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種　目／
種 目 フルマラソン 10マイル ５キロ 車いす

スタート 午前10時 午前９時20分 午前10時30分 午前９時50分

参 加 料 5000円 4500円 3500円 5000円

定 員 18000人 5000人 2000人 15人

制限時間 ６時間 ２時間 40分 ２時間20分

※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・国際陸上競技連盟・国際パラリンピック委員会公認

平成26年４月20日（日）（雨天決行）
参加者募集！

受付開始／平成25年12月４日（水）午前10時から（先着順）

 

裏表紙にもかすみがうらマラソンの情報があります

同時開催かすみがうらウォーキング
と　き／平成26年４月20日（日）午前10時スタート
ところ／歩崎公園をスタート地点、川口運動公園

陸上競技場をゴール地点とする霞ヶ浦
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／前記の電話、インターネット、または直接
　　 かすみがうらマラソン大会事務局

（〒300-4192　土浦市藤沢975　☎862-1960）
申問

開催決定!!

申込方法／

ランテス インターネット
http://runnet.jp/

スポーツエントリー

インターネット
http://www.sportsentry.ne.jp

電話（土日祝日、年末年始を除く）
0570-550-846
平日　午前10時～午後５時30分
ファミリーマート（Famiポート）

「申込請求」→「スポーツエントリー」
※24時間受け付け

スポーツワン

インターネット
http://www.sportsone.jp/

電話（土日祝日、年末年始を除く）
0570-00-2101
平日　　午前10時～午後６時
土日祝　午前９時～午後５時

スポーツステーション

インターネット
https://jtbsports.jp/

電話（土日祝日、年末年始を除く）
0570-080-160
平日　午前９時30分～午後５時30分
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Information土浦市公式ツイッター　http://twitter.com/#!/tsuchiura_city土浦市公式ツイッター　http://twitter.com/#!/tsuchiura_city

訂　正：No.1110　13ページ「ボランティアセンターからのお知らせ」
問い合わせ先の社会福祉協議会の電話番号は821-5995の誤りでした。
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公式ホームページがスマートフォンでも使いやすくなりました公式ホームページがスマートフォンでも使いやすくなりました情報ひろば

問

市 税 滞 納 一 掃 宣 言
滞納一掃宣言から３年。徴収率に成果が表れています。

　11月の納税
税　目／国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者

医療保険料（５期）
納期限／12月２日（月）
　11月の休日納税・休日納税相談
と　き／ 11月24日（日）　午前９時～午後４時
※12月は29日を除く毎週日曜日　午前９時～午後４時
ところ／納税課（市役所本庁舎 1階）

納税課（☎内線2359、2233）

　平成22年10月４日の市税滞納一掃宣言から３年が
経過しました。市税滞納一掃アクションプランを基
に、さまざまな施策を実施し
た結果、24年度の市税徴収率
は87.3％となり、前年度より
1.6％増となりました。
　今後も、税負担の公平性を確
保するため引き続き収納対策の
強化に取り組んでいきます。 84
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4広報つちうら　お知らせ版　No.1111訂　正 」果結会大会大技競火花国全浦土回28第「 紙表裏　0111.oN：
のスターマインの部優勝業者は、野村花火工業㈱の誤りでした。

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/
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情報ひろば
　　　つちまるfacebookはじめました

https://www.facebook.com/tsuchimaru.official

　土浦地区セーフティ・マイタウン・チームは、青
色防犯回転灯を装着した車両で登下校時や夜間の青
色防犯パトロールを実施しており、「青の騎士団」と
呼ばれています。小・中学校での防犯教室による防
犯意識の醸成に努め、「茨城県まちの違反広告物追
放推進制度」認定団体として屋外広告物撤去を行う
など、幅広い活動を通して安心で安全なまちづくり
に大きく貢献しています。
　これらの活動の功績が認められ、内閣総理大臣賞
を受賞しました。

問

地域の安心・安全を守る
「青の騎士団」

内閣総理大臣賞受賞
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◉霞ヶ浦帆引き船（１／40）模型工作教室
と　き／午前９時～正午
定　員／18人（先着順）
参加費／2500円（材料費）
対象者／小学校５年生以上
申込方法／住所、氏名、年齢、電話番号を電話また

はファクスで（※小学生は保護者同伴）
◉スーパーボールすくい
と　き／午前10時～午後２時
参加費／50円

土浦市観光協会（☎824-2810、ＦＡＸ824-2819）申問

蔵
ま
つ
り

十
二
月
十
五
日（
日
）

　
午
前
九
時
か
ら

　
ま
ち
か
ど
蔵

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!!

発売日／12月１日（日）から
有効期間／12月１日（日）～３月31日（月）
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、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（日）
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(火)以降に土浦商
工会議所ホームページでご確認ください。

　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。1000円の商品券４枚は、大
型店でも使用できます。

問 土浦商工会議所（☎822-0391）

ウィンターフェスティバル

見本

見本

～つなげよう☆希望の光～
 第21回土浦ウィンターフェスティバル

21th Tsuchiura Winter Festival

180cm×180cmとなるイルミネーション20数作品
をモール505遊歩道に展示します。
参加団体／土浦第二高等学校、土浦第三高等学校、土

浦工業高等学校、霞ヶ浦高等学校 A・B、筑波研究
学園専門学校、土浦第一中学校 A・B、土浦第二中
学校、土浦第四中学校

と　き／12月７日～21日の毎週土曜日
ところ／川口ショッピング

モール505　Ａ棟１階
出演者／土浦第二高等学校

合唱部、emie

イルミネーションコンテスト 音楽イベント

問 モール505事務局（☎824-2420）

トゥインクルナイト2013 11/22（Fri）≫1/19（Sun）
期間中毎日午後６時に１分間モール505全館電気を消灯し、イルミネーションを引き立てます。

点灯式
と　き／11月22日（金）　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
ライトアップ
と　き／11月22日（金）～１月19日（日）　午後

５時～11時
ところ／土浦駅東・西口広場、各商店会

問 土浦市観光協会（☎824-2810）
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国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入の方へ

平成25年度の日帰り人間ドックの健診費用を助成します

対象者／次の条件をすべて満たす国民健康保険、後
期高齢者医療制度に加入の方

①平成26年３月31日現在40歳以上になる方
②保険税（料）完納世帯（者）
※平成25年４月以降に、すでに医療機関や総合健診

で特定健診・後期高齢者健診を受けた方や、市の
補助で人間ドック・脳ドックを受けた方は対象外
です。

助成額／２万円
自己負担額／約２万円
申込方法／はがきに、人間ドック希望、受診希望の

健診機関、住所、氏名（ふりがな）、電話番号を記

人　間　ド　ッ　ク　健　診　機　関 電話番号
神立病院健診センター 832-8951
土浦協同病院農村健康管理センター 826-3221
霞ヶ浦成人病研究事業団健診センター 887-4563
つくば総合健診センター（筑波メディカルセンター） 856-3500
牛久愛和総合病院総合健診センター 873-4334
つくばセントラル病院健診センター 874-7985
龍ケ崎済生会総合健診センター 0297-63-7178
日立製作所土浦診療健診センタ（国保加入者のみ） 831-5830
筑波記念病院つくばトータルヘルスプラザ（国保加入者のみ） 864-8002

入し郵送
※申し込み後約２週間で、対象者に補助決定通知書

を郵送します。
申込締切／12月13日（金）
　　　　　（当日消印有効）

　　　　　　国民健康保険加入の方…国保年金課国保給付係（☎826-1111　内線2355）
　　　　　　後期高齢者医療加入の方…国保年金課医療福祉係（☎内線2406）

と　き

▲

平成26年３月２日（日）
　　　　午後５時30分開演（５時開場）
ところ

▲

市民会館大ホール
出演者／南こうせつ、
　　　　ウー・ファン（古

こ そ う

筝奏者）、
　　　　土浦第二高等学校合唱部、都和中学校合唱部
入場券／2000円（宝くじ助成による特別料金）
入場券販売場所／市民会館ほか
入場券販売開始日／12月17日（火）

市民会館（☎822-8891）

宝くじまちの音楽会
南こうせつwithウー・ファン
心のうたコンサート

日帰り人間ドック助成事業

問

〒300-8686

土浦市下高津一丁目20-35
　土浦市役所　
　　国保年金課　行

表

裏

①人間ドック希望
②受診希望の健診機関
③住所
④氏名（ふりがな）
⑤電話番号

◆申込はがき記入例

締め切り間近 !!

と　き
▲

平成26年２月16日（日）
　　　　午後１時から、３時30分から
ところ

▲
市民会館大ホール

出演者／ムテ吉、ミーニャ、メーコブ、
　　　　ひなたおさむ、瀧本　瞳
入場券／2500円（全席指定。１歳以上は有料）
入場券販売場所／市民会館ほか
入場券販売開始日／12月13日（金）

市民会館（☎822-8891）

申問

問
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11月生まれ

今泉慶
けいすけ

祐ちゃん
（右籾）

Happy　Birthday
元気に大きく育ってね

パパ・ママ・カズキより

山中彩
さ や か

楓ちゃん
（右籾）

おてんばでもいい
明るく優しく
育ってね　

加藤由
ゆ い と

翔ちゃん
（中高津一丁目）

篠原瀬
せ な

奈ちゃん
（中高津一丁目）

☆１歳おめでとう☆
いつも元気と笑顔を

ありがとう！

佐藤稜
りょうか

佳ちゃん
（中神立町）

お誕生日おめでとう
お兄ちゃんと

仲良く遊んでね！

花町やえちゃん
（下高津三丁目）

☆１歳おめでとう☆
これからもスクスク

元気に育ってね!!

小野恵
けいすけ

右ちゃん
（天川二丁目）

♪１歳おめでとう♪
元気いっぱい

大きくなってね☆

草野宗
そうすけ

祐ちゃん
（港町二丁目）

お誕生日おめでとう
元気いっぱい

大きくな～れ♪

竹内桃
も も か

花ちゃん
（川口二丁目）

★１歳おめでとう★
みんなに幸せを

ありがとう

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／11月29日（金）
※１月中旬号に掲載。応募写真は返却できませんので、ご了承ください。

１月で１歳になる
赤ちゃんを募集 !!

赤ちゃんおめでとう
訪問事業

　赤ちゃんが生まれたご家庭に、民生委員 ･
児童委員、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。

問  健康増進課（☎826-3471）

訪問日／お子さんが生後２～３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。 

藤田陽
は る と

翔ちゃん
（神立町）

☆１歳おめでとう☆
元気にすくすく

育ってね!!

田中満
み さ と

智ちゃん
（大町）

祝１歳！満智大好き
兄妹仲良く笑顔

いっぱい成長してね

成人式
平成26年

と　き／１月12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５年４月２日から平成６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）

たくさん笑って
たくさん泣いて元気に
大きく育ってね（^-^）

問

     こんにちは赤ちゃん
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対象者／20歳以上の方（キッズランドは１歳半から）
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、郵便はがきを窓口に持参

※月曜休館。はがき１枚につき１教室
申込締切／ ）効有印消日当（）土（日03月11
※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。

ふれあいセンターながみね（〒300-0849　中村西根2078-１　☎830-5600）申問

講　座　名 曜日 時　　間 日　　程 回数 定　員 受 講 料 持ち物

書道教室 火 10:30～12:00 １/14～３/25 10 12人 5000円 習字道具、墨汁、半紙

カラダが変わるヨガ 木 11:45～12:45 １/16～３/20 10 18人 5000円 動きやすい服装、タオル、飲み物

キッズランド 木 10:30～11:30 １/16～３/20 10 親子15組 １回500円
（月払い） 動きやすい服装、上履き、タオル、飲み物

水中ウォーキングプラス 木 13:00～14:00 １/16～３/20 10 20人 5000円 水着、水泳帽、バスタオル

水中ウォーキング 金 11:00～12:00 １/10～３/14 10 20人 5000円 水着、水泳帽、バスタオル

ほぐしヨガ 金 11:00～12:00 １/10～３/14 10 18人 5000円 動きやすい服装、タオル、飲み物

楽しく健康体操 金 13:00～14:00 １/10～３/14 10 20人 5000円 動きやすい服装、上履き、タオル、飲み物

女性のための骨盤体操 金 14:15～15:15 １/10～３/14 10 18人 5000円 動きやすい服装、上履き、タオル、飲み物

ふれあいセンターながみね講座受講生募集

地域安全情報
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親子ふれあい教室（10：00～11：30）
「エンジョイ！クリスマス」
一中地区公民館　　３日（火）
二中地区公民館　　５日（木）
三中地区公民館　　９日（月）
六中地区公民館　　11日（水）
神立コミュニティセンター　　12日（木）
四中地区公民館　　13日（金）
都和公民館　　　　16日（月）
新治地区公民館　　18日（水）
すくすくルーム（10：00～11：30）

「エンジョイ！クリスマス」
二中地区公民館　　４日（水）
三中地区公民館　　６日（金）
園庭開放（10：00～11：30）２日（月）　読み聞かせ
センター開放（10：00～11：30）17日（火）　カレンダー作り

さくらんぼ　　　☎823-1288

白鳥保育園　　　☎831-2590
園庭開放（８：30～15：30）月～金曜日（祝日を除く）
親子クラブ
５日（木）９：30～11：30　作って遊ぼう
12日（木）９：30～11：30　運動遊び
19日（木）９：30～11：30　クリスマス制作
26日（木）９：30～11：30　お絵描き

ありんこくらぶ　☎841-0463
保育所開放（10：00～15：00）月～金曜日（祝日を除く）
イベント（10：00～12：00）※９：45集合
３日（火）　誕生会（10・11・12月生まれ）
10日（火）　アレンジ講習会
12日（木）　赤ちゃんサロン
17日（火）　クリスマス会
24日（火）　作って遊ぼう　

ひまわり　　　　☎843-1117
遊びの広場（９：30～16：00）月～金曜日（祝日を除く）
子育て広場（10：00～11：30）
３日（火）　　　　　　キッズ広場
５日（木）　　　　　　離乳食講座
６日（金）、10日（火）　ベビーマッサージ
９日（月）、26日（木）　わらべうた
12日（木）　　　　　　クリスマス会
18日（水）、19日（木）　クリスマスリース作り
※３日は水郷公園、12日は三中地区公民館、19日は四

中地区公民館、26日は六中地区公民館で開催

子 育 て 支 援 センター子 育 て 支 援 センター
詳しくはこちらから▶

育
12 月

ひ ばろ子　て

幼 稚 園幼 稚 園

土浦幼稚園　　　　☎821-0796
11日（水）10：00～11：00　ごっこ遊び（お店屋さん、基地ごっこなど）

土浦第二幼稚園　　☎821-1310
６日（金）10：00～11：00　表現遊び（手遊び、歌、楽器遊びなど）

新治幼稚園　　　　☎862-3507
６日（金）10：00～11：00　交通安全クリスマスコンサート（県警察音楽隊）

詳しくはこちらから▶

児 童 館児 童 館
都和児童館　　　　☎832-3112

７日（土）13：30～15：00　まつぼっくりでリース作り
20日（金）11：00～11：45　親子リトミック
25日（水）14：00～15：30　冬休み映画会「シュガーラッシュ」

ポプラ児童館　　　☎841-3212
14日（土）９：30～11：30　フラワーアレンジメント教室
20日（金）10：30～11：30   お楽しみ会
25日（水）９：00～11：00　書道教室

新治児童館　　　　☎862-4403
４日（水）10：30～11：30　おはなしコンサート（竹とんぼ）
９日（月）10：30～11：30   親子ビクス
25日（水）10：00～11：50　映画会「マダガスカル２」

詳しくはこちらから▶

保 育 所保 育 所
詳しくはこちらから▶

藤沢保育園　　　　☎862-2600
17日（火）９：30～11：00　クリスマスグッズ制作

竹ノ入保育所　　　☎842-6253
17日（火）９：30～11：00　ミニ発表会を見に来て下さい

荒川沖保育所　　　☎841-0037
３日（火）９：30～11：00　　保育室解放　たんぽぽ

新川保育所　　　　☎822-8896
10日（火）10：00～11：30　はじめてのパパ・ママパスポート

天川保育所　　　　☎822-6172
18日（水）10：00～11：00　ミニ発表会を見に来て下さい

都和保育所　　　　☎822-8053
３日（火）９：30～11：30　お庭で遊びましょう

霞ケ岡保育所　　　☎821-1890
11日（水）10：00～11：00　ミニ発表会を見に来ませんか

神立保育所　　　　☎831-8464
11日（水）９：30～11：00　ミニ発表会を見に来て下さい

子育てひろば
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放射線測定値

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 0.066・0.116 0.066・0.113
荒川沖保育所 0.126・0.205 0.114・0.179
霞ヶ岡保育所 0.129・0.134 0.131・0.123
東崎保育所 0.131・0.113 0.126・0.110
都和保育所 0.138・0.117 0.131・0.112
天川保育所 0.144・0.154 0.136・0.128
新川保育所 0.106・0.089 0.109・0.116
桜川保育所 0.097・0.153 0.104・0.131
神立保育所 0.116・0.093 0.098・0.105
竹ノ入保育所 0.078・0.098 0.068・0.088
土浦愛隣会保育所 0.078・0.078 0.079・0.078
めぐみ保育園 0.072・0.083 0.083・0.088
白鳥保育園 0.124・0.116 0.102・0.118
エンゼル・ゆめ保育園 0.077・0.078 0.077・0.090
つくば国際保育園 0.093・0.090 0.102・0.091
中央保育園 0.097・0.095 0.088・0.084
高岡保育園 0.070・0.061 0.069・0.066
藤沢保育園 0.079・0.070 0.070・0.080
白帆保育園 0.112・0.145 0.107・0.139
あおぞら保育園 0.085・0.090 0.080・0.087
愛保育園 0.106・0.099 0.105・0.103
童話館保育園 0.090・0.106 0.108・0.138
都和児童館 0.091・0.082 0.097・0.099
ポプラ児童館 0.080・0.101 0.056・0.106
新治児童館 0.116・0.082 0.112・0.075

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 － 0.118

清掃センター － 0.162

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）0.159・0.116 0.147・0.107

土浦第二幼稚園 0.089・0.087 0.088・0.104
都和幼稚園 0.126・0.091 0.120・0.088
大岩田幼稚園 0.088・0.108 0.082・0.102
新治幼稚園 0.098・0.087 0.089・0.082
土浦小学校 0.112・工事中 0.095・工事中
下高津小学校 0.085・0.091 0.088・0.095
東小学校 0.086・0.099 0.098・0.096
宍塚小学校 0.093・0.073 0.101・0.093
大岩田小学校 0.159・0.110 0.120・0.111
真鍋小学校 0.098・0.091 0.095・0.089
都和小学校 0.082・0.097 0.080・0.096
荒川沖小学校 0.115・0.091 0.121・0.104
中村小学校 0.123・0.153 0.099・0.162
土浦第二小学校 0.092・0.091 0.104・0.096
上大津東小学校 0.095・0.103 0.095・0.103
上大津西小学校 0.109・0.091 0.110・0.104
神立小学校 0.095・0.110 0.094・0.109
右籾小学校 0.065・0.093 0.064・0.102
都和南小学校 0.114・0.112 0.107・0.111
乙戸小学校 0.097・0.095 0.104・0.102
菅谷小学校 0.095・0.106 0.090・0.119
藤沢小学校 0.057・0.101 0.052・0.096
斗利出小学校 0.083・0.078 0.077・0.080
山ノ荘小学校 0.082・0.089 0.083・0.088
土浦第一中学校 0.099 0.108
土浦第二中学校 0.088 0.095
土浦第三中学校 0.146 0.146
土浦第四中学校 0.102 0.114
土浦第五中学校 0.108 0.111
土浦第六中学校 0.132 0.121
都和中学校 0.084 0.096
新治中学校 0.063 0.057

市 役所、公民館 
　　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 0.128 0.107
一中地区公民館 0.136 0.122
二中地区公民館 0.131 0.122
三中地区公民館 0.144 0.135
四中地区公民館 0.143 0.135
上大津公民館 0.110 0.103
六中地区公民館 0.151 0.134
都和公民館 0.112 0.102
新治地区公民館 0.092 0.084

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 0.085 0.106
中貫運動公園 0.140 0.147
荒川沖地区野球広場 0.175 0.183
市民運動公園 0.109 0.105
木田余地区市民運動広場 0.129 0.138
新治運動公園 0.081 0.086
本郷グランド 0.098 0.102

公 園  問  公園街路課（☎内線2423）
施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

亀城公園 0.204 0.202
神立公園 0.139 0.145
霞ヶ浦総合公園 0.133 0.127
乙戸沼公園 0.144 0.143
田村沖宿公園 0.208 0.204
紫ケ丘公園 0.172 0.168
水と緑の里公園 0.247 0.248
朝日峠展望公園 0.187 0.193
ふるさとの森公園 0.109 0.113

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 0.152 0.164

 生涯学習課（☎内線3331）
施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

青少年の家 0.142 0.137

　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、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。

※「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１日～11月1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／９月24日
検査機関／県企業局水質管理センター

問  水道課（☎内線2460）

水道水中の放射能 市内全域の空間放射線量率を再調査します
　　　　　 環境保全課放射線対策室（☎内線2452）
　市内全域における汚染状況の現状を把握するた
め、平成24年 1 月の調査に引き続き再調査を実施
しています。
調査期間／平成26年 2 月下旬まで

問

問

問

問

問

問

問

問
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12月のとしょかん

ヒカルの卵（小説）
　養鶏農家でお人好しの二郎は、限
界集落からさらに山奥に入った森の
なかで「たまごかけ
ご飯専門店」を開く
と決意します。小
さな山村に暮らす
愉快な面々が繰り
広げる、笑って泣
ける物語です。

【森沢明夫／著】

◆冬休みのおはなし会
　図書館では、幼児から小学生向けの冬休みのおはなし会を行います。
クリスマスやお正月などの行事にちなんだものや、寒い冬にピッタリ
のあたたかいお話を用意して、みなさんのお越しをお待ちしています。
　と　き／12月26日（木）　午前11時から
　ところ／生涯学習館２階　研修室３
◆毎月恒例のおはなし会
●おはなし会（幼児～小学生向け）
　と　き／12月８日（日）　午前10時30分から
　　　　　12月22日（日）　午前10時30分から
　ところ／視聴覚室
●ちいさなおはなし会（乳幼児向け）
　と　き／12月18日（水）　午前11時から
　ところ／児童室

 今月の展示棚

　犬や猫と暮らしている方、事情が
あって飼えないけれど、犬や猫が大
好きだという方、ただただ犬や猫に
癒されたいという方のために、かわ
いい写真集など心がホッとする本を
集めました。ほっこりできる一冊を
見つけてはいかがでしょうか。

 今月のおすすめ本

12

12月2013.December

     は休館日。    は分館のみ休館
本館…火～金曜日　9：30～19：00
　　　土・日・祝日　9：30～17：00
分館…火～日曜日　9：30～17：00

（三中地区分館、都和分館、神立地区分館、
新治地区分館）

図書館カレンダー

先月の人気図書

12月の12月の

テーマ：犬と猫

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

政と源
　東京都墨田区 Y 町に住む、つま
み 簪

かんざし

職人・源二郎の弟子の徹平の
様子がどうもおかしい…。どうや
ら昔の不良仲間にゆ
すられているみたい
です。それを知った
源二郎は、幼なじみ
の国松とともにひと
肌脱ぐことにしまし
た。『Cobalt』掲載
を単行本化。

【三浦しをん／著】極限世界の生き物図鑑
　【長沼　毅／監修】

がむしゃら落語
【赤羽じゅんこ／作】

しろうさぎとりんごの木　
　【酒井駒子／絵】

サンタさんのトナカイ
【ジャン・ブレット／作・絵】

ヘンテコリンおじさん
【みやにしたつや／作・絵】

としょかんのよる
【カトリーン・シェーラー／絵】

こどもの本 №1

にわかには信じられない遺伝子の
不思議な物語（遺伝学）

　天才バイオリニストの親指は、な
ぜ強く、しなやかだったのでしょう

か？ 二 重 被 爆 者・
山口彊はなぜ 93 歳
まで生き延びられ
たのでしょうか？
DNAに刻まれた人
類の歴史をひも解
いていきます。

【サム・キーン／著】

　おはなし会

おしゃれさんの茶道はじめて物語 
　ささいなことから友だちとケンカ
したまっちゃんはそのままお茶のお
けいこに行き、お点前の最中にタイ

ムスリップしてし
まいます。茶の湯
の魅力をわかりや
すくつたえる物語
です。風炉薄茶点
前の解説が付いて

　います。
　【永井郁子／著】
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12月の無料相談

■ 12月の無料相談
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 要望、苦情、意見など
（担当職員）

司法書士相談 11日（水） 13:00～15:00 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

総合労働相談 13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） ※予約優先(☎029-226-3296）

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 18日（水） 13:30～15:30 ふれあいセンターながみね(☎内線2376) 国や法人・県に関する苦情、意見、要望
（行政相談委員)

税務相談 10日（火）、24日（火） 13:00～15:00 税理士会土浦支部 (☎824-5055） 税に関すること
（税理士）　※予約制(予約時間10:00～14:00）

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）

ひきこもり専門相談 ２日（月） 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 
10日（火） 10:00～12:00 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。20日（金） 14:00～16:00

女
性
の
た
め
の

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14日（土） 10:00～15:00

法律相談 26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) 13日・27日（金） 13:00～16:00 仕事、夫婦、家族など、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） 19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、
女性のさまざまな悩みごと

※祝日は除きます

インターネット通販のトラブル急増中

相談：インターネット通販で海外ブランドのブーツを注
文し、事業者の銀行口座に代金を振り込んだ。翌日業
者から「入金を確認しました。配送手続きを取ったので、
一週間以内に配送します。配達業者は○○、配送伝票
番号は×××―××××です」と書かれたメールが届い
た。２週間経っても商品が届かない。配達伝票番号を
入力して配達予定日を調べたが、該当する番号はなかっ
た。事業者のホームページを見てみたら、メールアド
レスしか記載されていなかった。メールで問い合わせ
ているが返事がない。もう商品はいらないので、返金
してほしい。
アドバイス：事業者にメールで解約、返金してほしいこ
とを伝えるよう助言しました。併せて、相手の了解が
必要なため、返金されるかどうか難しいのですが、今
できることとして、代金を振り込んだ銀行と相手先の
銀行に情報提供し、組戻し手続きをするよう伝えまし
た。

　また、商品が届いても偽物の粗悪品だった、などの
相談も多く寄せられています。
≪インターネット通販を利用する時のチェックポイント≫
１．正確な運営情報（運営者氏名、住所、電話番号）が記
　載されているか。
　→連絡手段がＥメールしかない事業者は危険です！
２．正規販売店の販売価格よりも極端に値引きされて
　いないか！？
　→お買い得すぎる商品、本当に本物ですか…？
３．日本語の表現が不自然でないか！？
　→機械翻訳のような日本語が使われていませんか？
４．支払い方法が銀行振込のみ
　となっていないか（クレジット
　カードが利用できない！？）
　→銀行振込は、一旦振り込む
　とお金を取り戻すことは極め
　て困難です！！　　　　

消費生活センターから
☎823-3928問



14広報つちうら　お知らせ版　No.1111

12月のけんこう

　 　 　 　 　 　

　最近では新しい薬剤の開発により進行や再発の場合
でも治療成績の改善が期待されています。乳がんの死
亡数は年間１万人以上で増え続けていましたが、2012
年に初めて前年を下回りました。早期がんは90%以上
完治し、進行がんでも他のがんと比較して成績は比較
的良好です。また乳房を全摘した後に再建を行う患者
さんが増えQOL向上にも寄与しています。ただし10年
以上たっても再発することもあり長期間の経過観察が
必要です。
　最後に…乳がんを早期発見するために
①若いうちから（20歳以上）自己触診をしましょう。し

こりがみつかったら怖がらずに医療機関にかかって
下さい（しこりの90%は良性です）。

②無症状でも30歳を過ぎたら検診（市町村または医療
機関）を受けましょう。乳がん検診で見つかる乳がん
の80%以上は早期がんですが、日本人の乳がん検診
受診率は30%未満と先進国と比べてまだかなり低い
です。50%以上を目指しましょう！

　現在日本人女性の15人に１人が乳がんになるといわ
れています（年間５万人）がその数は年々増加していま
す。乳がんの発生にはエストロゲンが重要で、体内の
エストロゲンレベルが高いこと（初経年齢が早い・閉経
年齢が遅い・出産歴がないなど）がリスク要因となりま
す。また、環境要因（飲酒・肥満）も重要で、女優アンジェ
リーナ・ジョリーさんで有名になった遺伝性乳がんは
10%程度です。
　乳がんの主な症状は、硬く触れるしこりや乳頭から
の血性分泌ですが、初期の乳がんの多くは小さなしこ
りか無症状です。診断には乳房X線（マンモグラフィー）
や超音波（エコー）を行い、がんを疑う場合は針を刺し
て細胞・組織を採取し病理診断を行います。乳がんの
治療は手術・放射線・ホルモン療法（エストロゲンを抑
える）・化学療法（抗がん剤）・分子標的療法を組み合わ
せて行います。例えばホルモン感受性のある早期がん
の場合、乳房温存手術と術後放射線治療１か月半、ホ
ルモン療法５年間をやります。

乳がんについて 土浦市医師会
淀縄　聡（淀縄医院）

■ 12月のけんこう

風しん予防接種費用の助成
　妊娠初期の女性が風しんにかかると、生まれてく
る赤ちゃんが目、耳、心臓などに影響のある「先天
性風しん症候群」という病気にかかることがありま
す。
対象者／接種日（平成25年４月１日～平成26年３月

31日まで）に土浦市に住民登録がある19歳～49
歳までの方で、次のいずれかに該当する方
①妊娠を予定、希望している女性
②妊娠している女性の夫

助成回数／１回
助成額／麻しん風しん混合ワクチン…5000円、風

しんワクチン…3000円（上限額）
助成期間／平成26年３月31日まで
申込方法／次の書類を郵送または直接窓口
①土浦市風しん予防接種費用助成金交付申請書兼請

求書（市ホームページまたは窓口で入手できます）
②領収書（接種を受けた方の氏名、接種日、ワクチ

ン名、料金、医療機関がわかるもの）
③夫の場合は、母子健康手帳表紙と１ページ目の写し
④はんこ、振込先口座を確認できるもの（窓口で手

続きの場合は持参）

健診結果まるごと活用術講座
健診結果を持って相談場所に来るだけ！元気な笑

顔でハッピーライフを手に入れましょう♪

対象者／健診を受けた本人または家族（ご家族だけの    
　相談も大歓迎）
内　容／保健師との個別相談（健診結果の見方・結

果で気になることについてなど）
持ち物／健診結果
申込方法／電話で
※かかりつけ医のいる方は、医師への相談をお勧め

します。

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４日（水）　午前９時30分～11時30分
ところ／三中地区公民館
対象者／市内に居住しているおおむね65歳以上の方
定　員／30人（先着順）
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
申込方法／電話で

フットケア教室

健康増進課（土浦市保健センター　☎826-3471）申問

と　き／12月20日（金）　午前10時～11時45分
　　　　　　　　　　　 午後１時～４時
ところ／イオンモール土浦

　　クリスマス献血のお知らせ

と　　き と　　こ　　ろ
11月28日（木）　午後２時～７時30分 一中地区公民館
12月10日（火）　午後２時～７時30分 二中地区公民館
３月11日（火）　午後２時～７時30分 神立地区コミュニティセンター
３月15日（土）　午前10時～午後４時 土浦市保健センター
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健康相談 と　き 受付時間 ところ
医師による健康相談(予約制) ４日㈬ ９：00～11：30

土浦市保健センター(☎826-3471)栄養相談(予約制) 10日㈫ 13：00～16：10
こころの相談(予約先　障害福祉課　☎826-1111　内線2343) ３日㈫ 13：00～15：00

高齢者健康相談

５日㈭

10：00～11：30

新治総合福祉センター（☎862-3522)
12日㈭ つわぶき(☎831-4126)
26日㈭ うらら(☎827-0050)
27日㈮ 湖畔荘(☎828-0881)

母と子の健診と相談 と　き 受付時間 ところ
４か月児健康診査(平成25年８月生まれ) 11日㈬・12日㈭ 13：00～13：50

土浦市保健センター(☎826-3471)

10か月児育児相談
(平成25年２月生まれ)

１日～15日生まれ
17日㈫

９：30～10：00
16日～28日生まれ 13：00～13：30

１歳６か月児健康診査(平成24年５月生まれ) ４日㈬・５日㈭ 13：00～13：50
３歳児健康診査(平成22年９月生まれ) 18日㈬・19日㈭ 13：00～13：50
母と子の歯科健康診査(平成23年９月生まれ・予約制) ６日㈮ 13：15～15：00

赤ちゃん身体計測
１～６か月児 ９日㈪

９：00～10：00
７～11か月児 ２日㈪

マタニティ教室（おおむね７か月以降の妊婦・予約制）３日㈫・10日㈫ ９：45～10：00
離乳食教室（おおむね６～７か月児・予約制) ６日㈮ 10：00～10：15
機能訓練 と　き 受付時間 ところ
ふれあい教室 ５日㈭ 13：00～13：30 土浦市保健センター(☎826-3471)

■12月の健康相談

休日当番医 診療時間／午前９時～午後４時　必ず電話で確認してから受診してください(保険証を忘れずに)。
休日緊急診療テレホンサービス（☎824-9155　土・日曜日、祝日のみ)でも案内しています。

12 月 内　　　　科 外　　　　科 産　婦　人　科 歯　　　　科

1日（日） 小林医院 東郷クリニック 石川クリニック 後藤歯科クリニック
☎831-6688 神立中央三丁目 ☎843-7770 荒川沖東三丁目 ☎821-2587 大町 ☎825-6480 並木一丁目

8日（日） 叶多内科医院 淀縄医院 中山産婦人科医院 海老原歯科医院
☎826-1566 桜ケ丘町 ☎822-5615 大町 ☎822-3852 川口一丁目 ☎830-4748 北荒川沖

15日（日） 小原内科医院 神立病院 柴田マタニティクリニック 田中歯科医院
☎821-1015 中央二丁目 ☎831-9711 神立中央五丁目 ☎821-0154 桜町四丁目 ☎821-3426 川口一丁目

22日（日） 烏山診療所 岡田整形外科クリニック 石川クリニック 福島歯科医院
☎843-0331 烏山二丁目 ☎825-3377 木田余 ☎821-2587 大町 ☎823-2248 富士崎一丁目

23日（月） 松橋医院 県南病院 まつばらウィメンズクリニック 内西町歯科クリニック
☎831-7331 神立中央一丁目 ☎841-1148 中 ☎830-5151 阿見町本郷 ☎821-0048 中央一丁目

29日（日） 荒川沖診療所 野上病院 土浦産婦人科 荻野歯科医院
☎843-0859 荒川沖南区 ☎822-0145 東崎町 ☎821-0068 中央一丁目 ☎823-7111 上高津

30日（月） 石井内科クリニック 友常医院 鈴村医院 加茂歯科医院
☎841-6125 右籾 ☎823-4307 中央二丁目 ☎821-0174 大町 ☎824-5117 永国

31日（火） 鈴木胃腸科クリニック あくつ整形外科 岡野産婦人科医院 みなと歯科クリニック
☎841-7711 中荒川沖町 ☎841-4665 中荒川沖町 ☎851-2431 つくば市梅園 ☎835-3480 港町一丁目

緊急のときの問合せ先／茨城県救急医療情報コントロールセンター(☎029‐241‐4199　年中無休24時間対応　歯科の案内は行っていません)
お子さんが急な病気で心配なときの問合せ先／
　茨城子ども救急電話相談（☎029‐254‐9900　毎日…午後６時30分～11時30分　日曜日、祝日、12月29日～１月３日…午前９時～午後５時）

12月の健康相談
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チャレンジ！初めてのフルマラソン教室

かすみがうらマラソン完走教室
かすみがうらマラソン

エントリー権利付き !!

ペースセッターを設置
　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。

大会記録集を送付
　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。

充実のエイドステーション
　7.5㎞付近の300ｍにおよぶ協賛社のエ
イドや30㎞付近に軒を連ねる私設エイド
は、かすみがうらマラソンの名物です。

スプリットタイムを完走証に記載
　フルマラソンの５㎞毎と中間地点のタ
イムを完走証に記載して、即時発行しま
す。

世界各地のマラソンへ派遣
　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。

充実のランナーズ・ヴィレッジ
　飲食ブースをはじめ、各種イベントも
盛りだくさんです。

　マラソンが初めての方からフルマラソン経験者ま
で、自分にあったクラスを選べます。
と　き／１月18日（土）、２月８日（土）、22日（土）、

３月８日（土）、22日（土）、４月５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／6000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24日（火）（必着）
　　　　　　　　J:COMカスタマーセンター

（☎0120-999-000、　824-7830）

　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25日（土）、２月８日（土）、22日（土）、

３月８日（土）、22日（土）　いずれも午後１時30
分～４時（全５回）

ところ／初回…霞ヶ浦文化体育会館
　　　　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／3000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（水）（必着）
　　　土浦市陸上競技協会事務局

　（〒300-0815　中高津二丁目10-47 中山宛　☎822-3899）

かすみがうらマラソン
関連イベント

申問 申問

ナンバーカードは事前送付
　ナンバーカード・計測用チップを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。

多彩なゲストが参加
　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。

かすみがうらマラソンの、 ここが魅力！

◉キロ表示を掲げる親子ボランティア
申込方法／郵便はがきに住所、氏名、電話番号、希望

種目と㎞地点を記入して事務局へ郵送
　　　 かすみがうらマラソン大会事務局

（〒300-4192　土浦市藤沢975　☎862-1960）

◉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
※申込書は大会ホームページからダウンロードする

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！ボランティア大募集！

FAX

申問


