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　２ …　応援します！あなたの子育て

  ６ …　介護保険の今と大切な介護予防

　８ …　平成25年度土浦市の予算
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★マタニティ教室
　妊娠中の過ごし方などが学べます。電話予約が必

要で、テキスト代がかかります。

ところ／土浦市保健センター

健康増進課（☎826-3471）

★予防接種事業
　出生届時に「予防接種手帳」を交付します。乳幼児

期に受ける予防接種の予診票が綴ってありますの

で、大切に保管してください。

健康増進課（☎826-3471）

★赤ちゃんおめでとう訪問事業
　お祝いの気持ちを込め、赤ちゃん

が誕生したご家庭へ民生委員・児童

委員などが訪問し、乳幼児健康診査

や子育て支援施設の案内などの情報

をお伝えします。

健康増進課（☎826-3471）

★ブックスタート事業
　「絵本を通して赤ちゃんと保護者が楽しい時間を

分かち合うこと」を応援する事業です。10か月児育

児相談のときに絵本の読み聞かせをした後、ブック

スタートパックを配布します。

市立図書館（☎822-3389）

赤ちゃんが生まれたら…

★妊娠届出
窓　口／土浦市保健センター、市民課、

各支所・出張所

健康増進課（☎826-3471）

★医療福祉制度（マル福）「妊産婦」の申請
窓　口／国保年金課、各支所・出張所

国保年金課（☎826-1111　内線2316）

★出生届
窓　口／市民課、各支所・出張所

市民課（☎内線2287）

★児童手当の申請
窓　口／こども福祉課、市民課、各支所・出張所

こども福祉課（☎内線2475）

★出産育児一時金の申請
窓　口／国保年金課、各支所・出張所

　　　　勤務先（社会保険加入者）

国保年金課（☎内線2246）

★医療福祉制度（マル福）「小児」の申請
窓　口／国保年金課、各支所・出張所

国保年金課（☎内線2316）

妊娠が分かったら…

応援します！あなたの子育て
～子育て支援事業をご利用ください～

問

問

問

問

問

応援します！あなたの子育て

～子育て支援事業をご利用ください～
特集

妊娠・出産時に行う申請 子育て支援事業

問

問

問

問

問
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２人目は5000円加算。３人目以降は3000円ずつ加算

※所得額により基本支給額から減額となります。

※10月に支給額が改定される予定です。

こども福祉課（内線2475）

★児童手当
　中学校修了（15歳になった後の最初の３月31日）前のお

子さんを養育している方に支給します。（所得制限あり）

こども福祉課（内線2475）

★遺児手当
　父母またはその一方が死亡したとき、義務教育修了

前の児童を養育している方に毎年９月と３月に支給し

ます。

こども福祉課（内線2475）

★幼稚園就園奨励費補助制度
　市内に居住し、幼稚園に幼児を通園させている保護

者に、所得割課税額に応じて補助金を交付しています。

（公立幼稚園は保育料減免）

私立幼稚園…教育総務課（内線5104)

公立幼稚園…学務課（内線5110）

★私立幼稚園保護者助成制度
　市内に居住し、私立幼稚園に幼児を通園させている

保護者に助成しています。

教育総務課（内線5104）

★早期療育相談
　ことばの遅れなど、発達や行動面で気になることがあ

りましたら、専門の相談員が個別に相談をお受けします。

療育支援センター（☎822-3411）

★医療福祉制度
　健康保険証を使って病院などで治療を受けたり薬を

もらうときに、その一部を助成する制度です。各種保

険に加入している方が対象です。

妊産婦…妊娠届出月の初日から出産月の翌月の末日

まで

小児…中学校３年生の年度末までのお子さん

母子家庭・父子家庭…18歳（障害児および高校在学

者を持つ方は20歳まで）になった日から最初の３月

31日までのお子さんとその母および父、配偶者が重

度心身障害者マル福を受給している方とその児童

重度心身障害者…身体障害者手帳１級、２級および

３級（内部障害者）、療育手帳 Ａ・Ａの交付を受け

た方、障害年金１級受給者、身体障害者手帳３級と

療育手帳Ｂの両方の交付を受けた方、特別児童扶養

手当１級の支給対象の児童

国保年金課（内線2316）

★心身障害者(児)福祉手当
　心身に障害のある在宅のお子さんで、障害基礎年金

などを受給していない方に支給します。（申請が必要）

支給額／

20歳未満で身体障害者手帳１～４級、療育手帳Ａ・

Ａ ･Ｂ、特別児童扶養手当対象児童…月額5000円

20歳未満で身体障害者手帳５・６級、療育手帳Ｃ…

月額4500円

障害福祉課（内線2343）

★特別児童扶養手当
　心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育して

いる方に支給します。（所得制限あり。申請が必要）

支給額／

身体障害者手帳の判定が、おおむね１･ ２級(内部

的疾患を含む )、療育手帳の判定が Ａ ･ Ａ、または

同程度の精神障害がある方…月額５万400円（１級）

身体障害者手帳の判定が、おおむね３級(内部的疾

患を含む )、療育手帳の判定がＢ、または同程度の

精神障害がある方…月額３万3570円（２級）

障害福祉課（内線2343）

★児童扶養手当（母子・父子手当）
　離婚などで、父子家庭や母子家庭になった父または

母や、父母に代わって児童を養育している方に支給し

ます。（所得制限あり。申請が必要）

基本支給額(月額)／

児童１人…４万1430円

さまざまな
子育て支援制度

応援します！あなたの子育て

～子育て支援事業をご利用ください～
特集

　子育て支援ガイド

ブックには、「見たい、

知りたい、聞きたい」

という子育てに関する

さまざまな情報を幅広

く掲載しています。

　母子手帳交付時もし

くは出生届出時にお渡ししていますので、ご活用

ください。

こども福祉課（内線2418）

子育て支援ガイドブックを

上手に利用しよう

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問
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保育所（園）の園庭開放・交流保育 幼稚園で一緒に遊ぼう !

児　童　館

乳幼児家庭教育学級 チャレンジクラブ

地域子育て支援センター

子育て交流サロン

　保育所（園）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、各保

育所（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）

　東崎保育所（821-2807）　神立保育所（831-8464）

　荒川沖保育所（841-0037）　竹ノ入保育所（842-6253）

　都和保育所（822-8053）　高岡保育園（862-4666）

　霞ケ岡保育所（821-1890）　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、子どもたちに健全な遊びを提供し、

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

休館日／日曜日、祝日、年末年始

　都和児童館（832-3112）

　ポプラ児童館（841-3212）

　新治児童館（862-4403）

　幼稚園の教室や園庭で楽しく遊びましょう。また、

子育ての相談もお受けしています。実施については、

各幼稚園にお問い合わせください。

　土浦幼稚園（821-0796）

　土浦第二幼稚園（821-1310）

　都和幼稚園（831-3735）

　大岩田幼稚園（824-3430）

　新治幼稚園（862-3507）

　小学４年生から中学生を対象に、地区コミュニ

ティーセンターを拠点として、地域の自然や人材など

を活用しながら、さまざまな体験活動を実施していま

す。

こども福祉課（内線2304)

　６か月から４歳までの未就園児とその母親が、子ど

もを互いに保育しながら講座を受講し、交流します。

二中・四中地区公民館で講座などを開催します。

こども福祉課（内線2304）

　親子で遊び方の指導や、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育ちを支えると

ともに、子育て講演会などの情報提供や子育てについ

ての悩み相談を受けています。お気軽にお越しくださ

い。

　さくらんぼ（桜川保育所内　823-1288）

　ありんこくらぶ（土浦愛隣会保育所内　841-0463）

　白鳥保育園（831-2590）

　ひまわり（めぐみ保育園内　841-2838）

　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。

　子育て交流サロン「わらべ」（825-1030）

　子育て交流サロン「のぞみ」（824-8620）

問

問

はじめてのパパ・ママパスポート

　はじめてのお父さん・お母さんを対象に、保育所の

生活を見学し、子どもの成長について知る機会を設け

ています。

　育児不安の解消や仲間づくり、育児相談の場として

ご活用ください。

新川保育所（822-8896）問

　子どもが自由に遊べて、保護者同士が子育ての不安や悩みを語り合える、子育て支

援の場所をご存知ですか？市では、みなさんがゆとりを持って楽しく子育てができる

よう全力でサポートします！

子 育 て 支 援 施 設

特集
応援します！あなたの子育て

～子育て支援事業をご利用ください～
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　仕事の都合や家族の急病などで

お子さんの面倒をみられないとき、

お子さんをお預かりします。

対象者／満１歳から就学前の児童

 （土浦愛隣会保育所、めぐみ保育園、白鳥保育園、

　愛
かな

保育園、童話館保育園は、産休明けから）　　

保育料／

公立…４時間未満800円、４時間以上1600円

私立…各保育所（園）にお問い合わせください。

実施保育所／

公立…荒川沖保育所、東崎保育所（本園・駅前分

園）、桜川保育所、神立保育所

私立…土浦愛隣会保育所（841-0463）、めぐみ保育

園（841-2838）、白鳥保育園(831-2590)、つくば国際

保育園（823-7404）、高岡保育園（862-4666)、藤沢

保育園（862-2600)、あおぞら保育園（869-7490）、

愛保育園（843-6877）、童話館保育園（824-1323）

　公立…こども福祉課（内線2418）、私立…各保育所（園）

一時預かり事業

問

　入園・入学、進級・進学など、新しい生活が始ま

りました。しかし、新しい環境になじめなかったり、

人とのかかわりの中で悩んだりすることなどがあり

ます。

　こうした子どもに関するさまざまな相談に応じ、子

育てサポートをしているのが「家庭児童相談室」です。

　相談員が電話や、来室による相談をはじめ、事情

によっては家庭への訪問も行っています。

　子育てでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

相談日／月～金曜日（祝日、年末年始は除く）

　午前８時30分～午後５時15分

※午後２時以降は、家庭訪問などで留守にするこ

ともありますので、ご確認ください。

　　　　家庭児童相談室

（こども福祉課内　826-1111　内線2393） 

子育てに悩んだら …

家庭児童相談室に

　ご相談ください

問

特集
応援します！あなたの子育て

～子育て支援事業をご利用ください～

こどもランド
　乳幼児や小学生の子育てを支援するための施

設で、さまざまな遊具や学習コーナー、授乳室

などを設けています。また、指導員によるリズ

ムあそび、工作などの講座も行っています。

先生方もみんな優しく、子どもから「また行きたい！」

と言ってきます。

広くて、子どもが体を動かすのにちょうど良いです。

天気に関係なく利用でき、助かっています。

お弁当を持ちこめるので、ピクニック感覚で来て楽し

んでいます。

利用者の声

ウララ２

銀行
銀行 郵便局

至神立

至荒川沖

こどもランド
利用時間／午前９時～午後５時

ところ／ウララ２　８階

休館日／月曜日、祝日、年末年始

　（月曜日が祝日のときは、その翌日

　も休館となります。）

生涯学習課（☎826-3455）問
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介護保険の実施状況

　介護保険制度は、介護が必要な人とその家族

を社会全体で支えるための社会保険制度です。

　この制度は平成12年からはじまり、今年で13

年目を迎えました。これまでの主な実施状況を

お知らせします。

介護保険事業費の推移

特集 介護保険の今と
大切な介護予防

介護保険の今と
大切な介護予防

要支援・要介護者認定者数

平成12年度末

1855人

平成23年度末

4675人
約2.5倍

平成12年度末

8.48％

平成23年度末

13.68％
+5.2
ポイント

認定率

第１号被保険者（65歳以上）数と

要介護（要支援）認定者数の推移

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

(人） (％）

15.0

12.0

9.0

6.0

33,084
30,597

27,198

22,509
20,958

1,855 2,266
3,505 4,149 4,675

8.48

9.61

12.31

13.01
13.68

23年度末20年度末17年度末14年度末12年度末

第１号被保険者数

要介護認定者数

認定率

80

70

60

50

40

30

20

10

0

23億
2033万

（億円）

23年度20年度17年度14年度12年度 費用負担
割合

31億
7841万

46億
6455万

60億
1933万

74億
5378万 公　費

50％

第２号
被保険者
29％

第１号
被保険者
21％

要介護度別認定者数

介護保険事業費

平成12年度

23億2033万円

平成23年度

74億5378万円
約3.2倍

　費用負担の割合は、国・県・市（公費負担分）

が50％を負担し、40～64歳までの方（第２号被

保険者）の保険料負担が29％、65歳以上の方（第

１号被保険者）の負担が21％となっています。

　高齢化の進展などで要支援・要介護認定を受

ける方が増えており、今後も要支援・要介護認

定者の増加にともなう介護保険事業費の増大が

予想されます。

要介護度別認定者の推移

※平成18年度から「要支援」は「要支援１」に、「要介護１」は

「要支援２」と「要介護１」に分かれました。

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
23年度末20年度末17年度末14年度末12年度末

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３要介護３

要介護４

要介護５

516

384
285
294

670

446

332
309

394

1125

642

558

426

360

176

511

630

881

810

596

421

300

455

1018

943

703

614

571

371

200

266

243

(人）
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平成12年度末

要介護１…516人

要介護４…294人

平成23年度末

要介護１…1018人

要介護４…614人
約２倍

要介護３…285人

要介護２…943人

要介護３…703人
約2.5倍

要介護５…200人 約３倍 要介護５…571人

要介護２…384人

問 高齢福祉課（☎826-1111 内線2462）



　介護保険は、40歳以上のみなさんが納める保険料と国や自治

体の負担金を合わせた財源で運営しています。介護を必要とす

る「要介護状態」の方が増えると、みなさんの保険料の負担が重

くなります。

　そこで、「要介護状態」にならず、できるだけ自立して元気に

過ごしていただくために、市では「介護予防事業」に取り組んで

います。加齢にともない、筋肉が衰えたり骨がもろくなるなど

して、体の機能が低下してくることから、体を動かすことが重

要になってきます。積極的に「介護予防事業」を利用し、いつま

でも「笑って元気で仲間と過ごせる」ようにしていきましょう。

　介護予防事業に参加を希望する方は、地域包括支援センターにご相談ください。

事前に生活機能や健康状態を把握し、参加する事業の選定を行います。

◆認知症サポーター養成講習会

◆シニア健康づくり教室

土浦市の介護予防事業 問 地域包括支援センター（高齢福祉課内 ☎826-1111 内線2500）

◆はつらつ運動教室

◆お達者教室　　　

からだ（運動器）の元気の向上 認知症予防・支援

◆脳いきいき教室

介護が必要な状態になりそうな方を支援する教室

一人ひとりの負担軽減と
健康寿命を延ばすための介護予防

一人ひとりの負担軽減と
健康寿命を延ばすための介護予防

　高齢者クラブを対象に、生

活に必要な体力の測定と介護

予防の知識をお知らせしてい

ます。

◆元気アップ教室

　認知症について正しい知識

を持ち、認知症の方や家族を

支援するボランティア「認知症

サポーター」を養成します。

　市内10か所で実施。シルバー

リハビリ体操指導士や運動普

及推進員が介護予防のための

体操を指導します。

◆健康増進フォロー教室

　若返りをテーマに、町探検

ウォーキングや、素敵な笑顔

を目指すお口の健康など新し

い介護予防教室です。

　介護支援ボランティア活動

を行い、自身が社会活動を通

して介護予防を目指すよう支

援する講習会です。

◆介護支援ボランティア講習会

　筋力を鍛える体操や運動を

行います。

◆おいしいな教室

栄養改善、歯や口の元気の向上

　飲み込む力が衰えたり、栄

養のかたよりなど、お口の健

康と栄養改善をはかります。

　創作活動や手指の体操など、

脳と身体が若返るメニューで

予防します。

より元気な活動を

支援する教室

7　広報つちうら　2013.5.1
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平成25年度

土浦市の予算
　平成25年度は、景気の足踏み状態や地価の下落により、個人市民税や固定資産税などが伸びず、市税収入が前

年度と比べ１億1504万円、0.5%の減となりました。引き続き滞納一掃アクションプランの実施により更なる収納率

の向上を図ります。また、新庁舎整備事業や合併特例債を活用した事業など、本市の歴史に刻まれる大型事業を

推進するとともに、防災・減災対策の強化や医療・福祉の充実、人材育成など、将来を展望した「都市づくり・人

づくり」を推進していきます。

※予算書および予算の概要は市ホームページでもご覧になれます。

財政課（826-1111　内線2213）

一般会計…524億1000万円
（対前年度比　7.2％増）

　特別会計…365億6700万円
           （対前年度比　3.9％増）

　全会計の合計…889億7700万円 
         （対前年度比　5.8％増）

歳 出
（目的別）

①市　税
　220億9346万円

（45.2％）

②分担金・負担金
　6億6820万円（1.3％）

③使用料・手数料
　10億1006万円（1.9％）

⑨その他（繰入金など）
　24億2224万円（4.7％）

⑤地方交付税
　38億2100万円（7.3％）

⑥国庫支出金
　63億3121万円

（12.1％）

⑦県支出金
　26億8534万円

（5.1％）

⑧市　債
　84億6970万円

（16.2％）

歳 入

①総務費
　51億5184万円

（9.8％）

④商工費
　9億6203万円（1.8％）

⑤土木費
　98億7647万円

（18.9％）

⑥消防費
　21億121万円

（4.0％）

⑦教育費
　71億8317万円

（13.7％）

⑧公債費
　47億1900万円（9.0％）

②民生費
　157億5447万円

（30.1％）

⑨その他（議会費など）
　30億3395万円（5.8％）

⑨その他（地方譲与税など）
　23億2805万円（4.4％）

④諸収入
　26億9578万円（5.1％）

③衛生費
　36億2786万円（6.9％）

歳 出
（目的別）

①市　税
　219億7842万円

（41.9％）

歳 入

■歳入の種類

①市　税

市民税や固定資産税、
軽自動車税など市民
の皆さんからの税金

②分担金・負担金

特定の事業による
受益者からのお金
（保育料など）

③使用料・手数料

市の施設などの使
用料金や住民票な
どの手数料

④諸収入

延滞金など収入の

どの区分にも属さ

ないお金

⑤地方交付税

標準的な行政サービスが
受けられるように、国税の
一部から交付されるお金

⑥国庫支出金

特定の事業の経費
に充てるため、国が
市に交付するお金

⑦県支出金

特定の事業の経費
に充てるため、県が
市に交付するお金

⑨その他

基金からの繰入金や財産収
入、国税のうち一部が市に
譲与される地方譲与税など

自主財源と依存財源
市が自主的に収入できるお金を「自主財源」といい、この反

対を「依存財源」といいます。自主財源の割合が多いほど安

定した財政で、市の自由度が増すので、自主財源の確保が

重要な課題です。

⑧市　債

財源不足や多額の資金
を要するときに金融機
関などから借りるお金

■目的別歳出の種類

①総務費

全般的な管理事務
や徴税、選挙など

②民生費

高齢者・障害者の福
祉や子育て支援など

③衛生費

保健衛生やごみ処
理など

⑤土木費

道路・公園などの整

備や都市計画など

⑥消防費

消防団や消防施設
整備など

⑦教育費

学校教育や文化・
スポーツなど

④商工費

商工業の振興や観
光などの経費

⑧公債費

借入金の返済に要
する経費

⑨その他

議会費や災害復旧費、
農林水産業費など

歳　入

歳 出（目的別）

8 7５ 3 46
0
２

【依存財源】
　236億3530万円

（45.1％）

【自主財源】
　287億7470万円

（54.9％）

問
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歳 出（性質別）

歳 出
（性質別）

■性質別歳出の種類

①人件費

職員の給料や手当
など

②扶助費

児童や高齢者など
を援助する経費

③公債費

借入金の返済に要
する経費

④物件費

備品などの購入経費や

委託料、光熱水費など

⑤維持補修費

市の施設などの維
持管理費

⑥補助費等

公益的な事業などに対
しての補助金や負担金

⑦投資的経費

道路や施設の建設経
費や災害復旧費など

⑧繰出金

一般会計から特別会
計に支出するお金

⑨その他

貸付金や出資金など

　人件費、扶助費、公債費で全体の約半分を占めています。これ

らは義務的経費と呼ばれ、歳入の状況にかかわらず支出しな

ければならない経費で、この割合が小さいほど財政の弾力性

があるとされています。

①人件費
　98億3288万円

（18.8％）

④物件費
　72億4137万円

（13.8％）⑤維持補修費
　7億3683万円（1.4％）

⑥補助費等
　22億583万円

（4.2％）

⑦投資的経費
　98億9112万円

（18.9％）

③公債費
　47億1838万円（9.0％）

②扶助費
　94億9524万円

（18.1％）

⑧繰出金
　62億281万円

（11.8％）

⑨その他（貸付金など）
　20億8554万円（4.0％）

平成25年度一般会計

524億1000万円

１人あたり予算
36万6181円

※１年間の生活費を525万円、市の予算１億円＝約１万円に換算

※平成25年３月１日現在の人口14万3126人で算出

11万74円

福祉の充実
（民生費）

６万9005円

まちづくりの推進
（土木費）

５万188円

教育の充実
（教育費）

３万5995円

全般的な管理
（総務費）

３万2971円

市債の返済
（公債費）

２万5347円

保健の充実や
快適なくらしづくり

（衛生費）

１万4681円

消防活動費
（消防費）

２万7920円

その他商工業や
農業の振興など

（商工・農林水産費など）

※市の予算と家計

の単純比較は困

難ですので、あ

くまで目安とし

てください。

家計に例えると（前年度比）
給料、手当 282万円（▲１万円）
親からの仕送り 90万円　（４万円）
パート収入 17万円　（　　－）
ローンの借り入れ 85万円　（11万円）
貯金の取り崩し 23万円　（21万円）
その他 28万円　（　　－）

合　計 525万円　（35万円）

市民１人あたりに使われるお金

一般会計予算を家計に例えると…

生活保護費の増
加など

家計に例えると（前年度比）
食料費 98万円（▲１万円）
保健医療費 95万円　（４万円）
ローンの返済 47万円（▲３万円）

物件費 72億4137万円 被服費、光熱水費など 73万円　（２万円）
維持補修費 ７億3683万円 自宅や設備の修繕 ８万円　（１万円）
補助費等 22億 583万円 町内会費など 22万円　（　　－）
投資的経費 98億9112万円 自宅の増改築など 99万円　（29万円）
繰出金 62億 281万円 子どもへの仕送り 62万円　（３万円）
その他 20億8554万円 その他 21万円　（　　－）

合　計　 524億1000万円 合　計 525万円　（35万円）

土浦小学校改築
費の増加など

平成25年度市債残高見込

879億4997万円

 １人あたり市債
61万4493円

MEMO
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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）を記入し、

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／５月31日（金）

※７月上・中旬号に分けての掲載。応募写真は返却できませんので、ご了承ください。

疋田小
こ は る

遥ちゃん

（中村南一丁目）

☆１歳おめでとう☆

毎日たくさんの笑顔

ありがとう♥

宇内　纂
あつむ

ちゃん

（川口一丁目）

１歳おめでとう☆

いっぱい笑って

元気に育ってね　

田島陽
は る ま

真ちゃん

（東真鍋町）

１歳おめでとう☆

毎日ニコニコ元気に

大きくなろうね！

飯住めいちゃん

（都和一丁目）

おめでと☆トトロに

会ったら教えてネ!!

めい大好き♡　

吉田知
ともひろ

浩ちゃん

（小岩田東一丁目）

ニコニコ笑顔が最高～

素直にのびのび

元気一杯育ってね

湯浅瑛
えいしん

心ちゃん

（神立中央五丁目）

１歳おめでとう！

元気にたくましく

育ってネ

福永心
こ は る

春ちゃん

（並木一丁目）

１歳おめでとう

生まれてきてくれて

ありがとう大好き☆

小久保芽
め い

依ちゃん

（荒川沖東二丁目）

♡１歳おめでと♡
カワイイ笑顔が大好

きだょ♡

川瀨晴
は る き

己ちゃん

（永国）

生まれてきてくれて

ありがとう☆

大野翔
しょうま

真ちゃん

（永国東町）

お兄ちゃんが

大好きな翔ちゃん

１歳おめでとう☆

笑顔の似合う素敵な

女の子になってネ

両親・にぃにより

大橋依
い ず み

澄ちゃん

（木田余西台）

　happy birthday　

笑顔いっぱい

ありがとう

小松本恵
け い た

太ちゃん

（荒川沖）

お誕生日おめでとう

元気いっぱい

のびのびと育ってね！

岩瀬　樹
いつき

ちゃん

（本郷）

１歳おめでとう

いつまでも可愛い

笑顔みせてね！

５月生まれ

※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。

７月で１歳になる
赤ちゃんを募集 !!

茂木ひなたちゃん

（中）

教 室 名・内　容 日　程
曜日 時　間 定　員

持ち物
回数 場　所 受講料

鎌倉ウォーキング教室（コースをひとつ選んでください）

ウォーキングを楽しみながら、心身の健康を図ります。

Ａコース…鎌倉宮～杉本寺～浄妙寺～報国寺

Ｂコース…本覚寺～妙本寺～常栄寺～安養院

Ａ…６/12
Ｂ…６/19

水 ７：30～18：00 各30人 運動靴、動
きやすい服
装、飲みも
の、雨具１回

鎌倉市
（土浦駅西口集合）

Ａ…4,200円

Ｂ…3,800円
※１

はじめてのスクエアダンス教室
心地よいウエスタンのリズムに乗って、ウォーキングエ
クササイズをしましょう。転倒防止、脳トレ、ダイエッ

トの効果があります。

６/11、18、25
７/２、９、23

火 ８：30～17：00 30人
室内用運動
靴、動きや
すい服装

６回
県南生涯学習

センター
1,500円

アクティブシニア教室受講者募集

対象者／市内に居住しているおおむね50歳以上の方

申込方法／希望教室・コース名、住所、氏名（ふりがな）、

　年齢、性別、電話番号を記入し、往復はがきで

社会福祉協議会いきがい対策係（〒300-0036　大和町９-２　821-5995）申問

申込締切／５月24日（金）（必着）

※定員を超えたときは抽選。都合により中止または

日程などが変更になることがあります。

　仕事や趣味に意欲的で、チャレンジ精神旺盛なシニア世代の方を対象に「アクティブシニア教室」を開講します。

※１…交通費、昼食代、ガイド料、拝観料込
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講　　座　　名 講　師　名 曜日 時　間 定　員 回数 受 講 料 日　程

楽しい声学
～海・山・河・花の歌を集めて～

南　みつ子 火 10:00～12:00 50人 10 5,000円 ６/18～９/10

ステップアップ囲碁
～上手を口惜しがらせる打ち方～

宮本　猛 火 10:00～12:00 25人 10 5,000円 ６/18～９/３

総合病院土浦協同病院共催講座
～泌尿器科疾患について～

同病院名誉院長ほか 水 18:00～20:00 50人 ５ 2,500円 ６/19～７/17

初心者のためのインターネット※

～インターネットの基本を学びましょう～
松浦正夫 金 10:00～12:00 30人 ８

4,300円
（教材費含）

６/21～８/９

中級韓国語
～四季が見える韓国語～

李　貞植 土 10:00～12:00 30人 10 5,000円 ６/22～９/７

字手紙を楽しもう
～心をつなぐ紫芳の字手紙～

寺門芳雲 土 13:30～15:30 25人 ７ 3,500円 ７/６～10/19

つくば国際大学共催講座
～筋弛緩と瞑想法～

山田圭介 土 13:30～15:30 30人 ３ 1,500円 ６/29～７/13

健康・かんたん尺八
～一本棒尺八で健康増進～

須澤二郎 土 13:30～15:00 35人 ８
5,000円

（材料費含）
６/22～10/26

男の料理第４弾
～美味しくいただくヘルシー低カロリー定食～

小口敏和、長谷川　治 日 ９:30～13:00 20人 ３
3,000円

（材料費含）
６/16～７/14

土浦人のための英語Ⅱ
～子供時代に戻りましょう～

マイケル・カレン 日 10:00～12:00 30人 10 5,000円 ６/16～９/１

骨盤調整エクササイズ
～代謝アップで健康維持～

岡野芳子 日 10:00～11:15 25人 ８ 4,000円 ６/16～８/25

リラックスヨガ
～心も体もゆるめましょう～

春川倫美 日 13:00～14:15 25人 10 5,000円 ７/７～９/22

土浦市生涯学習館　前期講座受講生募集

※　ノートパソコンを持参　　　　

申問

申込方法／往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、年齢、

電話番号、希望講座、性別を記入して生涯学習館に郵送、

または郵便はがきを窓口に持参（月曜日、祝日は休館）

申込締切／５月31日（金）（当日消印有効）

※定員を超えたときは抽選。また、申込者が少数のとき
は中止になることがあります。なお、抽選の結果およ
び講座開講の有無については、はがきにてお知らせい
たします。

生涯学習館

（〒300-0045 文京町９－２ 822-3381）

春季美術展覧会

と　き／５月16日（木）～20日（月）

　　　　 午前９時～午後５時

※16日は午後１時から、20日は午後３時まで

ところ／亀城プラザ

参加団体／土浦美術協会、常陸彫友会、

　　　　　茨城獅子頭彫刻研究会土浦支部

　日本画、洋画、書をはじめ200点以上の美術作品

の展示を行います。

問 文化協会事務局（文化課内　862-1941）

緑のカーテンコンテストを開催します

環境保全課（826-1111　内線2327）問

緑のカーテンの苗（ｺﾞｰﾔ）を提供します
対象者／市内の自宅に緑のカーテンを設置しよう

としている方で、緑のカーテンコンテスト（家庭

部門）に応募可能な方　

定　員／200人

申込期限／５月31日（金）

※定員を超えたときは抽選。１世帯当たり１人ま

で。１人４つまで。申込方法など、詳しくはお

問い合わせください

土浦市文化協会主催

ＣＯ２削減・夏の節電対策として、緑のカーテン

コンテストを開催します。

対　象／家庭部門、事業所・公共施設部門

申込期間／８月１日（木）～

９月10日（火）

※申込方法など、詳しくは

お問い合わせください。
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ささみ　　　　　４本

ショウガ　　　　１片

酒　　　　　大さじ３

長ねぎ　　　　　10㎝

アスパラガス　　５本

トマト　　　　　１個

①アスパラガスは下２～３㎝を切り落とし、はかまを

取ってから４～５㎝の長さの斜め切りにして茹で

る。

②鍋に水とＡを入れ、煮立ったらささみを入れて２～

３分ゆで、火を止め、ふたをして７～８分置く。そ

のあと水気を切り、粗く手でさいて冷ましておく。

③トマトはくし型に切ってから斜め半分に切る。

④玉ねぎはみじん切りにして水にさらし、よく水気を

切っておく。

⑤Ｂを合わせソースを作っておく。

⑥①・②・③・⑤を混ぜ、器に盛る。

作り方

食生活改善推進員

エネルギー　178kcal

たんぱく質　　11.6g

脂　質　　 　 10.1g

カルシウム　   44mg

食物繊維　　　 1.8g

塩　分　　　　 0.4g

１人分の栄養素

ささみとアスパラの
サワークリーム添え

No.96

食生活改善推進員の

健 康 料 理

　今回はさわやかな初夏にぴったりなアスパラを使っ

たサラダをご紹介します。

 アスパラには、抗酸化作用をもつβ－カロテンや造

血作用をもつ葉酸が豊富に含まれています。アスパラ

の選び方のポイントは、切り口が乾燥していないもの、

そして、穂先が密に詰まり、ピンと張っているかを

チェックしましょう。ささみは、鶏肉の中でも特にた

んぱく質が豊富で、脂質の少ない部位です。調理時には、

２～３分ゆで、火を止めた後ふたをして７～８分置く

ことで、ふんわりと仕上がります。サワークリームは、

生クリームを乳酸菌で発酵させて作る脂肪分に富む乳

製品です。サワークリームがない場合でも、おいしく

いただけます。ぜひ、お試しください。

材料・分量（３人分）

東ヶ崎とみさん 今西泰子さん

Ｂ

マヨネーズ　　大さじ２

サワークリーム 大さじ２

ヨーグルト　　大さじ２

ケチャップ　　小さじ１

塩コショウ　　　　少々

玉ねぎ　　　　　　40ｇ

Ａ

観戦セット（2,000円）を販売しています《内容》大相撲幕の内弁当／お茶／オリジナル座布団／大相撲グッズ

チケット好評発売中チケット好評発売中

ところ／水郷体育館

入場券（１人の料金）／

たまり席…１万4,000円

マス席Ｓ…１万1,000円

※１マス単位（４人分４万4,000円）での販売

イス席Ｓ…1万円

イス席Ａ…8,000円

イス席Ｂ…6,000円

イス席Ｃ…4,000円

入場券販売／水郷体育館

　 大相撲土浦・牛久場所実行委員会

（水郷体育館内　823-4801、 823-4812

　http://t-sumo.com/jungyo/)

問

HP

大相撲土浦・牛久場所大相撲土浦 ・牛久場所
10月14日（月）
体育の日　午前８時～午後３時
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来場者の笑顔咲く♪
土浦桜まつり2013

　市内の幼稚園、小・中学校で入園・入学式が行われ

ました。新入生たちは、少し大きめの服に身を包み、

新しい生活への期待と希望に胸を膨らませていまし

た。宍塚小学校では、２人だけの入学式となりました

が、真新しいランドセルが贈られると、緊張気味の表

情を緩め、はにかんだ笑顔を見せていました。

（４月９日、10日、11日）

幼稚園入園式、小・中学校入学式

ピカピカの新一年生！

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　14万2809人　５万8155世帯

　　　　　　(平成25年４月１日現在 )

次回「広報つちうら」５月中旬号は、５月15日(水)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。

　３月23日から４月14日まで、土浦桜まつりが開

催され、７日にはさまざまなイベントが行われま

した。会場を訪れた人々は、次々と繰り広げられ

る演奏やパフォーマンスを楽しんでいました。ま

た、ご当地アイドルT-Princessの新メンバーが発

表され、歌と踊りが披露されると、観客席からは

大きな拍手が送られていました。

（４月７日）


