全課放射線対策室（内線2419）

水道水中の放射能

申問

放射線量測定値

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／12月９日（日） 午後１時30分～

　　　　　　16日（日） 午後２時～

ちいさなおはなし会

　（０～３歳児向け）

と　き／12月19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
『虚像の道化師』　東野圭吾／著

　新興宗教の教祖

が送る念、奇妙な

幻聴、不可思議な

殺人現場、犯人が

仕掛けたトラップ

…。ガリレオこと

湯川がすべての謎

を解き明かします。

№1

　今年も残すところ、あと１か月と

少しです。今年は、早めに大掃除や

片づけができるように計画してみま

せんか？普段の掃除から年に１度の

大掃除まで、また家の中だけでなく

職場の机の片づけまで、作業を始め

る前に読んで役に立つ本を集めまし

た。年末をゆったりと過ごすために、

ぜひご活用ください。

テーマ：「掃除＆片づけ特集」おはなし会おはなし会

こどもの本
月の満ちかけ絵本

（佐藤みき／絵、大枝史郎／文）

地球パラダイス

（石井聖岳／絵、工藤直子／詩）

おおあたりぃ～

（かつらこ／絵、村上しいこ／作）

ぼくのママはうんてんし

（おおともやすお／作）

だいじょうぶだよ、おばあちゃん

（塚本やすし／絵、福島利行／文）

どんぐりむらのおまわりさん

　（なかやみわ／作）

ゴリラは語る　（山極寿一／著）

アナベルとふしぎなけいと

　（ジョン・クラッセン／絵、

マック・バーネット／文）

　いじめを受

け、ひきこも

りだった麻生

人生。蓼科で

ひとりぐらし

を続ける人生

の祖母、中村

真朝。対人恐

怖症の中村つ

ぼみ。田んぼから３人は前をむ

いて歩み始めた…。

（原田マハ／著）

生きるぼくら

小　説

　弱った足を

回 復 さ せ れ

ば、病気にな

らない！高血

圧、 糖 尿 病、

高脂血症、骨

粗しょう症、

心疾患、認知

症を予防する

足の運動法と歩き方をわかりや

すく解説します。

（湯浅景元／著）

病気をよせつけない足をつくる

健　康

12月のとしょかん

舟を編む（三浦しをん／著）

空飛ぶ広報室（有川　浩／著）

神様のカルテ３（夏川草介／著）

鍵のない夢を見る（辻村深月／著）

虚像の道化師（東野圭吾／著）

ナミヤ雑貨店の奇蹟（東野圭吾／著）

マスカレード・ホテル（東野圭吾／著）

ソロモンの偽証１～３部（宮部みゆき／著）

おゆずりください
　図書館では、下記の資料に予約が集中していま

す。読み終わって不要となったものがありました

ら、ご寄贈ください。よろしくお願いします。

＜寄贈を希望する本＞

光圀伝（冲方　丁／著）

サファイア（湊かなえ／著）

白ゆき姫殺人事件（湊かなえ／著）

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

2012.DECEMBER

1
3 4 5 6  7 8

9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27

2
 

28 29
30 31

今月の展示棚
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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 19日（水） 13:30～15:30 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 11日（火）・25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）　※予約制

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 ４日（火） 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（火） 10:00～12:00

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（金） 14:00～16:00

フェミニスト相談 
毎週水曜日 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８日（土） 10:00～15:00

法律相談 27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 14日（金）・28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) 14日（金）・28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） 20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

■ 12月の無料相談

◎ 女性のための各種相談

※祝日は除きます　 　 　

★ためして　体の中から若返り★

と　　き と　　こ　　ろ

①11月21日（水）、②12月５日（水） 一中地区公民館

①12月７日（金）、②12月21日（金） 二中地区公民館

①３月１日（金）、②３月８日（金）神立地区コミュニティセンター

①３月11日（月）、②３月14日（木） 土浦保健センター

①…午前９時30分～11時30分

②…午前10時～午後１時（昼食付き）

対象者／平成24年度に健康診査（さわやか健診、特定健

診など）を受診された方とその家族（がん検診は除く）

内　容／２回で１コース

①…健康診査の結果説明（がん検診は除く）、医師に

よる講話、保健師・栄養士による個別アドバイス、

体組成計測定・血圧測定など

②…食善く教室（調理実習と食生活アドバイス）

※「大好評のヘルシーレシピ集」をプレゼント

定　員／各30人（先着順）

持ち物／

①…今年度受診した健康診査結果、素足になれる服

　装、筆記用具

②…エプロン、三角巾、筆記用具

申込方法／電話で

高齢者のための“おいしいな教室”

　食べることでお困りのことはありませんか？飲み

込む力、噛む力を強くするためのお口の体操と調理

実習を通して栄養摂取のポイントについてお伝えし

ます。

と　き／12月11日（火）　午前10時～午後１時

　　　　（受け付けは午前９時45分から）

ところ／土浦保健センター

メニュー／鮭と野菜の焼き浸し、大豆と白菜のスープ、

れんこんとひじきのきんぴら、キウイヨーグルト

対象者／市内に居住している65歳

以上の方

定　員／25人（先着順）

参加料／300円

持ち物／エプロン、三角巾

申込方法／電話で

申込開始／11月21日（水）から

■ 12月のけんこう 健康増進課（土浦保健センター　826-3471）申問

ります。毎年、秋口とか春先とか特定の時期だけ咳が

出る場合は、喘息のほかアレルギーが原因の咳も疑われ

ます。逆流性食道炎の特徴は胸やけですが、その他に

食事中や食後、夜間や会話の時の咳もあります。高齢

の方や脳梗
こうそく

塞になったことがある方などでは、食事中、

特に水を飲むとむせこむ場合は、誤
ご え ん

嚥によるものが考え

られます。誤嚥の場合、ゼイゼイして喘息と区別がつか

ないことも多いので注意が必要です。高齢初発の喘息

はまずないと言われています。これまで喘息やアトピー

体質と言われたことがない高齢の方の咳（特に喘鳴を伴

う）の場合は、（多くの場合、かぜなどがきっかけですが）

心不全やＣＯＰＤ（タバコによる気道や肺胞炎症で、咳、

痰、息切れ、肺の働きの低下を呈する疾患）の可能性を

先に考えます。また、高血圧の薬の副作用で咳がでるも

のがあります。心因性で咳が続くこともあります。慢性

の咳の治療は、治療を試しつつ原因を探っていくことが

多く、時間がかかることがしばしばです。

　咳が８週間以上続く場合を慢性と定義しています。長

引く咳の原因は色々なことが考えられます。咳がどんな

風に始まり続いているのか、家族は咳をしているのか、

タバコを吸っているのか、ペットを飼っているのか、持

病は、現在の服薬は、既往歴は、年齢などより、必要に

応じＸ線検査、血液検査、痰
たん

の検査などを実施し、まず

は肺癌
がん

、肺炎、結核などはないか考えます。感染症では、

マイコプラズマ、百日咳、クラミジア・ニューモニアな

どを考えます。これらは始まって１～２週間は、治療を

受けていてもひどい咳がでて夜も眠れないほどのことも

多く、家族内感染することもあります。インフルエンザ

やかぜのあとに咳だけ残る場合には、気管支の粘膜の

炎症が残っているための気管支炎や、喘
ぜんそく

息、咳喘息な

どを考えます。喘息はヒューヒューゼイゼイしたり呼吸

困難があったりしますが、咳喘息は喘
ぜんめい

鳴はなく空咳が続

きます。喘息も咳喘息も室内外の温度差やほこり、喫

煙などで咳を誘発し、特に明け方にひどくなる傾向があ

長引く咳
土浦市医師会

篠原 陽子（土浦協同病院）
消費生活センターから

問823-3928
注文していないのに…

受け取ってしまったら

◎相談

　昨日、業者から、突然、健康食品を購入する約束

をしているので、商品を送ると電話があった。覚え

がないと断わったが、「半年前に申し込みを受けてい

る。２万5000円のところ、今回は特別に１万5000円

で提供できる商品があるがどうか」と言われた。強引

に押し切られてしまった。代金引換で届くが、解約

したい。

★アドバイス

　相談事例は、注文の確認を装った電話勧誘販売に

当たるので、クーリング・オフが可能です。商品が

届いたら、業者名、所在地、連絡先を控え、商品の

受け取りを拒否するよう助言し、クーリング・オフ

通知の書き方を説明しました。

　また、業者から電話による勧誘もなく、商品を一

方的に送りつけられた場合は、商品を送られた日か

ら起算して14日を経過する日（商品の引き取りの請求

をした場合７日を経過する日）までに、業者が引き取

りをしないときは、処分してよいことになっていま

す。ただし、期間経過前に、商品を使用したり、消

費した場合は、購入を承諾したものとみなされるの

で、注意してください。

　これからの時期、注文をしていないのに海産物な

どが届き、代金引換で支払ったという相談が寄せら

れます。心当たりがなければ、すぐに受け取らずに、

差出業者名、住所、連絡先

を控え、家族に確認するこ

とが大切です。

　困った時は、消費生活セ

ンターに相談しましょう。

フットケア教室

健診結果　まるごと活用術講座

　転倒予防のための適切な足の手入れ、靴の選び方

などを実施します。

と　き／12月６日（木）　午前10時～11時30分

ところ／都和公民館

対象者／市内に居住している60歳以上の方

講　師／内田みさ子さん（土浦協同病院糖尿病看護認

定看護師）ほか

定　員／30人（先着順）

申込方法／電話で

献血のお知らせ

と　き／12月21日（金）　午前10時～午後１時

　　　　　　　　　　　午後２時～４時

ところ／うらら広場

12月の無料相談12月のけんこう




