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January

●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。都和公民館は上履き持参

一中地区公民館 11日(金)

午前10時～11時30分
親子ビクス

１歳以上の
未就園児親子
20組(先着順)

12月20日(木) 午前９時
30分から電話で

ニ中地区公民館　 15日(火)

三中地区公民館 16日(水)

四中地区公民館 ８日(火)

都和公民館 18日(金)

神立地区コミュニティセンター 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 17日(木) 午前10時～11時30分
リズム遊び

４～12か月児親子
15組(先着順)

12月20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
竹とんぼ

１歳以上の未就園児
親子20組(先着順)

12月20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）

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
※栄養士による栄養相談あり

４～12か月児親子
15組(先着順)

12月20日(木) 午前９時
30分から電話で

★交流保育　　※たこ糸、セロテープ、はさみを持参

地域子育て支援センター
｢さくらんぼ｣

※凧あげは桜川河川敷
29日(火)

午前10時～11時30分
（受け付けは午前９時45分から）
あがれ！あがれ！凧あげ大会

未就園児親子
40組(先着順)

12月20日(木) 午前９時
30分から電話で
※雨天時は凧の作成のみ

★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｣

26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)

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！

霞ケ岡保育所（821-1890） 23日(水)
午前10時～11時
凧を作って遊ぼう

未就園児親子
15組(先着順) 12月20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） 15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)

天川保育所（822-6172） 16日(水)
午前９時30分～11時
たこあげをして遊びましょう

未就園児親子
10組(先着順)

新生保育所（841-0575） 16日(水)
午前10時～11時
お誕生会に参加してみませんか 未就園児親子

20組(先着順)
都和保育所（822-8053） 16日(水)

午前９時30分～11時30分
誕生会に参加しましょう

藤沢保育園（862-2600）
※場所は新治地区公民館

17日(木)
午前９時30分～11時
手作りおやつ

未就園児親子
22組(先着順)

★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） 15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

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

★１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)
午前11時～11時45分
親子リトミック

未就園児親子
15組（先着順）

１月４日(金）から前日ま
でに電話または直接

15日(火)
午前10時30分～11時30分
親子映画会

幼児親子80組
（先着順）

当日児童館へ直接

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）

１月４日(金）から前日ま
でに電話または直接

ポプラ児童館（841-3212)

19日(土)
午前10時～11時30分
一輪車教室

小学生15人
（先着順）

前日までに電話または直接

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

当日児童館へ直接

26日(土)
午前10時～11時30分
工作教室「飛び出すカードを作ろう」材料費250円

小学生15人
（先着順）

前日までに電話または直接

新治児童館（862-4403)

７日(月)
午前10時～11時30分
新春お楽しみ会

小学生20人
（先着順） 事前に児童館へ電話また

は直接
23日(水)

午前10時30分～11時30分
ハッピーバルーン

幼児親子20組
（先着順）

30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

当日児童館へ直接

①遊びの広場～園庭・お部屋開放～

　月～金曜日（１日（火）～３日（木）、祝日を除く）

②子育て広場

　７日（月）…お正月遊びをしよう

　８日（火）、23日（水）…カレンダー作り

　９日（水）、24日（木）…食事体験

　11日（金）、17日（木）…ベビーマッサージ

　15日（火）…キッズ広場（水郷公園）

　16日（水）、31日（木）…わらべうた

　22日（火）…キッズ広場（乙戸沼公園）

　25日（金）…リトミック

　28日（月）…ちびっこ広場（１歳児）

　29日（火）…赤ちゃん広場（０歳児）

　30日（水）…わんぱく広場（２歳児以上）

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／12月20日（木）午前９時か

ら電話で

◎定員や持ち物、会場など、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保育所開放

　月～金曜日（１日（火）～３日（木）、祝日を除く）

②イベント

　８日（火）…お正月遊び

　15日（火）…絵本読み聞かせ講習会

　17日（木）…赤ちゃんサロン

　22日（火）…作って遊ぼう

　29日（火）…豆まき

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／12月21日（金）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（１日（火）～４日（金）、祝日を除く）

②親子クラブ

　10日（木）…お正月遊び

　24日（木）…粘土遊び

　31日（木）…節分制作

③交流保育

　17日（木）…パネルシアター、育児

　　　　　　講座「幼児期に大切な

　　　　　　こと」

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、③…ビニール袋、タオル、飲み物

申込方法／前日までに電話で

831-2590

白鳥保育園

新治児童館すくすく教室登録児募集

と　き／毎週月～金曜日（祝日を除く）

　　　　午前８時50分～11時30分

ところ／新治児童館

対象者／市内に居住する平成21年４月２日から22

　年４月１日までに生まれたお子さん

定　員／20人（先着順）

申込期間／２月１日（金）　午前８時30分から

※申込方法など、詳しくはお問い合わせください。

新治児童館（862-4403）問

平成25年度　都和児童館書道クラブ会員募集

と　き／毎月第１～３土曜日　

　　　　午前９時～11時30分

ところ／都和児童館

対象者／市内に居住する新小学

３～５年生

定　員／20人（先着順）

申込方法／児童館へ直接

申込期間／１月５日（土）～12日（土）（日曜日を除く）

都和児童館（832-3112）申問
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放射線量測定値

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 0.068・0.149 0.073・0.146

荒川沖保育所 0.169・0.204 0.167・0.194

霞ヶ岡保育所 0.157・0.192 0.151・0.185

東崎保育所 0.154・0.159 0.148・0.151

都和保育所 0.130・0.152 0.133・0.154

天川保育所 0.135・0.204 0.137・0.183

新川保育所 0.185・0.121 0.160・0.130

桜川保育所 0.140・0.178 0.137・0.179

神立保育所 0.134・0.118 0.140・0.122

竹ノ入保育所 0.106・0.134 0.105・0.122

土浦愛隣会保育所 0.096・0.109 0.082・0.101

めぐみ保育園 0.085・0.118 0.077・0.119

白鳥保育園 0.135・0.128 0.125・0.139

エンゼル・ゆめ保育園 0.087・0.102 0.088・0.104

つくば国際保育園 0.102・0.105 0.108・0.105

中央保育園 0.123・0.130 0.112・0.125

高岡保育園 0.087・0.086 0.078・0.084

藤沢保育園 0.094・0.091 0.105・0.101

白帆保育園 0.164・0.146 0.174・0.183

あおぞら保育園 0.141・0.093 0.120・0.099

愛保育園 0.115・0.104 0.119・0.100

童話館保育園 0.107・0.166 0.114・0.163

都和児童館 0.115・0.098 0.119・0.111

ポプラ児童館 0.086・0.127 0.085・0.122

新治児童館 0.143・0.096 0.131・0.104

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
－ 0.193

清掃センター － 0.205

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）
0.195・0.124 0.175・0.131

土浦第二幼稚園 0.089・0.111 0.094・0.116

都和幼稚園 0.188・0.122 0.144・0.139

大岩田幼稚園 0.096・0.106 0.106・0.124

新治幼稚園 0.102・0.095 0.101・0.092

土浦小学校 0.089・工事中 0.085・工事中

下高津小学校 0.115・0.099 0.113・0.116

東小学校 0.112・0.097 0.115・0.097

宍塚小学校 0.153・0.094 0.169・0.117

大岩田小学校 0.176・0.128 0.156・0.122

真鍋小学校 0.088・0.124 0.105・0.123

都和小学校 0.102・0.104 0.099・0.112

荒川沖小学校 0.147・0.119 0.155・0.134

中村小学校 0.150・0.176 0.181・0.155

土浦第二小学校 0.152・0.099 0.122・0.107

上大津東小学校 0.137・0.117 0.128・0.131

上大津西小学校 0.092・0.119 0.082・0.121

神立小学校 0.107・0.138 0.081・0.136

右籾小学校 0.092・0.119 0.082・0.121

都和南小学校 0.134・0.121 0.131・0.120

乙戸小学校 0.154・0.120 0.127・0.133

菅谷小学校 0.121・0.120 0.124・0.119

藤沢小学校 0.090・0.102 0.084・0.100

斗利出小学校 0.106・0.087 0.094・0.086

山ノ荘小学校 0.100・0.098 0.105・0.104

土浦第一中学校 0.113 0.113

土浦第二中学校 0.132 0.115

土浦第三中学校 0.182 0.187

土浦第四中学校 0.147 0.141

土浦第五中学校 0.122 0.127

土浦第六中学校 0.159 0.156

都和中学校 0.118 0.116

新治中学校 0.089 0.085

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 0.150 0.135

一中地区公民館 0.156 0.130

二中地区公民館 0.153 0.147

三中地区公民館 0.166 0.148

四中地区公民館 0.160 0.145

上大津公民館 0.133 0.128

六中地区公民館 0.159 0.167

都和公民館 0.146 0.130

新治地区公民館 0.109 0.102

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 0.124 0.117

中貫運動公園 0.184 0.136

荒川沖地区野球広場 0.210 0.235

市民運動公園 0.148 0.151

木田余地区市民運動広場 0.179 0.148

新治運動公園 0.101 0.113

本郷グランド 0.114 0.132

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 0.199 0.174

神立公園 0.199 0.199

霞ヶ浦総合公園 0.166 0.157

乙戸沼公園 0.176 0.155

田村沖宿公園 0.238 0.197

紫ケ丘公園 0.143 0.139

水と緑の里公園 0.226 0.184

朝日峠展望公園 0.190 0.158

ふるさとの森公園 0.095 0.085

その他の施設
  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
0.206 0.225

 生涯学習課（内線3331）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

青少年の家 0.186 0.181

　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：11月26日～11月30日　　　　単　位：マイクロシーベルト／時
測定器：簡易測定器

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／11月26日

検査機関／県企業局水質管理センター

水道課（内線2460）問

住宅の除染作業の申し込みを
受け付けています！

対象地区／市内全域

申込方法／電話で（土・日、祝日、年末年始を除く）

◎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2452）

水道水中の放射能

申問

問

　　　　先月の人気図書　

１月のとしょかん

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

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

2013.JANUARY

8 9 11 12
14 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
28 29 30

10
13
20
27

54321
76

31

15

HP問

おはなし会

　（幼児～小学生向け）

と　き／１月13日（日）午後１時30分～

　　　　１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／１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。

『禁断の魔術』　東野圭吾／著

　姉を見殺しにさ

れ、 天 涯 孤 独 と

なった青年が企て

た計画。愛弟子に

対し、湯川が取っ

た驚愕の行動とは

…。全４篇を収録。

今月の展示棚 №1

　年末年始にかけて忘年会、クリスマ

ス、新年会とお酒を飲む機会が多く

なる季節ですね。美味しいお酒を楽し

く飲むために、今月は「酒」に関する本

を集めてみました。お酒の種類からお

酒に合うおつまみや料理、お酒と健

康に関する話など、飲めない人も読ん

で楽しんでみてはいかがでしょうか。

テーマ：美味しいお酒・楽しいお酒

おはなし会おはなし会

こどもの本
せいぎのみかた　ワンダーマンの巻

みやにしたつや／作・絵
コリドラス・テイルズ

斉藤　洋／作
おしごと制服図鑑　講談社／編
ギリギリかめん

あきやまただし／作・絵
かけっこかけっこ
北村裕花／絵、中川ひろたか／作

あたまにかきのき
村上　豊／絵、唯野元弘／文

川のぼうけん
ジェラルド・ローズ／絵
エリザベス・ローズ／文

おいっちにおいっちに
トミー・デ・パオラ／作

　レディー・ガ

ガ11歳、長谷川

町子26歳、紫式

部35歳、向田邦

子51歳。古今東

西のさまざまな

女性の人生を、

転機となった年

齢をキーワード

にひもときます。読めばきっと背

中を押してくれる伝記です。 

（酒井順子／著）

この年齢（とし）だった！

（伝　記）

　愛する人があ

なたを別人だと

言い出したら？

　悲惨な交通事

故でかろうじて

一命を取りとめ

た男。だが、最

愛の家族を認め

る能力を失って

いた。脳が作り出した迷宮、現実を

侵食する「真実」に人は抗えるのか。

（リチャード・パワーズ／著）

エコー・メイカー

（小　説）

お知らせお知らせ
◆年末年始の休館日

　図書館（本館および分館）は、12

月29日（土）から１月４日（金）まで

休館します休館にともない、12月

28日（金）までの期間、貸出冊数お

よび貸出期間を次のとおり拡大し

ます。

貸出冊数／図書…10冊

　　　　　ＣＤ・カセット…４点

　　　　　ＤＶＤ…２点

貸出期間／３週間

◆掃除に関する本

　年末の大掃除に役

に立つ本を紹介しま

す。

ハウスキーピングブック

クウネルおうち仕事課／編

きょうのおそうじ

近藤典子／監修

ミセス美香の美的ハウスキーピング

中村美香／著
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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）

司法書士相談 ９日（水） 13:00～15:00 広報広聴課　　　(内線2376)
相続・贈与などの登記、遺産分割、その他法
律問題 　（司法書士） ※予約制

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） 13:30～15:30 ふれあいセンターながみね(830-5600)
国・県に対する苦情、意見、要望
 （行政相談委員)

総合労働相談 11日（金） 13:00～16:00 広報広聴課
労働・社会保険関係、労使トラブルなど
 （社会保険労務士） ※予約制(☎029-226-3296）

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

教育電話相談 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）

精神保健相談 
15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。18日（金） 14:00～16:00

■ １月の無料相談

◎ 女性のための各種相談

※年始、祝日は除きます

がん治療と口腔ケア
土浦市歯科医師会

長谷川　周（とうざき歯科クリニック）

１月の無料相談１月のけんこう

　在宅でがん治療を受けられている方々が大勢います。

また、がん患者さんの多くが抗がん剤治療（化学療法）

を受けています。抗がん剤は癌
がん

細胞を死滅させるため

に使用する薬剤ですが、薬剤が癌だけをうまく攻撃で

きないため、正常な細胞を殺してしまうことがありま

す。このため細胞分裂が盛んな骨髄、毛根や粘膜細胞

に影響が及びます。

　抗がん剤治療にともなう口内炎は薬による直接的な

作用と抵抗力の低下による細菌などの感染により発生

します。抗がん剤投与後数日～10日で口内炎が発生し、

発生頻度は30～40％と比較的高く、重くなると抗がん

剤治療の継続に悪影響を及ぼすこともあります。自覚

症状としては口腔内の疼
とうつう

痛・違和感・出血・冷温水痛、

口腔乾燥、口腔粘膜の発赤・腫
しゅちょう

脹・びらん・アフタ、

開口障害、咀
そしゃく

嚼障害、嚥
え ん か

下障害などがあります。

　とくに口腔衛生状態が不良や義歯不適合だと口内炎

が発生しやすくなります。時間的余裕があれば、抗が

ん剤治療を始める前に歯科医院に通院し口腔内を清潔

にし、義歯の調整等を行う必要があります。

　抗がん剤治療開始後口内炎が発生したときは担当医

と相談の上、歯科医院にお越しください。歯科医院で

は口腔内清掃保持、口腔内保湿、疼痛コントロールを

行い症状の緩和を目指します。抗がん剤治療中は患者

さんの免疫系が著しく障害を受けるため、抗がん剤治

療開始直後は一部歯科治療が制限されますことをご了

解ください。

　がん治療と関わりなく、

日頃からお口のお手入れが

重要になりますので、かか

りつけ歯科医院に定期的に

通院されることをおすすめ

いたします。

フェミニスト相談 
９日（水）・16日(水）・23日（水） 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 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

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

のコーナー協協 働働 市民活動課協働推進室

826-1111　内線2234

問

「協働のまちづくりシンポジウム」を開催します !!
　現在、市が進めている「市民と行政との協働のまちづ

くり」を市民の皆さんと一緒に考える機会とするため、

シンポジウムを開催します。（入場無料）

と　き／１月26日（土）　午後１時～４時30分

ところ／市民会館大ホール、ロビー

内　容／

基調講演、パネルトーク

　　「ひと・まち・世界がつながる～外国人と共に生き

る地域づくり～」をテーマに、地域の国際化への対応

と、外国人と共生するまちづくりについて、協働の

視点から考えます。

　・基調講演「違いを認め合い共に生きる地域づくり」

　　　講　師／杉田友司さん

　　　　　　　（静岡県磐田市自治会連合会会長）

・パネルトーク

　学校や地域で取り組んでい

る、外国人との共生に向けた

活動の状況や課題について、

パネルトークを行います。

「地域を考えるワークショップ」参加者による事例発表

　　「土浦のためにできることから始めよう」をテーマ

に実施してきたワークショップ参加者による事例発

表を行います。

ポスターセッション

　　市民団体（地区市民委員会、わがまち活性化推進事

業表彰町内会、ボランティア団体、ＮＰＯ法人など）

の皆さんが、地域での活動の様子や協働の取り組み

をポスターサイズにまとめてご紹介します。

　 　 　
■ １月のけんこう 健康増進課（土浦保健センター　826-3471）問

誕生日検診と肝炎ウイルス検診

と　き／１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）

　市では、下記の対象の方に「誕生日検診」および「肝

炎ウイルス検診」を実施しています。

　４月上旬に送付した受診票の有効期限が近づいて

きましたので、早めに受診してください。受診票を

紛失されたときは、再発行しますので、健康増進課

にご連絡ください。なお、土浦市内へ転入された方

で、対象年齢の方もご連絡ください。

種　別 対　象　者 検診内容

誕生日検診

（40歳）

昭和47年４月１日から

48年３月31日生まれの方
歯科健診

誕生日検診

（50歳）

昭和37年４月１日から

38年３月31日生まれの方
胃がん検診

誕生日検診

（60歳）

昭和27年４月１日から

28年３月31日生まれの方
胸部検診

肝炎ウイルス

検診

平成25年３月31日までに

40歳・45歳・50歳・55歳・

60歳・65歳・70歳を迎え

る市民で、これまでに肝

炎ウイルス検診を受けた

ことがない方

Ｂ型および

Ｃ型肝炎ウ

イルス検査

有効期間／平成25年２月28日（木）まで

費　用／無料

麻しん・風しん予防接種
　麻しん風しん混合ワクチンの予防接種対象者でま

だ接種を受けていない方は、体調管理を十分行い、

主治医と相談のうえ忘れずに接種を受けましょう。

対象者／

第１期…１歳児～２歳未満児

第２期…小学校就学前の１年間

（平成18年４月２日～19年４月１

日生まれの方）

第３期…中学１年生に相当する

年齢の方（平成11年４月２日～12

年４月１日生まれの方）

※市立中学校在籍以外の方および

市立中学校の集団接種を受けなかった方

第４期…高校３年生に相当する年齢の方（平成６

年４月２日～７年４月１日生まれの方）

※高校２年生のときに市の補助を受けて接種した方

を除く

接種方法／協力医療機関にて個別接種（１回）

接種期間／第１期対象者…１歳の誕生日から２歳の

誕生日の前日まで

　第２・３・４期対象者…平成25年３月31日（日）ま

で

※「予診票」を紛失された方は、母子健康手帳を持参

のうえ健康増進課で再交付を受けてください。

費　用／無料

※期間を過ぎると公費では接種ができなくなります

献血のお知らせ




