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豊かな自然と　生
い の ち

命はぐくむ湖　霞ヶ浦に恵まれ

深い歴史と誇れる文化を培ってきた

私たちのまち土浦

このまちに生きる私たちは

男女が互いに尊厳と人権を尊重し

世代をこえて一緒に

誰もが自らの意思でその人らしく幸せに暮らせる

「男女共同参画都市」を　ここに宣言します

土浦市男女共同参画都市宣言

　 

　２ …　かすみがうらマラソン参加者募集！

　４ …　年末年始のごみ収集とし尿くみ取り

  ７ …　国民年金のお得・便利なお知らせ
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申込方法／次のいずれかで

インターネット（手数料別途）

ラ ン ネ ッ ト http://runnet.jp/

ス ポ ー ツ

エ ン ト リ ー
http://www.sportsentry.ne.jp/

スポーツワン http://www.sportsone.jp/

※支払いは、クレジットカードまたはコンビニなどで

第23回第23回第23回

種　目 スタート時間（予定） 参加料 定員 制限時間 部　門（すべて男女別）

フルマラソン
（42.195km）

午前10時 5000円 18000人 ６時間
招待・陸連登録者、高校生～29歳、30歳代、40歳代、
50歳代、60歳以上

10マイル
（約16.09km）

午前９時20分 4500円 5000人 ２時間
招待・陸連登録者、高校生～29歳、30歳代、40歳代、
50歳代、60歳以上

５キロ 午前10時30分 3500円 2000人 40分
高校生～29歳、30歳代、40歳代、50歳代、60歳
以上

車いす
（42.195km）

午前９時50分 5000円 15人 ２時間20分 高校生以上

※参加料のうち200円は霞ヶ浦水質浄化基金、盲導犬育成助成金として使われます。

※盲人の部は、各種目、各クラスともに34歳以下、35～49歳、50歳以上です。

日本陸上競技連盟公認　国際陸上競技連盟公認　国際パラリンピック委員会公認

電　話（手数料別途）

スポーツエントリー

電話番号／0570-550-846

受付時間／午前10時～午後５時30分

※土・日曜日、祝日、年末年始を除く

スポーツワン

電話番号／0570-00-2101

受付時間／

　平　日…午前９時～午後７時

　土日祝…午前９時～午後５時

※年末年始を除く

※郵便振替用紙でのエントリーは行いません。

種　目／

参加者募集

2013年４月21日(日）　開催決定！
種　目／フルマラソン、10マイル、５キロ、車いす

コース／霞ヶ浦湖岸周回コース

2012年12月５日（水）AM10：00 受付開始

定員になり

次第締め切り

かすみがうらマラソン大会事務局
（〒300-4192　藤沢975　スポーツ振興課内　862-1960）

〈姉妹レース〉シドニーランニングフェスティバル　アンコールワット国際ハーフマラソン

問
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　マラソンが初めての方からフル経験者まで、自分

にあったクラスを選べます。

と　き／１月 19日（土）、２月９日（土）、23日（土）、
３月９日（土）、23日（土）、４月６日（土）　いずれ
も午後１時～４時（全６回）

ところ／講座…阿見町中央公民館
　　　　実技…阿見町総合運動公園グラウンド
定　員／50人（定員を超えたときは抽選）
参加費／6,000円（資料、飲み物、保険料含む）
申込方法／住所、氏名、性別、年齢、電話番号を記

入しファクスで
申込締切／12月25日（火）（必着）
　　　　　　　　　　土浦ケーブルテレビ

（0120-999-000　824-7830）

チャレンジ！初めてのフルマラソン教室 　マラソン初心者を対象に、走りきるための練習方法

や当日の準備、レース中の体調管理などを講義や実技

を通して指導します。

と　き／１月26日（土）、２月９日（土）、23日（土）、３月
９日（土）、23日（土）　いずれも午後２時～４時（全５回）

ところ／初回…霞ヶ浦総合公園
　　　　２回目から…川口運動公園
定　員／90人（定員を超えたときは抽選）
参加費／3,000円（テキスト代、保険料含む）
申込方法／はがきに住所、氏名、性別、年齢、電話

番号、月間走行距離、ベストタイム、参加種目と
目標タイムを記入し郵送で

申込締切／12月25日（火）（必着）
　　　土浦市陸上競技協会

　（〒300-0815　下高津二丁目10-47　822-3899　中山）

かすみがうらマラソンに向けて　マラソン教室参加者募集 !!

かすみがうらマラソン完走教室

かすみがうらマラソン８つの魅力

フル30km付近には、名物私設エイド
が軒を連ねます。また、7.5km付近の
全長300ｍにおよぶ協賛社のエイド
はかすみがうらマラソンの名物です。

充実のエイドステーション

point

７

モール505を会場にしたランナーズ・ヴィ
レッジは、飲食ブースをはじめ、各種
イベントが盛りだくさん。さまざまな
おもてなしで皆さんをお迎えします。

大好評！ランナーズ・ヴィレッジ

point

８

ナンバーカードなどを事前（４月上
旬まで）に送付しますので、当日は
スムーズにスタートできます。

ナンバーカード・計測用チップを事前送付

point

１

ペース配分の目標に、４時間、４時
間30分、５時間ペースのアドバイ
ザーが一緒に走ります。

ペース・セッターを設置

point

２

有森裕子さんをはじめ、往年のラン
ナーなど毎年多くのゲストが大会に
花を添えます。

多彩なゲストランナー

同日に即時発行するのはかすみがう
らマラソンだけです。

フルマラソンの５km毎と中間地点の
スプリットタイムを完走賞に記載

point

４

優秀選手をホノルル、シドニー、ア
ンコールワットなどの海外マラソン
に派遣します。

世界各地の海外マラソンへ派遣

point

６

かすみがうらウォーキング
【同時開催】

と　き／平成25年４月21日（日）
　　　　午前10時スタート
コース／歩崎公園をスタート地点に、

川口運動公園陸上競技場をゴールと

する霞ヶ浦湖岸（堤防）コース約19㎞

参加料／2500円
定　員／300人（先着順）
申込方法／インターネット・専用電話
（右記の申込方法を参照）または、大
会事務局へ直接

◉キロ表示を掲げる親子ボランティア
申込方法／事務局へはがきで（住所、氏名、

電話番号、希望種目と㎞地点を記入）
◉盲人ランナーの伴走ボランティア
申込方法／申込書を事務局へ郵送
※申込書はホームページでダウンロー

ドするか、大会事務局へお問い合わ
せください。

ボランティア大募集！ボランティア大募集！

かすみがうらマラソン
エントリー権利付き !!

参加者全員の着順と、大会の様子を
掲載した記録集を８月頃お送りしま
す。

参加者全員の着順入り大会記録集を郵送

申問 申問

point

３

point

５



広報つちうら　№ 1088　4

≪土浦地区≫

　清掃センターは、12月30日（日）から１月３日（木）まで

ごみの持ち込みができません。

【12月29日（土）のごみの持ち込みは午後４時まで】

■可燃ごみ・モデル地区の生ごみ

通常の収集日 年末の収集終了日 年始の収集開始日

月 ･木コース 12月27日（木） １月７日（月）

火 ･金コース 12月28日（金） １月４日（金）

水 ･土コース 12月29日（土） １月５日（土）

夜間コース 12月28日（金） １月４日（金）

■不燃ごみ

通常の収集日 年末の収集終了日 年始の収集開始日

月コース 12月24日（月） １月７日（月）

火コース 12月25日（火） １月８日（火）

水コース 12月26日（水） １月９日（水）

木コース 12月27日（木） １月10日（木）

金コース 12月28日（金） １月４日（金）

土コース 12月29日（土） １月５日（土）

夜間コース 12月24日（月） １月７日（月）

■容器包装プラスチック（分別収集モデル地区）

通常の収集日 年末の収集終了日 年始の収集開始日

火コース 12月25日（火） １月８日（火）

水コース 12月26日（水） １月９日（水）

木コース 12月27日（木） １月10日（木）

 
■分別収集（缶・ビン・古布・乾電池・ペットボトル）

通常の収集日 年末の収集日 年始の収集日

第１･３火コース 12月４日（火）、18日（火）１月８日（火）、22日（火）

第２･４火コース 12月11日（火）、25日（火）１月15日（火）、29日（火）

第１･３木コース 12月６日（木）、20日（木）１月10日（木）、24日（木）

第２･４木コース 12月13日（木）、27日（木）１月17日（木）、31日（木）

第１･３土コース 12月１日（土）、15日（土）１月５日（土）、19日（土）

第２･４土コース 12月８日（土）、22日（土）１月12日（土）、26日（土）

※新聞紙、ざつ紙、段ボールの収集日は、上記の前日
です。

※　　　　　の収集日は、通常より 1 週間遅れになっ
ていますので注意してください。

≪新治地区≫

　新治広域環境クリーンセンターは、12月30日（日）から

１月３日（木）までごみの持ち込みができません。

【12月29日（土）のごみの持ち込みは午後４時30分まで】

■可燃ごみ

曜　　日 年末の収集終了日 年始の収集開始日

火 ･金 12月28日（金） １月４日（金）

■不燃ごみ・カン（地区により収集日が異なります）

地　　区 曜日 年末の収集終了日 年始の収集開始日

藤　　沢 月 12月24日（月）１月７日（月）

斗利出・山ノ荘 水 12月26日（水）１月９日（水）

■ビン・分別収集など

分　　類 曜日 年末の収集日 年始の収集日

茶色ビン 第１木 12月６日（木）２月７日（木）

無色ビン 第２木 12月13日（木）１月10日（木）

その他のビン 第３木 12月20日（木）１月17日（木）

ペットボトル

第１･３土
12月１日（土）
12月15日（土）

１月５日（土）
１月19日（土）

雑誌・紙パック・ざつ紙

古　　布

プラスチック容器
第２･４土

12月８日（土）
12月22日（土）

１月12日（土）
１月26日（土）新聞紙・段ボール

■粗大ごみ≪土浦地区・新治地区共通≫

　粗大ごみは、戸別有料収集か直接の持ち込みに

なりますので、集積場には出さないでください。

　戸別有料収集で出すときは、必ず事前に電話で

お申し込みください。

受付電話／826-4800

受付期間／月～金曜日　午前８時30分～午後５時

◎12月29日（土）から１月３日（木）までは受け付け

できません。年末に粗大ごみを出される方は、

早めにお申し込みください。

◉年末の収集終了後は、年始の収集開始日まで収集を行いませんので、集積場には出さないでください。

ご み 収 集

危険！

　年末年始は、ごみの収集日が変わります。また、土浦地区と新治地区は収集日が異なりますので、確認して計

画的に出してください。

　収集日以外の日にごみを出すと、ほかの方の迷惑になりますので絶対に出さないでください。

　 環境衛生課（826-1111　内線2320、2444） 問

スプレー缶は、使い切ったことを確認の上、
火の気のない所で穴を開けて捨ててください。
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■くみ取り料金

１.定額制（普通便槽の一般世帯）

くみ取り回数
世帯割券
（260円）

人頭割券
（330円）

臨時券
（650円）

１か月に１回の世帯 １枚 人数分 －

２か月に１回の世帯 １枚 人数分×２か月 －

１か月に２回
以上の世帯

１ 回 目 １枚 人数分 －

２回目以降 － － １枚

２.従量制（特殊便槽などの一般世帯および事業所・営業所）

くみ取り回数 従量券（170円）

３か月以上に１回の世帯 18リットル／枚

※18リットル未満は、18リッ

トルとみなします。

簡易水洗など特殊便槽の世帯

事業所・営業所など

◉年末年始は大変混み合いますので、必ず「し尿くみ取り券」を用意して、12月14日（金）までに収集業者に確認の

うえお申し込みください。

　浄化槽は、年１回以上の清掃が法律で定められ

ています。定期的な清掃を行い、浄化槽の適正管

理に努めてください。

市許可浄化槽清掃業者

土浦地区…㈱土浦関東商事（821-3793）

　　　　　　㈱東栄商事（831-0450）

　　　　　　㈲環境保全（0299-24-3106）

新治地区…㈱スズキ（869-0106）

　　　　　　㈲県南（867-1228）

し尿くみ取り

■年末年始のし尿くみ取り日

土浦地区…くみ取り終了日：12月28日（金）

　　　　　　　　　　開始日：１月４日（金）

新治地区…くみ取り終了日：12月29日（土）

　　　　　　　　　　開始日：１月７日（月）

■収集業者

㈱土浦関東商事（821-3793）

天川一・二丁目、荒川沖、荒川沖西一・二丁目、荒川

沖東一～三丁目、荒川本郷、粟野町、飯田、板谷一～

七丁目、今泉、大岩田、大手町、大町、沖新田、乙戸、

乙戸南一～三丁目、小山田一・二丁目、卸町一・二丁目、

笠師町、粕毛、霞ケ岡町、上高津、上高津新町、烏山

一～五丁目、北荒川沖町、小岩田西一・二丁目、小岩

田東一・二丁目、国分町、小松ケ丘町、小山崎、桜ケ

丘町、桜町一～四丁目、佐野子、宍塚、下高津一～四

丁目、城北町、滝田一・二丁目、中央一・二丁目、都

和一～四丁目、中荒川沖町、永国、永国東町、永国台、

中高津一～三丁目、中高津、中都町一～四丁目、中貫、

中村西根、中村東一～三丁目、中、中村南一～六丁目、

並木一～五丁目、西並木町、西根西一丁目、西根南一

～三丁目、東都和、東並木町、東若松町、常名、富士

崎一・二丁目、摩利山新田、右籾、虫掛、紫ケ丘、矢作、

若松町

㈱東栄商事（831-0450）

有明町、生田町、おおつ野一～八丁目、沖宿町、川口

一・二丁目、神立町、神立中央一～五丁目、神立東一・

二丁目、木田余西台、木田余東台一～五丁目、木田余、

北神立町、湖北一・二丁目、小松一～三丁目、白鳥新

町、白鳥町、菅谷町、千束町、立田町、田中一～三丁目、

田中町、田村町、千鳥ケ丘町、手野町、東崎町、殿里、

中神立町、西真鍋町、蓮河原町、蓮河原新町、東中貫町、

東真鍋町、文京町、真鍋一～六丁目、真鍋新町、港町

一～三丁目、大和町

㈱スズキ（869-0106）、㈲県南（867-1228）

大志戸、大畑、小高、小野、小野沢辺東城寺入会地、

上坂田、沢辺、下坂田、高岡、田土部、田宮、東城寺、

永井、永井本郷入会地、藤沢、藤沢新田、本郷

浄化槽をお使いの方へ

年末年始の
ごみ収集 と し尿くみ取り
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減らっせ減らっせ

Happy Ecology Life
And Save the Earth

紙の分別徹底作戦～燃やせるごみから紙をなくそう～

メタンガス、堆肥化
リサイクル会社で
加熱発酵させてバ
イオガスへ変身 !!

つちうら　

　４Ｒ

集められた古紙は、 また紙として再生されます！

ダンボール紙はダンボー

ル箱や紙筒に

新聞紙は新聞や週刊誌、

印刷用紙に

紙パックはトイレット

ペーパーや牛乳パックに

ただ今、モデル地区で実施中！

生ごみと容器包装プラスチックの分別

紙を出すときは

生ごみ分別収集

容器包装プラスチック分別収集

モデル地区…田中一丁目、城北町、まりやま新町

モデル地区…エス・バイ・エル、文京町、荒川沖東二丁目、中村南三丁目、永国東町、

神立中央三・五丁目、右籾三区、並木三・四丁目、常名町、新治地区全域

種類ごとに分けて出そう

　古紙の種類によってできあがる製品が違います。

種類ごとに分け、十文字にしばって出しましょう。

小さい紙は紙袋に入れて出すと便利です。

収集日・収集場所を守って出そう
　土浦地区…月２回、缶・びん・ペットボトルの回       

　　収日の前日。朝９時までに出してください。

　新治地区…土曜日（種類によって収集日が違いま

　　す）。朝８時までに出してください。子ども会廃品回収を利用しよう

　廃品回収は、土浦市のリサイクル量の半分を占

め、ごみの減量化とリサイクルに大きく貢献してい

ます。また、廃品回収の活動を通し、子どものうち

から社会奉仕の心と資源の意識を高め、物を大切に

する心を養うことができます。

お願い！混ぜないで
　においのついた紙、プラスチックフィルムがつい

た紙、感熱紙、アイロンプリント紙、金・銀の光る

文字のある紙、粘着物がついた紙は、古紙として回

収するときは必ず取り除いてください。

収　集 運　搬

　燃やせるごみの中で大きな割合を占める「生ごみ」と「容器包装プラスチック」を分別することで、リサイクルの推進

とごみの減量化を図っています。市では、平成27年の全域実施をめざしモデル地区でこれらの分別収集を行っています。

リサイクル

収　集 運　搬 リサイクル

コークス炉化学
原料化

環境衛生課（☎826-1111　内線2492）問

雑誌はお菓子などのボー

ル箱や絵本に
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得

　国民年金保険料は、月額14,980円で年間では179,760円になります。年間分

を一括で４月末日までに前納した場合は、176,570円で3,190円の割引になりま

す。さらに、口座振替で前納した場合は175,990円で3,770円の割引になり大変

お得です。新たに平成25年度の保険料を口座振替での前納を希望される方は、

口座振替を希望する金融機関で平成25年２月末日までに手続きをしてくださ

い。手続きには、年金手帳、預金通帳、金融機関の届出印が必要です。

注：保険料、割引額などは平成24年度の価格です。

国民年金の
お得＆便利なお知らせ

　国民年金保険料は、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料（長寿医療

保険料）、介護保険料とともに、社会保険料として所得から控除すること

ができます。控除を受けるためには、所得の申告の際に11月上旬に日本

年金機構から送付された控除証明書か領収書を持参してください。

※10月以降に初めて保険料を納付した方には、翌年２月上旬に「控除証明

書」が送付される予定です。

所得から控除できてお得です!!

　国民年金の付加保険料は、月額400円を定額保険料（月額14,980円）に加

えて納める制度です。将来の年金受給金額が、年額で200円 × 付加保険

料納付月数分だけ上乗せになります。60歳以降で任意加入されている方も

納付することができます。付加保険料の納付を希望される方は、年金手

帳とはんこを持参し、市国保年金課国民年金係で手続きをしてください。

注：国民年金基金に加入している場合は、手続きができません。

付加保険料はお得です!!

口座振替での前納はお得です!!

土浦年金相談センターを

ご利用ください
　厚生年金の請求、受給資格の確

認、年金額の照会、その他年金に

関する相談などの業務を行ってい

ます。予約専用電話で相談時間の

予約をすれば待ち時間も無く便利

です。

予約専用電話／825-2300

所在地／桜町一丁目16－12　

　　　　（住友生命土浦ビル３階）

相談時間／月～金曜日

　午前８時30分～午後５時

※祝日、年末年始を除く

電話での年金相談は

「ねんきんダイヤル」へ
　年金の請求に関する相談や年金

を受けている方の相談、各種証明

書の再発行を行っています。

　一般の固定電話は、市内通話料

金でご利用できます。

専用電話／0570-05-1165

相談時間／月曜日…午前８時30分

～午後７時、火～金曜日…午前８

時30分～午後５時15分、毎月第２

土曜日…午前９時30分～午後４時

※祝日、年末年始を除く。月曜

日が祝日のときの火曜日は午後

７時まで

控除証明書に関しては、

「控除証明書専用ダイヤル」へ

　「控除証明書」の内容に関する

照会や再発行は、控除証明書専用

ダイヤル0570-070-117をご利用

ください。

（平成25年３月15日まで）

口座振替

国保年金課国民年金係（☎826-1111　内線2290）問
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情報ひろば

講　座　名 講　師 曜日 時　間 日　程 回数 定　員 受講料

シェイプ＆エアロ 関 　 由 里 火 10：00～11：15 １/８～３/26 10 35人 5,000円

体幹ボディメイクⅠ 鈴 木 康 修 火 11：30～12：15 １/８～３/26 10 30人 5,000円

簡単ボクササイズ＆骨盤矯正ストレッチ 加 藤 良 子 火 13：30～14：45 １/８～３/26 10 35人 5,000円

コンシャスヨーガ 風 間 陽 子 火 15：45～17：00 １/８～３/26 10 30人 5,000円

ベーシックエアロ火曜 所　 あ け み 火 18：45～20：00 １/８～３/26 10 35人 5,000円

体幹ボディメイクⅡ 鈴 木 康 修 火 20：10～20：55 １/８～３/26 10 30人 5,000円

ベーシックエアロ水曜 坂 下 恵 美 水 ９：45～11：00 １/９～３/13 10 35人 5,000円

ベビー＆ママエアロ（３か月～10か月未満児） 倉 持 理 佐 水 11：30～12：30 １/９～３/13 10 30組60人 5,000円

陶芸（昼間コース） 田 中 ア ル バ 水 13：00～15：00 １/９～３/13 10 20人 7,000円

ピラティス＆エアロ 嶌 田 敦 子 水 19：00～20：15 １/９～３/13 10 35人 5,000円

陶芸（夜間コース） 田 中 ア ル バ 木 18：30～20：30 １/10～３/14 10 20人 7,000円

ボディコアダイエット 鈴 木 康 修 木 18：45～19：45 １/17～３/７ ８ 15人 5,000円

骨盤シェイプストレッチ 鈴 木 康 修 木 20：00～20：45 １/17～３/７ ８ 15人 5,000円

はじめてのピアノ（初心者） 屋 代 晃 代 金 10：00～11：00 １/11～３/15 10 10人 10,000円

親子リズムエアロⅠ（２・３歳児） 菊 地 涼 子 金 ９：30～10：45 １/18～３/22 10 30組60人 5,000円

親子リズムエアロⅡ（１歳児） 菊 地 涼 子 金 11：00～12：15 １/18～３/22 10 30組60人 5,000円

ボディメイクヨガ 水 野 谷　 香 金 13：30～14：30 １/11～３/15 10 35人 5,000円

チビッ子体操（４～７歳児） 戸 井 田 昌 教 金 16：30～17：30 １/11～３/15 10 15人 10,000円

すっきり爽快エアロ 鎌 田 裕 美 子 金 19：00～20：15 １/11～３/15 10 35人 5,000円

デトックスヨガ 水 野 谷　 香 日 19：00～19：50 １/６～３/17 ６ 35人 3,000円

講　座　名 対　象　者 曜日 時　間 日　程 回数 定　員 受講料※

おやこヨガ ５か月～３歳児と保護者 月 10：30～11：30 １/21～３/18 ８ 30人 6,000円

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

１/21～３/18 ８ 各20人 8,000円
中学生 18：00～19：00

ナチュラルボディメイクヨガ 一般男女 月 19：30～20：30 １/７～３/11 ８ 30人 4,000円

アタッチメント・ベビーマッサージ教室 ２か月～未歩行児と保護者 火 10：30～12：00 １/15～３/５ ８ 15組30人 6,000円

よさこいソーラン 一般男女（４～70歳位まで） 火 19：00～20：30 １/15～３/12 ８ 25人 6,000円

親子リトミック体操教室 １歳半～４歳児と保護者 木 ９：45～10：45 １/10～３/14 10 25組50人 5,000円

脱メタボ！　男塾 18～40歳男性 金 19：30～20：30 １/11～３/15 10 25人 7,500円

チビっこ体操
４～６歳

土
14：00～15：00

１/12～３/23 10 各15人 10,000円
小学１～３年生 15：15～16：00

※「アタッチメント・ベビーマッサージ教室」以外は、受講料に保険料を含みます。「よさこいソーラン」は、親子

で参加する場合は、ペアで受講料8,000円になります。

申込方法／住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、

希望講座名を記入し、往復はがきを郵送または郵便
はがきを窓口へ持参

※１講座につき１人１枚の申し込み
申込締切／12月20日（木）（必着）

◎定員を超えたときは抽選。また、申込人数が少数の
ときは、中止になることがあります。

※持ち物など、詳しくはお問い合わせください。　　

　　　　亀城プラザ

　　  　(〒300-0043　中央二丁目16‐４　824‐3121)

申問

申込方法／住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、

希望講座名を記入し、往復はがきを郵送または郵便
はがきを窓口へ持参

※１講座につき１人１枚の申し込み。親子で受講する
講座はお子さんの氏名（ふりがな）、年齢も記入して
ください。

申込締切／12月20日（木）（必着）
◎定員を超えたときは抽選。また、申込人数が少数の

ときは、中止になることがあります。
※持ち物など、詳しくはお問い合わせください。　　

　 ワークヒル土浦

　　(〒300-0027　木田余東台四丁目１-１　826‐2622)
申問

パーソナルトレーニング受付中！　30分　2,800円～　毎週火・木曜日　（要電話予約）

亀城プラザ文化講座・教室のご案内

ワークヒル土浦第３回講座のご案内
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12月生まれ

越智基
もとひさ

久ちゃん

（東真鍋町）

誕生日おめでとう！
元気にたくましく

育ってね!!

内村千
ち ず か

寿嘉ちゃん

(神立町)

妹のチーチャンです
ママが忙しい時
私が面倒見ます

姉のはずき

村主颯
そ う ま

真ちゃん

(真鍋四丁目)
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

伊藤陽
ひ な

菜ちゃん

(都和二丁目)

☆１歳おめでとう☆
わがやのアイドル

陽菜ちゃん

☆おめでとう☆
たくさんあそぼうね　
パパ・ママ・かいるより

水越未
み う

羽ちゃん

(木田余東台二丁目)

鈴木咲
さ く た ろ う

大朗ちゃん

（沖宿町）

さくちゃん
大きな幸せをくれて

ありがとう！

河原井心
こ は る

花ちゃん

(並木五丁目)

☆こっちゃん はぴば～☆
お気に入りは
コーパス3000

（英単語教科書）です（笑

岡本隼
は や と

翔ちゃん

(手野町)
小西出祐

ゆ う

羽ちゃん

（蓮河原新町）

ゆうちゃん
誕生日おめでとう！

これからも笑顔絶やさず
元気に育ってね

☆HAPPY BIRTHDAY☆
いつも元気で

明るい笑顔をありがとう

※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。

憎めない
☆小怪獣ソウマ☆くん！

生まれてきてくれて
ありがとう!!

横山ゆずちゃん

（板谷三丁目）

Happy Birthday　
ゆずの笑顔に

いつも癒されてます!!
大好きだよ　

関　康
こ う た ろ う

太朗ちゃん

(高岡)

　１歳おめでとう　
たくましく元気に

育ってね　
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　市立幼稚園では、平成25年度の新入園

児を随時募集しています。

　経験豊かなスタッフ一同で、皆さんの

ご応募をお待ちしています。

名　称 住　所 電話番号

土 浦 幼 稚 園 文京町９－６ 821-0796

土浦第二幼稚園 富士崎二丁目１－ 46 821-1310

都 和 幼 稚 園 板谷四丁目714－７ 831-3735

大岩田幼稚園 小岩田東二丁目18－４ 824-3430

新 治 幼 稚 園 沢辺1423－４ 862-3507

募集園児／

５歳児（１年保育）

　平成19年４月２日～20年４月１日生まれ

４歳児（２年保育）

　平成20年４月２日～21年４月１日生まれ

願書受付／入園希望の幼稚園に直接

受付日時／月～金曜日（祝日、年末年始を除く）

　　　　　午前８時30分～午後５時

各市立幼稚園、学務課（826-1111　内線5110）問

　12月12日（水）からリサイクル自転車を販売します。

次の再利用自転車取扱店へ申し込んでください。

店舗名 所在地 電話番号

川崎乗物デパート 大和町 821-1147

岡野輪店 川口一丁目 821-0720

大曽根サイクル 荒川沖東二丁目 841-0241

木村ホンダ 大手町 821-5273

豊崎自転車商会 城北町 821-2125

渡辺輪業 荒川沖西二丁目 841-0842

榎沢商会土浦店 中村南三丁目 842-5664

飯竹自転車店 藤沢 862-2227

※販売価格、自転車の詳細などは、各取扱店にお問

い合わせください。

生活安全課（826-1111　内線2298）問

　最近、自転車による事故が多発

しています。自分自身と周囲の人の

安全のために、もう一度、自転車の

交通ルールを理解し、守りましょう。

自転車は交通ルールを守って安全に利用しましょう

リサイクル自転車を販売します

11月生まれ

新入園児募集
平 成 25 年 度 市 立 幼 稚 園
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２月で１歳になる
　 赤ちゃんを募集！！

中野航
こうせい

誠ちゃん

（神立町）

１歳おめでとう
いつもかわいい笑顔

ありがとう
パパ・ママより

眞角つばさちゃん

(大町)

つーちゃん
１歳おめでとう！

これからも笑顔ですくすく
元気に育ってね　

山野竜
りゅうせい

晟ちゃん

（木田余東台二丁目）

１歳のお誕生日
おめでとう☆

我が家のアイドル竜ちゃん！
大好きだよー♪

黒木幸
み さ き

咲ちゃん

(港町二丁目)

お誕生日おめでとう
家族皆で沢山の幸せを
咲かせていこうね　

父・母・兄より

羽成祐
ゆ う と

仁ちゃん

(乙戸)
髙島莉

り あ

亜ちゃん

(真鍋二丁目)

１歳おめでとう　
元気に育ってね
大好きだよ

山岡千
ち お り

織ちゃん

(西根西一丁目)

千織ちゃん１歳おめでとう!!
これからも

元気に笑顔いっぱいに
成長してください

生まれてきてくれて
ありがとう！

これからも元気に育ってね

石橋美
み お

緒ちゃん

(永国)

松岡陽
は る や

哉ちゃん

(城北町)

　陽哉１歳おめでとう　
これからも

明るく元気に育ってね♪
ハルチャン大好き　

内野　浬
かいり

ちゃん

(中)

　１歳おめでとう　　
お姉ちゃんお兄ちゃんと

いっぱい遊んで
元気に育ってね　

門井　駿
しゅん

ちゃん

(中高津一丁目)
稲葉咲

さ え き

依希ちゃん

（天川二丁目)

１歳のお誕生日
おめでとう♪

いつも笑顔で癒してくれて
ありがとう★

Happy Birthday!
元気にすくすく

育ってね！

☆１歳おめでとう☆
笑顔の素敵な

優しい男の子に育ってね　

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／12月28日（金）

※２月上・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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＊受講料には保険代が含まれます。

対象者／高校生以上

申込方法／往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、電話

番号、希望教室（曜日・時間）を記入し郵送、または

郵便はがきを窓口に持参

※はがき１枚につき１教室

申込締切／12月15日（土）（必着）

◎定員を超えたときは抽選。申込少数の

ときは中止になることがあります。

　　　　　　　水郷テニスコート

　　（〒300-0835　大岩田580　824-0880）

教室名 曜日 時　間 日程 回数 定員 受講料

初心初中級
【基本・応用】

火 19:30～21:00
１/８～
３/12

８ 40 6000円

中　　　 級
【試合想定】

水 19:30～21:00
１/９～
２/27

８ 24 9000円

初心初中級
【基本・応用】

木 19:30～21:00
１/10～
２/28

８ 40 6000円

初 心 初 級
【基本の習得】

金 10:00～11:30
１/11～
３/15

10 40 7500円

水郷テニスコート

硬式テニス教室受講生募集パスポート

年末年始の申請はお早めに!!

　パスポートの発行には、申請してから８日

間以上（閉庁日は含まない）を要します。年

内にパスポート交付を希望されるときは、12

月18日（火）までに申請する必要がありますの

で、ご注意ください。

　なお、12月19日（水）に申請したときは、平

成25年１月４日（金）の交付（予定）になります。

申請・交付場所／市民課パスポート窓口

受付日時／

申請

　月～金曜日（祝日、年末年始を除く）

　午前８時30分～午後４時45分

交付

　月～金・日曜日（祝日、年末年始を除く）

　午前８時30分～午後４時45分

　市民課（826-1111　内線2007）問 申問
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レンコン　　　　   600g

えび（ブラックタイガー） 10尾

卵白　　  １・１／２個分

片栗粉　　　 　大さじ３

枝豆　　　 　　　　 60g

塩　       小さじ１／６

砂糖　　　 小さじ１／４

柚子の皮（すりおろし） 少々

【あん】

だし汁　　　　　  450cc

薄口しょうゆ  大さじ１・１／２

酒　　　　　　 大さじ３

みりん   大さじ１・１／２

片栗粉　　　　 大さじ２

柚子絞り汁  小さじ１～２

三つ葉　　　　　　  30g

① レンコンは皮をむき、酢水につけてアクを抜き、すり
おろして軽く水気を絞る。

②えびは殻をむいて背ワタを取り、７尾は包丁でたたき、
粗めのすり身を作る。残りの３尾は縦半分に切る。

③ ①と②のすり身にしたえびをボウルに移し、Ａを加え
てよく混ぜる。（残った卵黄は錦糸卵にします）

④ 広げたラップに縦半分に切ったえびを置き、６等分し
た③をのせ、巾着状に包み輪ゴムで止める。

⑤ 蒸気のあがった蒸し器に④を並べ、15分位加熱する。
⑥あんの材料を小鍋に入れ、とろみがついたら火を止め、

柚子絞り汁を混ぜる。
⑦レンコン饅頭の上に三つ葉、錦糸卵を散らし、あんを
かける。

作り方

食生活改善推進員
エネルギー　145kcal

たんぱく質　　 7.4g

脂　質　　　　 0.8g

カルシウム　   42mg

食物繊維　　　 1.7g

塩　分　　　　 1.1g

１人分の栄養素

レンコン饅頭No.92

食生活改善推進員の

健 康 料 理

　今回は、前回のこども班に引き続き、食育推進ボラ

ンティアの成人班の方々のおすすめメニューを紹介し

ます。土浦市が生産量日本一を誇るレンコンを使用した

「レンコン饅頭」です。

　レンコン100g当たりには、ビタミンＣが48㎎含まれ

ています。この量は、日本人の食事摂取基準によると、

12歳以上の１日の推奨量とされるビタミンＣの48％に相

当します。レンコンは、サラダで「シャキシャキ」、煮物

で「ほっくり」、すりおろして加熱すると「モチモチ」。使

い方いろいろ!!食感いろいろ!!調理方法によって楽しみ

方がたくさんあります。モチモチ食感のレンコン饅頭を

ぜひお試しください♪

材料・分量（６人分）

中村美恵子さん 桜井文子さん

A

勤労者のための融資相談会を開催します!!

と　き／12月15日（土）

        午前10時～午後３時

ところ／中央労働金庫土浦支店

        　（港町一丁目）
対象者／市内に居住している中小企業で

働く勤労者

　　商工観光課（826-1111　内線7603）

種類
金利

（10月15日現在）
利子補給

対象借入限度額
利子
補給率

補給
期間

住宅資金

固定　　2.65～3.6％
（固定金利選択型）
金利引下げ制度有り

変動　  　　2.475％
金利引下げ制度有り

1500万円

３％以内 ３年

生活資金
固定　　　　　6.3％
変動　　　　5.125％

200万円

教育資金
固定（10年以内）2.2％
固定（10年超）　2.7％

1 人につき　200万円
最高　300万円

種類 保証料率
保証料補給

対象借入限度額
補給期間

住宅資金 0.16％（有担保） 1500万円
５年

生活資金 1.2％ 200万円

教育資金 1.2％
1 人につき　200万円

最高　300万円
15年

◎利子補給

◎保証料補給

★市からの助成制度
　土浦市中小企業労働者共済会に加

入し、中央労働金庫土浦支店から融

資を受けた場合に、利子および保証

料の一部補給が受けられます。

　なお、土浦市中小企業労働者共済

会に加入できる方は、市内に１年以

上居住し、労働組合のない中小企業

に勤務している方です。

※入会金300円が必要となります。

問

※別途下記保証料の支払いが必要になります。
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　川口運動公園陸上競技場で「第９回土浦カレーフェ

スティバル」が開催され、約２万8000人が訪れました。

今年のＣ－１グランプリは、主菜部門はル・タブリエ

の「紫峰牛の黒カレー」、創作部門はレストラン中台の

「カレー焼きプリン」が栄冠に輝きました。また、霞ヶ

浦高等学校とつくば国際大学高等学校が特別賞を受賞

しました。

　茨城県内外のゆるキャラ計11体が集合した「ゆる

キャラまつり」では、子どもたちが普段見ないゆるキャ

ラと触れ合ったり写真を撮った

りと大はしゃぎ。他にも、「れ

んこん料理フェスタ」やステー

ジイベントなどが行われ、会場

は大いに賑わっていました。

（11月17日）

第９回土浦カレーフェスティバル

カレーで土浦を元気に！

スマートフォン用ホームページ

▲

■発行　土浦市
　　〒300-8686　土浦市下高津一丁目20番35号
　　029-826-1111
　　E-mail　info@city.tsuchiura.lg.jp
　　ＨＰ　http://www.city.tsuchiura.lg.jp/

■編集　市長公室広報広聴課
■人口と世帯数　14万3397人　５万8050世帯

　　　　　　(平成24年11月１日現在 )

次回「広報つちうら」12月中旬号は、12月18日(火)発行予定です。

この広報紙は環境に配慮し、再生紙・植物油インキを

使用しています。

20

開催地：笠間芸術の森公園 開催地：高萩市庁舎跡地


