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■申込資格／市内に居住または通勤している方
■申込方法／次のいずれかの方法でお申し込みください。
①往復はがきで
　右の例のように記入して郵送してください。
　（はがき１枚につき１人１講座）
②公民館窓口で（受付時間：午前９時～午後５時）
　各講座を開催する公民館に、申込者の宛名を記入し　
た郵便はがきを添えてお申し込みください。
③パソコン・スマートフォンから
　ＵＲＬ「http://www.city.tsuchiura.lg.jp/news.php?

code=3358」を入力し、電子申請でお申し込みくだ
さい。
④携帯電話（市モバイルサイト）から

右の二次元バーコードを読み取って、
電子申請でお申し込みください。

■申込締切／９月22日（日）（当日消印有
効）

■休館日／９月９日（月）、16日（月）、17日（火）
■受講者の決定／
　定員を超えたときは抽選となります。結果は、はがき
またはメールでお知らせします。
　なお、10月４日(金)までに届かないときは、各公民館
へお問い合わせください。
※教材費は通知にしたがって納めてください。
※都合により、中止または日程などが変更になることが

ありますので、ご了承ください。
※詳しくは、各講座を開催する公民館へお問い合わせく

ださい。
◎個人情報は、講座運営の目的以外には使用しません。
◎メールの受信制限をしている場合には、「city.tsuchiura.

lg.jp」からのメールを受信できるよう設定する必要が
あります。

公民館講座受講者募集公民館講座受講者募集秋の
～高めよう 教養・体力！～
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講　座　名 講　　　師 日　程 曜　日 定　員 持　ち　物内　　　容 時　間 教材費

楽しい和菓子づくり
田中　誠（田中清月堂） 10/16、30

11/6、20
12/4

水 20人 エプロン、三角巾、
持ち帰り用容器、
ふきん

いつの時代にも愛され、親しまれてきた和菓子。
あなたも美味しい和菓子を作ってみませんか。

10:00～12:00 2000円

やさしい水中運動で
健康増進※

鈴木昭博（水泳教師） 10/23、30
11/6、13、20、27
12/4、11

水 20人
水着、水泳帽、
ゴーグル、タオル泳ぐのはちょっと…と思っている方も大丈夫！健康

増進に効果のある水中運動をはじめてみませんか？
11:45～13:00 3500円

江戸しぐさに学ぶ
茨城しぐさ運動

池田　馨（NPO法人ひと・まちねっとわーく理事）
11/7、14、21

木 20人
筆記用具相手を思いやり、助け合う江戸の精神を学びな

がら、自分たちの生活を見直してみませんか？
10:00～11:30 無料

アートを楽しもう！
大久保シェリル（アートセラピーハース講師）

10/25
11/1、15、22、29

金 20人
手拭き用タオルパステル、水彩、アートティッシュなどを使い、自

分らしい自由なイメージでアートを楽しみましょう！
10:00～11:30 500円

トラベル英会話入門
服部　洋 10/18

11/1、15、29
12/6

金 20人
筆記用具、英和辞典海外の旅行の準備にぜひ。あなたもガイドな

しで海外旅行ができます。
13:30～15:00 無料

リラックスヨガ
岡野芳子 10/19、26

11/2、30  12/14、21
1/11、25

土 20人 動きやすい服装、ヨガ
マットかバスタオル、
飲み物、フェイスタオル

初心者OK！呼吸法とポーズで、心と身体を調
和させ、バランスを整えていきましょう。

10:00～11:30 無料

オーストラリア・
プリザーブドフラワー

篠原美代子（PoKo認定講師）
12/14、21

土 20人
花切りばさみ、
持ち帰り用袋お花の自然な香りとヒーリングメッセージを

楽しみながら、制作していきます。
13:30～15:30 4000円

※　霞ヶ浦スイミングクラブ（真鍋新町）で、現地集合・解散

講　座　名 講　　　師 日　程 曜　日 定　員 持　ち　物内　　　容 時　間 教材費

書　　道
柴田春香（書遊会・龍雅会・龍賓師範） 11/12

12/3、17
1/7、21

火 20人 大筆、小筆、文鎮、
硯、下敷、半紙、
墨液

毛筆で文字を書くことを通して、趣味・教養
の幅を広げましょう！

10:00～12:00 500円

楽
らくらく

々クッキング
石澤宏依（クッキングスクールネモト土浦校主任講師）10/23

11/27
12/25

水 20人 筆記用具、三角巾、
エプロン、マスク、
タオル、ふきん

初心者でも簡単に手作りで迎える記念日。クリスマス、
おせち料理などを楽に！気軽に！楽しく！作りましょう。

18:30～20:30 4000円

ムービングストレッチ
鈴木良昭（コンディショニングトレーナー） 10/31

11/7、14、28
12/5、12

木 25人 ストレッチできる
服装、タオル、
飲料水

動きながら行う新しいストレッチ法です。体力向上、
病気にかかりにくい身体づくりを目指しましょう。

19:00～20:30 100円

古典芸能に親しむ！
（文楽編）

国立劇場文楽鑑賞教室担当者
12/13

金 25人
筆記用具国立劇場にて、文楽（人形浄瑠璃）を鑑賞しま

す。公民館からバスで移動。
7:50～16:00 5000円

（昼食代含）

山ガール
～入門編～

加藤　明（Huckle Berry代表）
11/8、17

金・日 35人 ①筆記用具
②山歩きのできる服装、
　弁当、飲み物、雨具

①山歩きの基礎知識。特に疲れない歩き方の基本など。
②横根山（高萩市）の山登り～実践編～　※男性大歓迎

①19:00～21:00
② 7:00～17:00 1500円

はじめて楽しむ
バードカービング

井上正浩（日本バードカービング協力員） 10/26
11/9、30
12/14　1/11、25

土 20人 作業しやすい服装、
切り出しナイフ、鉛筆、
定規、コンパス

木片をナイフで削り彩色する野鳥の彫刻。初め
ての方の入門講座で“シジュウカラ”を作ります。

13:30～15:30 3000円

〒300-0044　大手町13番９号　☎821-0104

〒300-0026　木田余1675番地　☎824-3588
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〒300-0843　中村南四丁目８番14号　☎843-1233

講　座　名 講　　　師 日　程 曜　日 定　員 持　ち　物内　　　容 時　間 教材費

常陸国風土記を読む
臼井松雄 10/29

11/5、12、19
12/10、17

火 25人
筆記用具1300年前に編集された「常陸国風土記」を通して当時の茨

城県の人々の暮らしや自然環境をひもといてみましょう。 10:00～12:00 無料

ボクササイズで
脂肪燃焼！

鴻田　弘（ビート）
10/29
11/5、12、19、26

火 25人 動きやすい服装、
マットかバスタオル、
運動靴、飲み物

パンチやキックを取り入れて筋肉を鍛え脂肪を燃焼しやす
い体作りを目指しましょう。自分磨きをしてみませんか？ 19:00～20:30 1100円

暮らしに備える
～相続税・贈与税と

成年後見制度～

土浦税務署職員、市地域包括支援センター
11/6、20

水 30人
筆記用具1 回目は相続税と贈与税について、2 回目は成

年後見制度についてわかりやすく説明します。 10:00～12:00 無料

水中運動で
体力アップ！※

坪井徳子
10/23、30
11/6、20、27

水 各8人
水着、水泳帽、
タオル、飲み物水中で音楽に合わせて全身運動を行います。関節へ

の負担が少なく、多くのエネルギーが消費できます。
①11:00～11:30
②11:45～12:15 500円

初めてのパネルシアター
市立図書館職員 10/24、31

11/7、21、28
12/12

木 20人
はさみ、パレット、
筆洗い、筆ふき作品の製作から実演までを行います。子どもたちへ

物語を伝えましょう。最終回は保育所での発表会。 10:00～12:00 無料

アンデスの葦笛
「ケーナ」

渡辺大輔（ケーナ奏者） 10/24、31
11/7、21、28
12/5、12、19

木 20人 筆記用具、持ってい
る方はケーナ（教材
費が安くなります）

アンデスの伝統音楽となじみある日本の名曲を
演奏し、ケーナの魅力をみんなで楽しみましょう。 19:00～20:30 6500円

点心でティータイム
瀬尾範子（料理研究家）

11/2、9
12/7、21

土 20人 エプロン、三角巾、
ふきん２枚、筆記
用具

点心の作り方を覚え、お家でお友達と楽しく
ティータイムしませんか？ 9:30～13:00 3600円

針葉樹で作る
クリスマス飾り

小松崎美逕（フラワーデザイナー）
11/30

土 20人 作業できる服装、花ばさ
み、グル－ガン・グル－
スティック（持っている方）

カナダ産のモミの木・針葉樹の実を使用して
作る本格的なドア飾りを作りましょう。 10:30～12:30 2500円

※　①・②どちらか選択。会場はふれあいセンター「ながみね」で、別途施設使用料が必要です。

〒300-0814　国分町11番５号　☎824-9330

講　座　名 講　　　師 日　程 曜　日 定　員 持　ち　物内　　　容 時　間 教材費

基礎から学ぶ水彩画
山形雅史（造形作家） 10/22、29

11/12、19、26
12/3、17

火 15人 水彩絵具、筆、筆洗器、
F６号サイズのスケッ
チブック、筆記用具

水彩絵具の基本的な扱い方・色彩を学び、デッ
サンの基礎から静物画まで描いていきます。 13:00～15:00 1000円

パーソナルカラー
おしゃれ塾

宮田直美（パーソナルカラーアナリスト） 10/29
11/12、26
12/10

火 10人
筆記用具、はさみ、
スティックのりあなたをいちばん輝かせてくれるのはどんな色？４

シーズンの中から、似合う色をみつけて、魅力アップ！ 13:00～15:00 1500円

初めてのタブレット
ドコモショップ土浦店

11/6
水 20人

筆記用具今注目のタブレットって、なに？どんなこと
に使えるの？触ってみて体験してみませんか。 13:00～14:30 無料

おきなわ料理教室
松田　清（ワークヒル土浦職員）

11/14、21、28
12/5

木 16人 エプロン、三角巾、
筆記用具、空のペッ
トボトル（500ml）

沖縄出身の料理人が、簡単おきなわ料理を伝授します。
めんそーれキヨシとうちなー料理（沖縄料理）に挑戦！ 10:00～13:00 3000円

楽々快唱
ボイストレーニング

堀部一寿（声楽家） 11/7、21
12/5、19
1/16、30

木 30人
筆記用具、飲料水、
タオル腹式呼吸など発声の基礎を学びながら、歌がうまくなっ

たらいいですよね？楽しく歌って心も声も健康に！ 14:00～16:00 無料

青竹体操＆ストレッチ
坂下恵美（ビート専任インストラクター） 10/18、25

11/15、29
12/6、13、20

金 25人 青竹、バスタオル、
室内履き、水、
汗拭きタオル

リズムに合わせて運動、青竹を使い足裏を刺激。
最後にストレッチでゆっくり体をほぐします。 14:00～15:30 無料

キッズのための
防災講座※１

～自分の身は自分で守る～

防災科学技術研究所職員、消防署職員
①11/9、②11/16
③11/17、④11/23

土・日 20人
教材費納入時に連絡① Drナダレンジャーの自然災害科学実験、②応急手

当体験、③本所防災館見学、④サバイバルメシ炊き 下記参照※２ 500円

留学生から見た日本
ウズベキスタン、韓国、フランス、イラン、カナダ、トルコ

11/10、17、24
日 20人

筆記用具６ヶ国の留学生から見た日本文化と母国文化
の相違。日本文化の再発見！ 10:00～12:00 無料

※１　小学生対象　　※２　①・②…9:00～11:00、③…10:00～17:00（弁当持参）、④…9:00～12:00
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〒300-0025　手野町3252番地　☎828-1008

講　座　名
講　　　師

日　程
曜　日 定　員

持　ち　物
内　　　容 時　間 教材費

とびだす絵
シャドーボックス

青木美加（全日本総合手工芸会講師）
11/13、20、27
12/4、11、18

水 10人 筆記用具、定規、はさみ、
先曲ピンセット、ペンシル
型カッター、カッターマット

４枚の同じ絵からパーツを切り抜き表情をつ
け、シリコンで高さを出し立体的にします。

10:00～12:00 3000円

変体仮名を学ぶ
～西行一如の道～

宮本千代子（生涯学習インストラクター）
2/6、13、20、27
3/6、13、20

木 30人

筆記用具ひらがなの字体のうち、江戸時代以前の書物・手
紙などに用いられてきた変体仮名。この歴史的書
体を学び、「西行物語」を原文で読んでみましょう。

10:00～12:00 500円

面打ち入門

若林　衛（日本若桐能面研究会師範） 11/30
12/7、21、28
1/11、18、25 2/1

土 15人
作業しやすい服装、
筆記用具神楽面を彫って基礎を学び、知的趣味を楽し

みましょう。
9:00～12:00 2000円

巨樹巨木の
木魂を聴く

大内　董（土浦植物友の会）

12/7

土 40人 動きやすい服装、
筆記用具、タオル、
飲み物

今回は、日立市、常陸太田市を５㎞程歩きます。
御岩神社の三本杉、猿喰のケヤキ、鏡徳寺のイ
チョウ、若宮八幡のケヤキ。

8:30～17:00 500円

古道を歩く
常陸古道（東海道）

市観光ボランティアガイド協会会員
12/8、15
1/12、19

日 30人 動きやすい服装、
筆記用具、タオル、
飲み物

昔、都から国府まで幾多の街道が整備されまし
た。今回、古道を歩くシリーズ集大成として、
東海道を土浦から石岡まで歩きます。

8:30～13:00 500円

〒300-0836　烏山二丁目2346番地１　☎842-3585

講　座　名
講　　　師

日　程
曜　日 定　員

持　ち　物
内　　　容 時　間 教材費

スロートレーニング
～楽々できて

効果バッチリ～

根本吉美（スポーツアカデミーインストラクター） 11/12、26
12/10
1/14、28

火 20人 運動のできる服装、飲み物、
筆記用具、タオル、ヨガマッ
トか大きめのバスタオル

ゆっくりとした動作で筋肉を持続的に緊張させ、筋
力アップや脂肪燃焼を促進させる効果があります。

13:00～14:00 無料

知的好奇心を満たす
大人の社会科見学

航空自衛隊百里基地、カゴメ茨城工場　ほか
11/20

水 30人
筆記用具普段は見ることの出来ない基地や工場内部を

見学して、知識を深めましょう。
8:30～17:00 ※１

1500円

たのしい水墨画
本堂　清（元全国水墨画協会理事） 10/30

11/13、27
12/11、25

水 15人
書道用具、中筆、
小皿、筆洗水墨画は墨の濃淡から始まる美しい絵画です。

基礎から学べるので初めての方でも大丈夫です。
13:30～15:00 1000円

季節の
ガーデニング講座※２

湯原英之（坂田園芸）
11/7、21
12/5

木 20人 汚れてもいい服装、
筆記用具、園芸用手袋、
シャベル、剪定バサミ

季節のお花の寄せ植えづくりをとおして、ガーデニ
ングの基礎を学びます。土づくりから日常の管理まで。

13:30～15:30 6000円

野菜ソムリエによる
秋冬クッキング講座

田野島万由子（野菜ソムリエ） ①12/5
②12/19　
　1/9、23※３

木 20人 筆記用具、エプロン、
三角巾、マスク、
ふきん、手拭き

野菜ソムリエの指導のもと秋冬の野菜・果物を
美味しくヘルシーに簡単料理で楽しみましょう。

①10:00～12:00
②9:30～12:30 3000円

初心者ランニング講座※４
塩谷二郎（市陸上競技協会理事）

11/2、16、30
12/14

土 15人 運動のできる服装、
運動靴（下履き）、帽子、
飲み物、タオル

基礎や練習方法を学んでランニングを楽しみ
ましょう。大人対象の講座です。

13:30～15:30 800円
（保険代）

絶　品！
小町味噌と豆腐づくり※５

手作り食品研究会 ①1/24～26
②1/25～27

（どちらか選択）

連続講座 各15人 筆記用具、エプロン、三
角巾、マスク、ふきん、
調理用長靴、味噌樽15ℓ

地元の材料を使用した本格的な味噌と豆腐を
作ります。味噌は約10㎏持ち帰り。

下記参照※６ 4400円

※１　昼食代・保険代込　　※２会場は坂田園芸で、現地集合・解散　　※３　①…講話、②…調理実習　　
※４　水郷体育館入口集合・解散　　※５　会場は農産物加工処理センター（永井本郷）で、現地集合・解散　　
※６　１日目…9:30～12:30、２日目…9:30～11:30、３日目…10:00～12:30
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上大津公民館

六中地区公民館
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〒300-0061　並木五丁目4824番地１　☎832-1667

講　座　名
講　　　師

日　程
曜　日 定　員

持　ち　物
内　　　容 時　間 教材費

油絵講座
（絵画入門）

庄司　勲（日展会友） 10/31
11/7、14、21
12/5

木 15人
筆記用具、
画材セットデッサンから水彩、油絵など初めての方でもわかりやすく指

導します。ものを観て描く楽しさをご一緒に味わいましょう。
9:00～12:00 無料

おうちカフェ
～幸せを食卓に～

早川大助（ミルリトンシェフ）
①11/14
②1/9

木 20人
筆記用具、三角巾、
ふきん、エプロン①クリスマスメニュー※１

②バレンタインメニュー※２ 18:30～21:00 3000円

ウクレレを弾いて
フラソングを歌おう！

黒沼孝治（つくばハワイアン協会代表）
11/8、15、22
12/6、13、20

金 20人
筆記用具、
ウクレレ※初めての方でも数回のレッスンでウクレレが弾けるように

なります。癒しの音楽ハワイアンの世界を楽しみましょう。
10:30～12:00 1000円

秋のつくば道を歩こう
（北条～筑波山神社）

つくば観光ガイド
11/9

土 30人 歩きやすい服装、
筆記用具、飲み物、
昼食（神社周辺で各自）

日本の道百選「つくば道」は、往時の参詣道として今も
残る古道です。麓から神社まで３時間ほど歩きます。

8:30～15:00 300円

親子で作る
飾り巻きずし教室

関　恵美（飾り巻きずしインストラクター）
2/8

土 12組
筆記用具、
エプロンお雛様、桃の花のかわいい巻きずしを、親子

で工作感覚で楽しく完成させましょう。
10:00～12:00 1800円

/組

初めてのフラメンコ
恩田房子（日本フラメンコ協会正会員）

11/2、9、16
12/14、21

土 20人
動きやすい服装、
上靴、飲み物スペインの踊り「フラメンコ」を踊ってみませんか？リズムに

合わせて楽しくステップ。心も体もリフレッシュしましょう。
18:30～20:00 無料

※１　ふわふわシフォンケーキとクリスマスディナープレート　　※２　高級チョコレートを使ったガトーショコラとバレンタインプレート
※３　ウクレレの購入を希望される方は入門者セットをご案内します。

〒300-4115　藤沢990番地　☎862-2673

講　座　名
講　　　師

日　程
曜　日 定　員

持　ち　物
内　　　容 時　間 教材費

茶　　道
三ツ井宗泉（表千家教授） 11/12　12/10

1/21　2/18
3/11

火 20人
扇子（８寸）、懐紙、
ふくさ、靴下（白）筑波山塊の山並みを借景に新公民館の和室で、

日本の伝統文化である茶道を学んでみましょう。
10:00～12:00 2000円

やさしい植物画
三浦ひろ子 11/13、27

12/11、25
1/8、22

水 20人
パレット、水入れ、
鉛筆、消しゴム植物の自然美をありのままに描いてみましょう。デッ

サンから彩色まで、どなたでも描けるようになります。
13:30～15:30 ※１

5000円

先人の心を読む
古文の細道

（万葉集・平家物語）

宮本千代子（生涯学習インストラクター） 10/31
11/7、14、21、28
12/5、19※２

木 30人
筆記用具万葉集（名歌の旅）、平家物語（宇治川の先陣争

い）を学び、先人の心に触れましょう。
10:00～12:00 500円

新治地区の
歴史や民俗

博物館学芸員 11/15
12/13
1/17

金 30人
筆記用具新治地区は古代の遺跡や民俗資料伝統など多くの文化財を

育んだ地域です。新治地区の歴史や民俗を学んでみましょう。
10:00～11:30 100円

和洋中の
おもてなし料理

石塚ナツ子
①12/7　2/1
②1/11

土 24人
筆記用具、三角巾、
エプロン、ふきん和洋中のおもてなし料理を１回ずつ学びます。

これであなたもおもてなし上手。
①10:00～13:00
② 9:30～12:30 3000円

椿の魅力と育て方
～挿し木・盆栽作り～

茨城つばきの会
①1/12　2/9
②3/23※３

日 30人
筆記用具、
昼食（②のみ）侘助や江戸椿など歴史と魅力および育て方、

盆栽づくりを指導。椿苗進呈。
①10:00～12:00
② 8:30～17:00 1500円

野草・薬草に親しむ
低山ハイク

栗原　孝（薬剤師・自然観察指導員） ①11/10
②11/24
③12/8

日 25人 山歩き服・靴、昼食、
筆記用具、飲み物、
タオル、

小町の館周辺、御前山をハイキングしながら、
自然観察を行います。

下記参照※４ 400円

※１　絵具、筆、画用紙代　　※２　最終日は移動教室　　※３　移動学習（神代植物公園椿園と椿展をバス見学）　
※４　①…公民館（13:00～16:00）、②…小町の館（8:30～11:30）、③…御前山（8:30～16:30）
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都和公民館

新治地区公民館
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　　　 公共下水道

（市で設置・管理する部分）

つなぐ前 つないだ後

 下水道が整備されたら早期の接続を
　台所やお風呂、洗濯などの雑排水を道路の側溝や水
路などに流している家庭は、できるだけ早く下水道に
直接流す排水設備を設置しなければなりません。【下
水道法第10条】

◎浄化槽も改造工事を
　浄化槽を使用している家庭でも浄化槽を廃止して、
下水道に直接流してください。

◎くみ取り式トイレは３年以内に水洗トイレに
　くみ取り式トイレをご使用のご家庭は、３年以内に
下水道へ直接流す水洗トイレに改造しなければなりま
せん。【下水道法第11条の３】

 工事費の一部を補助します
　下水道が整備され、利用が可能と
なった日から３年以内に下記の工事を
する方に、工事費の一部を補助します。
補助の対象となる工事／
　◉くみ取り便所から水洗便所に改造し、下水道に接

　続する工事
　◉浄化槽を廃止し、下水道に接続する工事
対象者／下水道事業受益者負担金、市税の滞納のない

方
補助金額／接続工事費の２分の１。ただし、限度額は

４万円（千円未満は切捨て）
※詳しくは、お問い合わせください。

９月10日は「下水道の日」

下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！下水道へつなごう！

下水道につながないと
悪臭や霞ヶ浦の水質汚
濁の原因となります。

側溝

排水設備

（個人で設置・管理する部分）

汚水管
汚水
ます

汚水
ます

汚水
ます

公共
汚水ます

 排水設備（水洗化）工事は指定工事店で
　宅内の排水設備工事は、一定の技術基準に沿って正
しく行われないと詰りの原因となったり、適切な事務
手続きを行わないと使用料などのトラブルが生じたり
します。必ず市に登録された「指定工事店」へお申し込
みください。

 下水道に接続すると…
★雑排水も流せるようになり、霞ヶ浦を汚しません。
★蚊やハエの発生を防ぎ、伝染病を予防します。
★嫌な臭いやくみ取りの手間がなくなります。
★浄化槽維持管理の手間や費用が不要になり、敷地　
　を広く利用できます。

 下水道に流してはいけないもの
◉ティッシュペーパー、衛生用品など
◉天ぷら油、ラードなどの油類
◉高濃度の薬品類
◉ガソリン、灯油、シンナーなどの可燃物など
　これらは、下水道管の詰りや損傷の原因となったり、
下水道処理場での汚水処理に大きな負担となります。

　快適で豊かな生活環境を作り出し、私たちの大切な霞ヶ浦の自然を取りもどすため
に、下水道を整備しています。下水道が整備された地域では、台所やお風呂、トイレな
どの排水を下水道に直接流せるように排水設備を設置し、下水道へつないでください。

下水道課（☎826-1111　内線2386）問

　農業集落排水事業区域の皆さんも早期の接続を
お願いします。詳しくは、お問い合わせください。

農村整備課（☎826-1111　内線7614）

農業集落排水事業

問

下水道マスコットキャラクター
「スイスイ」
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ペットはあなたの家族です

問われる飼い主の責任
◉捨て犬や捨て猫、虐待など、ペッ
　トを不幸にするような扱いは絶
　対にやめましょう。
◉飼い主のいない動物に安易にエ
　サをあげるのはやめましょう。
◉繁殖を希望しないときは、飼い
　犬や飼い猫に避妊・去勢手術を
　受けさせましょう。
◉飼い犬を散歩または屋外で運動
　させるときは、必ずリード（犬
　の引き綱）などでつないで、い

　つでも犬を制止できる人が同行
　しましょう。
◉鳴き声などで近隣に迷惑をかけ
　ないようにしましょう。散歩す
　るときは、必ずふんを処理する
　用具を持ち歩いてください。
◉道路や他人の敷地などに常習的
　にふんを放置している場合は、
　法律で罰せられることもありま
　す。

登録と狂犬病予防注射を！
生後91日以上の犬は、飼い主

問

の責任で生涯に一度の登録と、
年１回の狂犬病予防注射を受け
ることが法律で義務付けられて
いますので、必ず手続きをして
ください。そのときに渡される
犬の鑑札・注射済票は、必ず首
輪につけてください。迷子になっ
たときに、記載された番号で飼
い主を特定することができます。
　もし迷子になったら、県動物
指導センターと市環境衛生課へ
ご連絡ください。

環境衛生課（☎826-1111　内線2407）
県動物指導センター（☎0296-72-1200）

◉動物愛護週間
　９月20日から26日は動物愛護

週間です
◉飼い主マナー向上推進月間
　10月１日（火）～31日（木）
　あなたの街を犬

のふんゼロ・放
し飼いゼロにし
よう

動物愛護管理法が一部改正されました
　平成25年９月より一部改正された動物愛護および管理に関する
法律が施行されます。今回の改正で、飼い主の責務などに終生飼養、
繁殖制限などが追加され、また愛護動物の虐待・遺棄に対する罰
則が強化されました。

犬猫の避妊去勢手術助成事業（茨城県獣医師会）
助成頭数：先着1000頭（1 人当たりの助成頭数制限なし）
助成対象：県内に在住する犬・猫の飼い主（助成対象動物は平成 
　　　　　25年９月１日以降に県内の動物病院で避妊・去勢手術
　　　　　を受けた犬猫）
助成金額：１頭につき一律2000円

人権と平和のつどい
と　き／９月28日（土）
　　　　午後１時15分から（開場は午後０時45分）
ところ／市民会館小ホール
定　員／340人（先着順）
※一時保育、手話通訳をご希望の方は、事前にご
　　連絡ください。

総務課（☎826-1111　内線2330）

第２部 講演会　江戸家猫八さん

問

第１部 広島平和記念式典参加者の体験発表

『芸の心　人の心』

講師　プロフィール
　1949年東京生まれ。父・猫八
に付いて修行し、2009年に四代
目江戸家猫八を襲名。テレビ出演
のほか、環境保全活動にも積極的
に取り組み、生物多様性の普及啓
発にも携わっている。

演　題／

平成31年開催第74回国民体育大会

愛称・スローガン募集 !!
募集作品／
　①「愛称」茨城国体を親しみを込めて呼ぶ名前
　※「茨城○○国体」、「○○いばらき国体」のよう
　に「茨城（いばらき・イバラキ・IBARAKI も可）」
　と「国体」の文字を入れる。
　②「スローガン」茨城国体の趣旨や目的を印象付
　ける言葉
募集期間／10月31日（木）（当日消印有効）
応募方法／郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、
　職業（学校名、学年）を記入し、郵送、ファクス
　またはホームページで
　　国民体育大会茨城県準備委員会事務局　　　  
　 （〒310-8555　水戸市笠原町978番 6　☎029- 
      301-5394　　029-301-5399　　http://www.
　　 pref.ibaraki.jp/bugai/kokutai）

申問

H PFAX

入場
無料
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元気市土浦まちなか第20弾

※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。

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／９月30日（月）
※11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。

吉田美
み は や

颯ちゃん
（中）

１歳おめでとう
笑顔が似合う明るく
優しい子になぁれ♡

倉田修
しゅうご

吾ちゃん
（永国）

１歳おめでとう!
元気にたくましく

育ってね!

市村遥
は る き

輝ちゃん
（真鍋一丁目）

１歳おめでとう☆
明るく元気に

育ってね!

池辺埜
の の

乃ちゃん
（中村西根）

★１歳おめでとう★
元気で♪優しい♪
女の子になあれ♡

原品　絢
あや

ちゃん
（中神立町）

☆１歳おめでとう☆
明るく元気な子に
なりますように

熊谷柚
ゆ ず き

希ちゃん
（東都和）

１歳おめでとう
生まれてきてくれて

ありがとう♡

篠田幹
か ん た

太ちゃん
（板谷四丁目）

笑顔いっぱい
夢いっぱい素敵な毎日に

なりますように♡

堀内未
み く

来ちゃん
（港町三丁目）

♪１歳おめでとう♪
生まれてきてくれて

ありがとう☆

渡辺龍
りゅうが

冴ちゃん
（中村南五丁目）

毎日×２龍ぽんの
笑顔でみんな

頑張ってます★

大武來
ら い き

輝ちゃん
（神立中央五丁目）

誕生日おめでとう★
來の笑顔がみんな
大好き　パパママ

Happy Birthday!!!!
沢山の幸せを
ありがとう♡

金子龍
りゅうま

真ちゃん
（荒川沖東二丁目）

お誕生日おめでとう☆
みんな龍真が
大好きだよ！

小山　蓮
れん

ちゃん
（下高津二丁目）

☆１歳おめでと☆
れんたんの笑顔が

大好きだよ

小松﨑　蒼
あおい

ちゃん
（真鍋三丁目）

１歳おめでとう♡
蒼、大好き♡スクスク

大きくなーれ♪

９月生まれ

小倉莉
り あ

愛ちゃん
（中高津二丁目）

　今回の元気市では、地元産の新鮮野菜など旬の食材がいっぱい!!
また、「つちうらカリー物語」の認定店のカレーも出店します。その
ほか、ダンスなどのステージイベントも盛りだくさんの内容で皆さ
んをお待ちしています。

Moonligh
concert

と　き／９月15日（日）
　　　　午後５時～８時30分
ところ／うらら広場
出演者／スタンダード工房、

萩谷清＋１、
サウンドガゼット、
T-Princess

※入場無料

問土浦商工会議所（☎822-0391）、商工観光課（☎826-1111　内線7602）

◉焼き秋刀魚　無料配布
　先着100名（一家族２尾まで）
　※10時から整理券を配布
◉「七輪」貸し出します
　軽トラ市やウララマルシェ
　で購入した食材をその場で
　焼いてお召し上がりになれ
　ます。（限定５セット）

Sound KURA Tsuchiura2013

今回の
元気市

に

軽トラ
市が

やって
くる!!

午前10時～午後 1時30分
会場：うらら広場

９／１５（日）

11月で１歳になる
赤ちゃんを募集 !!

と　き／９月15日（日）
　　　　午後３時～４時30分
ところ／ウララマルシェ

小室みつ子＆TU4
ジョイントコンサート
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祭祭
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梅后流江戸芸
かっぽれ連

特別賞

桜ケ丘ハッピー連

特別賞

さわやか土浦連

特別賞

かっぱ鳴子連

特別賞

烏山第二団地連

特別賞

JA土浦女性部連

特別賞

霞ケ岡町
ニュースター連

特別賞

　「土浦キララまつり2013」が８月３日と４日の２日間にわたって開催されました。
　初日は、市内小学校や自主防犯組織による安心・安全まちづくりパレードや七夕おど
りなどが行われました。２日目は、アイドルサマーフェスタや土浦新郷土民謡踊り、つ
ちまるソングの発表などが行われました。まつりのフィナーレを飾る競演では、激しい
獅子舞や太鼓の音色に会場は熱気に包まれ、熱い夜をさらに盛り上げました。
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復興へ がんばっぺ！土浦
復興へ がんばっぺ！土浦

土浦キララ
 まつり 2013
土浦キララ土浦キララ土浦キララ土浦キララ土浦キララ土浦キララ土浦キララ土浦キララ土浦キララ土浦キララ
 まつり 2013 まつり 2013
土浦キララ
 まつり 2013

七夕おどりコンテスト結果発表
☆優勝☆ ☆準優勝☆ ☆三位☆

ジュニア賞

Spark the ☆ Dancers Kuga 連

TIU ☆ TRAINER連
星のフラメンコ連

土小たまき連
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Information土浦市公式ツイッター　http://twitter.com/#!/tsuchiura_city
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情報ひろば
暑い日が続いています。屋内でも熱中症になる危険性がありますの
で、こまめに水分をとるなど、熱中症予防に心掛けてください。

　日本少年野球連盟・茨城県支部所属の土浦霞ヶ浦
ボーイズが、８月２日から５日に大阪市で開催された
「第44回日本少年野球選手権大会」で準優勝を、また、
８月９日から14日まで開催された「第７回全日本中学
野球選手権大会ジャイアンッカップ」でも第３位とい
うすばらしい成績を収めました。おめでとうございま
す。これからも、さらなる活躍を期待しています。

全国大会準優勝
　おめでとう！
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Information
毎週火・木曜日　18：00から「いばキラＴＶ」で
土浦の情報を配信中！　http://ibakira.tv/

　

講　座　名 対　　象 曜日 時　間 日　程 回数 定　員 受講料※１

おやこヨガ※２ 生後５か月～３歳児と保護者 月
10:30～11:30（Ａ）

10/７～12/９ ８ 各25組（50人） 6000円
13:30～14:30（Ｂ）

ナチュラルボディメイクヨガ 一般男女 月 19:30～20:30 10/７～12/９ ８ 30人 4000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 10:30～12:00 10/８～12/３ ８ 15組（30人） 7500円
　爽快！リフレッシュエアロ 一般男女 火 19:30～20:30 10/８～12/３ ８ 30人 4000円
デジタル一眼レフカメラ撮影術講座 一般男女 火 19:30～21:30 10/15～１/28 ８ 25人 6000円
うさぎ先生の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 10/10～12/12 10 25組（50人） 5000円
らくらく骨盤体操 一般男女 木 11:10～12:10 10/10～12/５ ８ 30人 4000円
　うさぎ先生のチビっこ体操教室【平日クラス】 ４～６歳児 木 16:30～17:15 10/10～12/12 10 18人 10000円
　アンチエイジング★ストレッチ 一般男女 金 ９:30～10:30 10/４～12/６ ８ 30人 4000円
　美ボディ♥エクササイズ 一般男女 金 14：00～15：00 10/11～12/13 ８ 30人 4000円
男性のためのボディエクササイズ～男塾～ 18～50歳男性 金 19：30～20：30 10/11～12/13 10 25人 7500円

うさぎ先生のチビっこ体操教室※3 ４～６歳児　
土

14:00～14:45（Ａ）10/12～12/21
10 各18人 10000円15:00～15:45（Ｂ）10/12～12/21

小学 1～３年生 16:00～16:45 10/12～12/21
ワンコイン＆短期レッスン（下記の講座は電話申込可）
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 ９/17 １ 20組（40人）   500円
　Happyマタニティスクール 安定期～臨月の方 火 13:15～14:30 ９/17、24、10/１ ３ 20人 3000円
おやこヨガ 生後５か月～３歳児と保護者 木 10:30～11:30 ９/12 １ 30組（60人）   500円
　美ボディ♥エクササイズ 一般男女 金 14:00～15:00 ９/ ６、20 １ 30人   500円
　骨盤スリムピラティス 一般男女 金 13:30～15:00 10/１、11/5、12/３ １ 30人   500円

申込方法／往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号、希望講座を記入して郵送、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／ ）着必（）土（日12月９

※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。

亀城プラザ文化講座・教室受講生募集

亀城プラザ
（〒300-0043　中央二丁目16‐４　☎824-3121）

申問

New!!

New!!

New!!
New!!

※１受講料は保険料を含む（デジタル一眼レフカメラ撮影術講座を除く）　※２、３（A）、（B) いずれかを選択

New!!

New!!

New!!
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情報ひろば

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 10/８～12/10 ８ 40人 4800円
ピラティス 一般男女 火 ９:45～10:45 10/８～12/10 ８ 36人 4000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 10/22～12/17 ８ 13組（26人） 6000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 10/22～12/17 ８ 13組（26人） 6000円
エアロビクス【午前】 一般男女 火 11:00～12:00 10/８～12/10 ８ 36人 4000円
バランスボール＆ストレッチ※２ 一般男女 火 13:30～14:30 10/８～12/10 ８ 25人 4000円
ジュニア体操 年長～小学３年生 火 17:00～18:00 10/８～12/10 ８ 20人 4800円
エアロビクス【夜間】 一般男女 火 19:00～20:00 10/８～12/10 ８ 36人 4000円
ルーシーダットン（タイ古式ヨガ） 一般男女 火 20:10～21:00 10/８～12/10 ８ 36人 4000円
親子リトミック体操Ａ １歳半～４歳児親子 水 ９:45～10:45 10/９～12/11 10 25組（50人） 5000円
親子リトミック体操Ｂ １歳半～４歳児親子 水 11:00～12:00 10/９～12/11 10 25組（50人） 5000円
ソフトヨガ 一般男女 水 14:00～15:00 10/９～12/11 10 35人 5000円
パワーヨガ【水曜夜間・初級】 一般男女 水 18:45～19:45 10/９～12/11 10 45人 5000円
パワーヨガ【水曜夜間・中級】 一般男女 水 20:00～21:00 10/９～12/11 10 45人 5000円
ペルビック・ストレッチ（骨盤矯正） 一般男女 木 ９:50～10:50 10/10～12/19 10 20人 7000円
ストレッチ＆ヨガ 一般男女 木 11:00～12:00 10/10～12/19 10 45人 5000円
アンチエイジングヨガ 一般男女 木 13:30～14:30 10/10～12/19 10 36人 5000円
ハワイアン・フラ【夜間】 一般女子（16歳以上） 木 19:30～20:30 10/10～12/12 10 30人 5000円
うしろ姿美人（姿勢矯正） 一般男女 金 ９:30～10:30 10/11～12/13 10 30人 5000円
パワーヨガ【金曜午前・初級】 一般男女 金 10:35～11:35 10/11～12/13 10 45人 5000円
美脚ピラティス 一般女子 金 14:30～15:30 10/11～12/13 10 36人 5000円
リラックスヨガ（初心者） 一般男女 金 18:45～19:30 10/11～12/13 10 36人 5000円
パワーヨガ【金曜夜間・初級】 一般男女 金 19:40～20:40 10/11～12/13 10 45人 5000円
ハワイアン・フラ【午前】 一般女子（16歳以上） 土 10:30～11:30 10/19～12/14 ８ 30人 4000円
キッズＨＩＰＨＯＰ（Ａ） ４歳～６歳（小学生未満） 土 13:00～14:00 10/19～12/14 ８ 10人 4800円
キッズＨＩＰＨＯＰ（Ｂ） 小学１～４年生 土 14:00～15:00 10/19～12/14 ８ 20人 4800円
ベリーダンス 一般女子 日 11:00～12:00 10/20～12/22 10 20人 8000円

申込方法／往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号、希望教室（曜日・時間）を記入し、郵送ま
たは郵便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／ ）着必（）金（日02月９
◎定員を超えたときは抽選。また、申込人数が少数の
ときは、中止となることがあります。
申問 水郷体育館（〒300-0835　大岩田1051 　☎823-4811）

※１ 受講料は保険料を含む　※２ 55㎝のバランスボールが必要

水郷体育館 スポーツプログラム受講生募集
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申込方法／往復はがきに、希望講座名、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、性別、電話番号を記入して郵送、ま
たは、郵便はがきを窓口へ持参

※月曜休館。はがき１枚につき１教室

申込締切／９月20日（金）（必着）
※定員を超えたときは抽選。また、申込者

が少ない場合は、中止となることがあり
ます。

ワークヒル土浦講座受講生募集

申問 ワークヒル土浦（〒300-0027　木田余東台４丁目１-１　☎826-2622）

開館15周年記念 ワークヒルまつり

オオクワガタが５名様に

当たる抽選会もあるよ♪

　10：30　受付開始

　14：00　抽選開始

講　座　名 講　師 曜日 時　間 期　間 回数 定員 受講料

かんたんエアロ＆ストレッチ 関　 由 里 火 10：00～11：00 10/ 1 ～12/17 10 35人 5000円

体幹・フィットⅠ～メリハリのある身体に！～ 稲毛田　剛 火 11：15～12：00 10/ 1 ～12/17 10 30人 5000円

簡単ボクササイズ＆骨盤矯正ストレッチ 加 藤 良 子 火 13：30～14：30 10/ 1 ～12/17 10 35人 5000円

コンシャスヨーガ 風 間 陽 子 火 15：45～17：00 10/22～12/17 ８ 30人 4000円

ベーシックエアロ火曜 所　あけみ 火 19：00～20：00 10/ 1 ～12/17 10 35人 5000円

体幹・フィットⅡ～メリハリのある身体に！～ 稲毛田　剛 火 20：10～20：55 10/ 1 ～12/17 10 30人 5000円

ベーシックエアロ水曜 坂 下 恵 美 水 10：00～11：00 10/ 2 ～12/ 4 10 35人 5000円

ボクササイズ（ボクシング＋エクササイズ） 加 藤 良 子 水 18：50～19：50 10/ 2 ～12/ 4 10 40人 5000円

ＺＵＭＢＡ（ラテン音楽＋ダンスエクササイズ） 大 塚　 潤 水 20：00～21：00 10/ 2 ～12/ 4 10 40人 5000円

ボディコアダイエット 鈴 木 康 修 木 19：00～19：50 10/ 3 ～12/12 ８ 15人 5000円

骨盤シェイプストレッチ 鈴 木 康 修 木 20：00～20：50 10/ 3 ～12/12 ８ 15人 5000円

ボディメイクヨガ～アロマプラス～ 水野谷　香 金 13：30～14：30 10/18～12/20 ８ 35人 4000円

チビッ子体操（４～７歳児） 戸井田昌教 金 16：30～17：30 10/ 4 ～12/13 10 15人 10000円

すっきり爽快エアロ 鎌田裕美子 金 19：00～20：00 10/ 4 ～12/13 10 35人 5000円

ジャズ・フィット（ジャズダンス＋フィットネス） 多 tsu 也 日 18：00～18：50 10/20～12/15 ６ 30人 3000円

デトックスヨガ　老廃物スッキリ！溜めない体に！ 永 沼　 彩 日 19：00～19：50 10/20～12/15 ６ 35人 3000円

と　き／９月29日（日）午前10時から
対象者／中学生以上
参加料／1000円（ダンスタイムは参加無料）
持ち物／運動ができる服装、室内用シューズ

様々なレッスンを短時間で楽しめるのはこの日だけ！
フィットネスラリー !
ワークヒルで活躍する７人のインストラクターによる

時　間 レッスン 講　師
10：00～10：50 ソフトエアロ 鈴 木 康 修
11：00～11：50 ボディメイクヨガ 水野谷　香
12：00～12：50 体幹・フィット 稲毛田　剛
12：50～13：30 ダンスタイム 多 t s u 也
13：30～14：20 エンジョイエアロ 関　 由 里
14：30～15：20 ボクササイズ 加 藤 良 子
15：30～16：20 ＺＵＭＢＡ（ズンバ） 大 塚　 潤
16：30～17：20 骨盤シェイプストレッチ 鈴 木 康 修
17：30～18：20 ジャズ・フィット 多 t s u 也
18：30～19：20 デトックスヨガ 水野谷　香
※　小学生の方も参加できます

※
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水郷オリジナル豚角煮カレー  300円
手打ち！常陸秋そば　 　200円
ワカサギの唐揚げ　 　150円
鶏の唐揚げ水郷風　　 100円
サーターアンダーギー　 　 100円
かき氷　　　　　   　 100円
ポップコーン 　　   　100円

Ｆｏｏｄ　Ｍｅｎｕ

トレーニング室無料開放（中学生以上）
体力測定・骨盤チェック
卓球無料開放
カラオケ無料開放
陶芸作品展示

Ｆｒｅｅ　Ｓｐａｃｅ

ワークヒル土浦
（〒300-0027　木田余東台４丁目１-１　☎826-2622）

問

ポップコーン＆

ドリンク付き前売券

窓口にて販売中！
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と　き／午後７時から９時まで
開催地区 日　時 会　場

一 中 地 区 ９月19日（木）一中地区公民館
三 中 地 区 ９月25日（水）三中地区公民館
二 中 地 区 10月 １ 日（火）二中地区公民館
四 中 地 区 10月 ３ 日（木）四中地区公民館
五 中 地 区 10月 ８ 日（火）神立地区コミュニティセンター
都和中地区 10月10日（木）都和公民館
新治中地区 10月16日（水）新治地区公民館
六 中 地 区 10月22日（火）六中地区公民館
対象者／該当中学校地区に居住または通勤・通学す

る方
※事前申し込み不要。

　常時または一定の期間継続して屋外で公衆に
表示される看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、
広告板などです。

屋外広告物とは
　屋外広告物の設置場所や大きさなどは、
「まちの良好な景観の形成」と「公衆に対する
危害の防止」のため規制されています。

都市計画課（☎826-1111　内線2361）

屋外広告物は許可が必要です
　まちの良好な景観を創り出すため、屋外
広告物の設置には、原則として許可を受け
る必要があります。ただし、自家広告物（店
名、営業の内容などを自分の住所や営業所
などに表示する広告物）は、表示面積により
許可がいらない場合があります。
※許可手続きや許可基準など、詳しくはお

問い合わせください。

違反広告物に対する措置、罰則
　許可が必要にもかかわらず、無許可のま
ま表示したときは、違反広告物として除却
命令の対象になるほか、最高で100万円の
罰金が科されます。また、
有効期間（最長３年）が切
れた屋外広告物も、違反
広告物として除却命令の
対象になりますので、ご
注意ください。

９月は屋外広告物美化強調月間です９月は屋外広告物美化強調月間です

問

保守点検
　浄化槽内の機器などの点検調査を行います。
回　数／10人槽以下の家庭用浄化槽は年３～４回
申込先／県に登録している保守点検業者

清　掃
　浄化槽内に溜まった汚泥の抜き取りを行います。
回　数／年１回（全ばっ気方式は６ヶ月に１回）以上
申込先／市町村の許可を受けた清掃業者

法定検査
　保守点検、清掃が行われ、きれいな水が放流され
　ているかを検査します。
回　数／使い始めて３～８ヶ月以内、その後は年１回
申込先／茨城県水質保全協会（☎029-291-4004）
※詳しくは、お問い合わせください。

浄化槽をお使いの皆さまへ

問 都市計画課（☎826-1111　内線2266）

　土浦市都市計画マスタープランの策定（見直し）
に伴い、市民の皆様に広く都市計画マスタープラ
ンを知って頂き、その上で策定案に対するご意見
を伺うため、各中学校区毎の８地区において地区
別懇談会を開催します。

　身近な水環境の保全のため、単独処理浄化槽は、
合併処理浄化槽への転換をお願いします。浄化槽の
適正な維持管理に努めましょう。

問 県生活環境部環境対策課（☎029-301-2966）
環境衛生課（☎826-1111　内線2407）

都市計画マスタープラン策定
（見直し）に伴う地区別懇談会の開催
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にんじんゼリー＆かぼちゃのホイップ
No.100

食生活改善推進員の

健 康 料 理

　土浦市食生活改善推進員連絡協議会は設立30周年
を迎えました。記念すべき100回目にご紹介させてい
ただくのは、野菜を使ったデザート「にんじんゼリー
とかぼちゃのホイップ」です。野菜の苦手なお子様に
もおすすめの一品です。にんじんとオレンジジュース
で、彩り鮮やかなゼリーに仕上がります。ホイップク
リームにもかぼちゃを使用し、かわいくゼリーにトッ
ピングしましょう。にんじんとカボチャに共通して含
まれているカロテンには、抗酸化作用があり、細胞を
傷つけたり、体に悪い影響をもたらす活性酸素から
守ってくれます。また脂溶性であるため油とともに摂
取すると吸収が高まります。今回は生クリームを使用
しているので、効率よくカロテンを吸収できます。か
わいいお野菜スイーツを是非お試しください。

作り方

食生活改善推進員
エネルギー   102kcal
たんぱく質　　 1.0g
脂　質　 　      4.5g
カルシウム     23mg
食物繊維          1.5g
塩分　　　　　　 0g

１人分の栄養素

清水裕美さん

材料・分量（10人分）

髙橋街子さん

にんじん   　　　　 300g
100％オレンジジュース  500cc
砂糖　　　　 　  　 50g
粉寒天　                  4g
オレンジキュラソー　 少々

かぼちゃ（皮をむいて）  100g
生クリーム　　　  100g
グラニュー糖　　　　 5g

【にんじんゼリー】 【かぼちゃのホイップ】

①にんじんは皮をむき、薄切りにしてゆでる。
②ミキサーにオレンジジュース300ccとにんじんを
加え、ペーストを作る。
③鍋に残りのオレンジジュース200ccと、粉寒天、②、
砂糖を入れ、火にかけ寒天、砂糖が溶けたら火を止
める。
④オレンジキュラソーを加え、流し缶に入れて固める。

【にんじんゼリー】

①かぼちゃを電子レンジで加熱し、ペースト状につぶ
す。
②生クリームにグラニュー糖を加えて泡立てる。
③②に①を加え混ぜ合わせる。

【かぼちゃのホイップ】
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問
　　　

）左（」定兼原藤守泉和「）銘表差（
為月四閏辰戊年四應慶「）銘裏差（
）右（」之造邑寺音観越北於君宮松

（土浦市立博物館所蔵）
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時空超える、夢物語
オペラ「小町百年の恋」

　大畑にある鷲神社で「からかさ万灯」
が開催されました。
　からかさ万灯は、五穀豊穣・家内安
全などを祈願する伝統的な仕掛け花火
で、国選択・県指定無形民俗文化財に
なっています。直径５ｍ、高さ６ｍの
大傘の仕掛け花火から、滝のように流
れる神秘的で美しい光が、訪れた人々
を魅了しました。

（８月15日）

からかさ万灯

江戸時代から続く伝統の花火

　小町の館リニューアルオープン、常陸国風土記編纂
1300年を記念し、オペラ「小町百年の恋～筑波山愛も
のがたり～」が市民会館で上演されました。原作は土
浦市在住の佐賀純一さんの「筑波山愛ものがたり」。公
募で選ばれた市内の児童、学生からなる小町百年の恋
記念合唱団が結成され、歌声を披露しました。

（８月10日）

26

さの秀郷まつりに行ってきたよ！
　８月10日に栃木県佐野市で開かれた、さ
の秀郷まつりにお呼ばれしちゃいました！
佐野市のキャラクター「さのまる」くんをは
じめ、たくさんのキャラクターたちと一緒
にお祭りを盛り上げてきたよ♪
　会場でもたくさんのお友だちにかわい
がってもらえてとっても楽しかったよ～。
　今度は土浦市のイベントにキャラクター
のみんなをご招待したいな☆


