手話奉仕員養成講座
受講生募集

時

①入門課程
◇日時 ６月５日︵木︶〜平成
年３月５日︵木︶までの木
時〜

美浦村ユース・リ
ーダー参加者募集
美浦村ユース・リーダーは
村内在住の中学１年生〜 歳
の青少年で構成され︑若い世
代のリーダー育成を目的とし
て活動しています︒
ジュニア・アカデミーの引
率や村産業文化フェスティバ
ルへの参加等︑実体験の中で
リーダーシップを学習します︒
ユース・リーダーであなた
も一緒に活動しませんか︒
◇募集対象 村内在住の中学
１年生〜 歳の青少年
◇募集期間 随時募集
◇申込・問合せ 生涯学習課
︵中央公民館︶
２５

村民グラウンドゴルフ
大会参加者募集

誰でも簡単に参加できる生
涯スポーツです︒仲間づくり
と健康維持のため︑今︑全国
的にゲーム人口が増えていま
す︒ぜひご参加ください︒
◇期日 ７月８日︵火︶午前９
時〜正午
◇会場 光と風の丘公園
◇参加費 無料︵用具は貸し
出します︶
◇対象 村内在住・在勤の方
◇募集人数 １００名
◇募集締切 ６月 日︵金︶

古文書講座
参加者募集

◇申込・問合せ 光と風の丘
公園クラブハウス
※毎週火・金曜日午前９時か
ら正午まで︑光と風の丘公
園多目的広場で指導会・練
習会を行っています︒ご連
絡いただければ用具はお貸
しします︒気軽にご参加く
ださい︒

２０

村に残された古文書を読ん
でみませんか︒
◇期日 ６月から３月の毎月

第２日曜日︵全 回︶午後１
時 分〜午後３時 分
◇場所 文化財センター
◇対象・募集人数 美浦村在
住または在勤者
名
◇持参するもの 鉛筆
◇講師 平田満男先生︵美浦
村文化財保護審議委員︶
※資料代がかかる場合があり
ます︒
◇申込・問合せ 文化財セン
ター

３０

１０

村民ゴルフ大会
参加者募集

３０

◇期日 ６月 日︵水︶
◇会場 おかだいらゴルフリ
ンクス
◇参加費 ２０００円︵体協
ゴルフ部員は１０００円︶
◇プレー費 ８２６０円︵食
事・ドリンク付︶
◇参加資格 村内在住・在勤
の方
◇募集人数 １００名︵ 組︶
◇申込方法 ５月 日︵金︶ま
でに参加費を添えてお申し
込みください︒︵申込時に参
加者の氏名・住所・生年月日
を必ずお知らせください︶
◇申込・問合せ 光と風の丘
公園クラブハウス

１８

美浦村ホームページアドレス
http://www.vill.miho.lg.jp/
Ｅメール info@vill.miho.lg.jp
２５

☎８８５−０３４０
☎８８５−４４５１
☎８８５−８４４２
☎８８６−０２９１
☎８８５−６７１１
☎８８５−１８８９
☎８８５−０７２０
☎８８５−８８９９
☎８８５−０５９７
☎８８５−１０６４
☎８８５−１５４９
☎８８５−４４８８
☎８８５−００３８
☎８８５−７０８０
☎８８５−８８８５
☎８８６−０００７
◇場所 土浦市四中地区公民館
◇対象者 原則として村内居
住の入門課程を修了された
方または手話講習会受講経
験のある方
◇内容 より高度な手話表現
技術の習得
◇定員 ５名︵定員を超えた
ときは抽選︶
︽共通事項︾
◇申込方法 往復はがき︵住
所・氏名・生年月日・電話
番号・希望講座・手話講座
の受講経験について具体的
に記入︶で︑役場福祉介護
課へお申込みください︒
＊テキスト代３２４０円がか
かります︒
◇締切 ５月 日︵金︶必着
◇問合せ 役場福祉介護課

２５

曜日︵全 回︶午前

◇場所 土浦市総合福祉会館
講義講習室
︵ウララ２・４階︶
◇対象者 原則として村内居
住の手話学習未経験者
◇内容 日常会話程度の手話
表現の取得
◇定員 ５名︵定員を超えた
ときは抽選︶
②基礎課程
◇日時 ６月４日︵水︶〜平成
年３月４日︵水︶までの水

１
２

美 浦 村 役 場
中 央 公 民 館
中央公民館図書室
文化財センター
光と風の丘公園クラブハウス
保 健 セ ン タ ー
美浦水処理センター
（上下水道課）
大谷時計台児童館
木原城山児童館
大 谷 保 育 所
木 原 保 育 所
社会福祉協議会
老人福祉センター
デイサービスセンター
シルバー人材センター
２３

お知らせ
１
０

曜日︵全 回︶午後７時〜９時

平成２６年５月号
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２
８

３０

１５

３０

２７

２７

▼会場 水戸葵陵高校または
茨城県立医療大学︵どちら
かの会場を選択︶
◎製菓衛生師試験
▼試験日 ８月 日︵水︶
▼会場 水戸合同庁舎
◇問合せ 茨城県土浦保健所
衛生課☎０２９ ８２１
５３６４

ふれあいハイキング
参加者募集

中に木原城山公園で掲揚して
いますが︑現在こいのぼりが
不足しております︒つきまし
ては︑ご家庭等でご不要にな
りました﹁こいのぼり﹂︵概ね
２ｍ以上のもの︶がある場合
は︑無償でお譲りいただきま
すよう︑お願い申しあげます︒
◇問合せ 役場経済課

遊休農地も保全管理
しましょう
遊休農地︵未耕作地︶も草刈
りや害虫駆除等を行い︑周囲
に影響を及ぼさないよう保全
管理しましょう︒
◇問合せ 役場経済課内農業
委員会

スイセンの球根を
お分けください

ますので︑ご連絡ください︒
◇募集期間 ６月 日︵月︶〜
日︵木︶
◇問合せ 役場企画財政課

美浦村の南高梅を
お試しください

村では︑水田転作作物とし
て南高梅の栽培を推進してお
り︑品質も大変ご好評をいた
だいております︒
南高梅といえば紀州産が有
名ですが︑生産者のたゆまぬ
努力により︑それにも負けな
いくらい良い梅ができるよう
になりました︒
◇価格 Ｍ〜Ｌ
５４０円
ＬＬ以上 ６４８円
◇問合せ ＪＡ茨城かすみ本
店☎８８５ ０１２５

美浦村廃棄物対策
管理官を設置

徹底した指導と取り締まりや
監視活動等の強化を図るため︑
専門的な知識および経験と実
績がある人材を廃棄物対策管
理官として設置しました︒
今後︑廃棄物対策管理官と
の連携により︑廃棄物問題の
早期発見・対処をし︑不法投
棄および不法な残土の持ち込
みの根絶を目指していきます︒
◇問合せ 役場生活環境課

美浦村体育協会
ゴルフ部員募集

村体協ゴルフ部では︑年齢
性別を問わず新規部員を募集
しています︒年４回ほど開催
する大会や研修会参加料の割
引特典等があります︒
◇年会費 ２０００円
◇申込・問合せ 光と風の丘
公園クラブハウス
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２３

現在︑廃棄物︵不法投棄等︶
関連の問題は︑村の生活環境
に大きなダメージを与えてお
り︑これらへの対策は喫緊の
課題となっています︒
この状況を踏まえ︑村では
平成 年４月より︑生活環境
保全に関する法令等に基づく

３月３１日現在死者ゼロ継続２９日

−

◇期日 ６月 日︵土︶
◇場所 みかも山公園︵栃木県︶
◇参加費 一人２５００円
＊申込時にお支払いください︒
◇対象 村内在住の方
◇募集人数
名︵定員にな
り次第締切︶
◇申込期間 ５月 日︵水︶〜
︵申込みは一回５名まで︶
◇申込・問合せ 光と風の丘
公園クラブハウス

不要のこいのぼり
お譲りください

大好き美浦村ネットワーカ
ー協議会︵海道民子代表︶では︑
今年も美浦村花いっぱい事業
の一環として︑光と風の丘公
園敷地内等にスイセンの球根
植栽を計画しています︒スイ
センの球根をお分けいただけ
る方は︑役場企画財政課へお
持ちください︒また︑量が多
い場合には引き取りにも伺い

（３月１日〜３１日）

−

２１

木原城山まつり実行委員会
では︑不要になった﹁こいの
ぼり﹂を無料で譲り受け︑子
ども達の健やかな成長を願っ
て︑端午の節句の前後の期間

村の交通事故発生状況

−

２７

１４

調理師・製菓衛生
師試験のご案内
︽両試験共通事項︾
◎願書配布
受験願書は５月 日︵月︶か
ら県内各保健所で配布します︒
▼受験願書等の郵送手続き
①封筒裏面に受験種目により
﹁調理師試験受験願書希望﹂
または﹁ 製 菓 衛 生 師 試 験 受
験願書希望﹂と朱書き
②１４０円切手を貼った返信
用封筒︵角２号︶を同封
③茨城県土浦保健所に請求
◎願書受付
▼受付日時 ６月 日︵木︶︑
日︵金︶午前９時〜正午︑
午後１時〜５時
▼受付場所 県内各保健所
▼提出方法 本人または代理
人が直接持参︵郵送不可︶
◎試験
▼交通手段 試験会場には駐
車場がありませんので︑公

３０

年累計
３（ １２ ）
２（ １３ ）
１（ １ ）

発生件数
負傷者数
死者数

共交通機関をご利用ください︒

２３

８０

１２

２６

▼集合時間 午後１時
▼試験開始 午後１時 分〜
３時 分
︽個別事項︾
◎調理師試験
▼試験日 ８月 日︵土︶
３０

２６

２６

２７

７９３０

◇問合せ 茨城県社会保障推
進協議会☎０２９ ２２３
０６００︵茨城県民主医
療機関連合会気付︶

平成 年度労働保険
年度更新のお知らせ

−

３時まで︶※予約不要
◇場所 水戸地方法務局土浦
支局︵土浦市下高津１ １
２ ９︶
◇相談内容 土地の境界争い︑
相続･贈与･売買等の登記
手続︑抵当権の抹消手続︑
地代家賃の供託手続︑戸籍
の届出方法︑成年後見制度︑
夫婦･親子等家庭内の問題︑
近隣とのトラブル︑セクハ
ラ︑子どものいじめ問題等
◇問合せ 水戸地方法務局土
浦支局☎０２９ ８２１
０７９２

パソコン初級講習会

ひとり親家庭の父・母の

−

http://ibaraki-roudoukyoku.
jsite.mhlw.go.jp/

１０

法務総合相談所を
開設します

−

８２３

節症・歯周病・ブラッシング
の仕方・料金のこと等︑歯に
関する悩みや質問を無料で電
話相談いたします︒匿名で結
構ですので︑お気軽にお電話
ください︒茨城県保険医協会
歯科医師がご相談に応じます︒
◇日時 ６月８日︵日︶午後２
時〜５時
◇受付電話番号 ☎０２９
８２３ ７９３０または☎
０２９ ８３５ ０７３７
◇回答者 歯科医師
◇相談料 無料
◇問合せ 茨城県保険医協会
☎０２９

−

労働保険の年度更新は６月
１日から７月 日までが申告
期間となります︒申告の際は︑
年度更新申告書受理相談会を
ご利用ください︒労働保険料
の納付は︑口座振替申請手続
きを行えば翌年以降も継続し
て口座振替で納付できます︒
※４月１日より一般拠出金率
が改正されました︒
◇問合せ 茨城労働局労働保
険徴収室☎０２９ ２２４
６２１３
＊茨城労働局ホームページ

２
６

◇募集期間 ６月２日︵月︶か
ら 日︵金︶
◇自己負担額 １０００円
◇申込・問合せ 茨城県母子
家庭等就業・自立支援セン
ター☎０２９ ２３３ ２

３５５︵
Email:shienboshi@
︶
ibaboren.or.jp

２０

常陽銀行無料年金相談

常陽銀行顧問の社会保険労
務士が︑無料でご相談に応じ
ます︒︵要予約︶
◇開催日 ５月 日︵火︶午前
時〜午後３時
◇場所 常陽銀行美浦支店
◇予約・問合せ 常陽銀行美
浦支店☎８８５ ２９１５

行政書士無料相談会

事前予約は不要です︒
◇期日 ５月 日︵土︶午後
時〜４時
◇会場 江戸崎公民館︵稲敷市︶

◇内容 相続・遺言︑営業許
可・法人設立︑農地法︑国
・公有地の払下げ︑国籍・
帰化等
◇問合せ 茨城県行政書士会
県南支部☎０２９７ ６４
１８５０

１

−

１２

−

−

−

−

国保･医療･介護

３０

２０

１７

なんでも電話相談室

−

霞ヶ浦駐屯地記念
行事を行います
陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地で
は︑﹁霞ヶ浦駐屯地開設 周年
・関東補給処創立 周年記念
行事﹂を行います︒
◇日時 ５月 日︵日︶
◇場所 陸上自衛隊霞ヶ浦駐
屯地︵土浦市右籾２４１０︶
◇内容 一般開放︵午前９時
〜午後４時︶
・記念式典・ヘ
リ飛行展示・装備品展示・
トロッコ運行・歩哨犬訓練
展示・野外コンサート・高
等工科学校儀仗ドリル・装
備品試乗︵当日抽選券配布︶
・ヘリ地上滑走試乗︵当日
抽選券配布︶
＊一般開放の時間や当日の状
況によりイベントの一部を
変更する場合があります︒
◇問合せ 陸上自衛隊霞ヶ浦
駐屯地広報班☎０２９ ８
４２ １２１１

２４

−

ひとり親家庭の父・母のた
めの﹁パソコン初級﹂就業支
援講習会を開催します︒
◇内容 パソコンの基礎知識
およびワード・エクセルの
基本操作の習得
＊託児可︵要予約︶
◇日時 ７月５日︵土︶︑ 日
︵土︶午前９時〜午後４時
◇場所 茨城県立産業技術短
期大学校併設水戸産業技術
専門学院︵水戸市下大野町
６３４２︶
◇定員
名程度
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１６

歯の何でも電話相談

− −

−

−

法務局職員および人権擁護
委員が無料で相談に応じます︒
秘密は固く守ります︒
◇日時 ６月１日︵日︶午前
時〜午後４時︵受付は午後

１０

−

−

− −

−

◇日時 ５月 日︵土︶午前９
時 分〜午後０時 分
◇受付電話番号 ☎０２９
２２８ ０６００または☎
０２９ ２２８ ０６０２
◇回答者 ケアマネージャー︑
ケースワーカー︑医療･福
祉団体のスタッフ
◇相談料 無料
◇受付相談内容 医療や介護
サービスの利用︑費用や保
険料負担で困っていること︑
負担軽減策等
３０

−

−

１８

普段歯医者さんに聞けない
こと・入れ歯のこと・子ども
さんの歯の悩み・インプラン
ト・矯正・口臭の悩み・顎関

１０

６１

−

１０

−

−

︵経済課長補佐︶
▼生活環境課長 北出攻︵議
会事務局長︶
▼生涯学習課長 堀越文恵
︵健康増進課長︶
◇退職︵３月 日︶
▽生活環境課長 糸賀正夫

意

安中小学校

１０１
校庭（地上高５０㎝） ０．

測定日４月２１日

校舎内

大谷小学校

０９６
校庭（地上高５０㎝） ０．

測定日４月２１日

校舎内

０．
０７０

美浦中学校

校庭（地上高１ｍ）

０．
１２２

測定日４月２１日

校舎内

０．
０８５

美浦村役場

駐車場（地上高１ｍ） ０．
１１

測定日４月２１日

庁舎内

○吉田賢治様︵見晴台︶より︑
古切手・使用済プリペイド
カード
○㈱ツルハホールディングス
様より︑高齢者用杖
○㈳美浦村シルバー人材セン
ター様より︑古切手・古は
がき
○匿名希望︵３件︶より︑古切
手・車椅子・使用済プリペ
イドカード
︹善意銀行へ︺
○吉田賢治様︵見晴台︶より︑
３０００円
○平成 年度美浦大学学生一
同様より︑２万５５５４円
︹東日本大震災義援金へ︺
○東日本大震災募金箱より回
収︑２万１１９７円

校舎内

２５

測定日４月２１日

年度は美浦村分区で計２０６
万２１００円のご協力をいた
だきました︒村民の皆さまの
ご厚意に心より感謝申し上げ
ます︒本年度もぜひご理解と
ご協力をお願いします︒
◇問合せ 役場福祉介護課

善

（単位：μＳｖ/ｈ）

︹村へ︺
○特定非営利活動法人水辺基
盤協会理事長吉田幸二様よ
り︑ 万１３３３円
︹社会福祉協議会へ︺
○谷畑信様︵馬見山︶︑中澤恭
聡様︵舟子︶︑美保会様︑友
駿健康麻雀クラブ様より︑
古切手

０．
０６７

木原小学校

校庭（地上高５０㎝） ０．
０９２

０．
０８

３１

◇使用機器
学校：クリアパルス Ａ２７００
役場：堀場製作所 ＰＡ―１００
◇測定放射線 γ線

美浦村ふるさと
応援寄附金
○齊藤満清様︵余郷︶
・寄附金の使途 その他目的
のために村長が必要と認め
る事業
・寄附金額
万円

職員人事
４月１日付で村の人事異動
が行われました︒部課長等の
新配属および退職は次のとお
りです︒ ※︵
︶内は前職
▼議会事務局長 飯塚尚央
︵生涯学習課長兼館長︶
▼健康増進課長 石神真司

０．
０６４

１２

村内小・中学校、
美浦村役場の放射線量率
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け取ることができます︒ご
予約の際は必ず︑証明書を
受け取りにいらっしゃる方
が直接お電話ください︒
◇問合せ 役場住民課

毎年５月は赤十字
運動月間です
日本赤十字社では毎年５月
を赤十字運動月間とし︑年間
５００円以上のご支援をいた
だける方を募集しています︒
救援・ボランティア活動等の
赤十字活動資金について︑昨

２５

住まいの
復興給付金制度
東日本大震災により被害が
生じた住宅の被災時の所有者
が︑引上げ後の消費税率が適
用される時期に新たに住宅を
建築・購入または被災住宅を
補修し︑その住宅に居住する
場合に給付を受けることがで
きる制度です︒詳細はホーム
ページまたはコールセンター
でご確認ください︒
◇問合せ 住まいの復興給付
金事務局☎０５７０ ２０
０ ２４６ ホームページ
−

http://fukko-kyufu.jp

−

平日住民課窓口に
来られない方へ
住民課では︑平日︑仕事等
で役場に来ることができない
方のために︑窓口時間の延長
や電話予約による証明書等の
休日交付を行っています︒通
常の業務内容とは異なります
ので︑ご利用の際は電話等で
事前にご確認ください︒
◎住民課窓口延長サービス
◇実施日 毎月第２・４水曜
日︵祝日・年末年始を除く︶
◇実施時間 午後５時 分〜
午後７時
◇取扱業務 各種証明書︵住
民票・戸籍の証明書・印鑑
登録証明書︶の発行︑印鑑
登録︑パスポートの交付︑
戸籍届書の預かり︵審査・
受理決定は後日︶
＊転入・転出・転居等の住民
登録業務は取扱いできませ
ん︒ご了承ください︒
明書の休日交付︵電話予約制︶

◎住民票の写し・印鑑登録証

１５

住民票の写しと印鑑登録証
明書は︑事前に平日の午前
８時 分から午後５時まで
に電話予約したものを︑土
日・祝日の役場閉庁時に受
３０

弁護士による法律相談
日時

６月２５日
（水）
午後１：３０〜４：００

美浦村４月１日付け新規採用職員

＊６月２日
（水）
午前８：３０より申込受付

心配ごと相談
日時

６月２日
（月）
・１６日
（月）
午後１：００〜３：００

＊事前に申込みをされていない方は、
お待ちいただく場合があります。

会場・申込先
老人福祉センター☎８８５−７０８０
主
催 美浦村社会福祉協議会

教育相談
日時

毎週水・木曜日
（電話受付 火〜金）
午前９：００〜１２：００
午後１：００〜３：３０

＊相談日以外は留守番電話又はＦＡＸで

電話相談

☎・ＦＡＸ ８８５−７７８８

来所相談

光と風の丘公園クラブハウス

事前連絡のうえお出かけください

行政相談
日時
場所

５月２２日
（木）
午前１０：００〜１２：００
役場１階住民相談室
＊予約不要

国の仕事のことなどで
困ったときは、ご相談ください

障がい者相談
日時
場所

５月１９日
（月）
午後１：００〜３：００
老人福祉センター
＊予約不要

身体・知的障がい者またはそのご家族の
悩み事等、何でもご相談に応じます

５月の納税

学校教育課に配属となりました。授業で
のＩＣＴ活用を通して、美浦村の子どもた
ちの学力・社会力の育成に貢献していきた
いと思います。どうぞよろしくお願いいた
します。
学校教育課 大曽根 潤
今年から都市建設課に配属されることに
なりました神田圭介です。私は美浦村で育
ち、多くのことを学んだこの美浦村が大好
きです。美浦村のために全力を尽くしたい
と思います。
都市建設課 神田 圭介
このたび、福祉介護課に配属となりまし
た小島智子と申します。まだ不慣れではあ
りますが、１日でも早く皆さまのお役に立
てるよう頑張りますので、よろしくお願い
申し上げます。
福祉介護課 小島 智子
福祉介護課に配属になりました佐藤香里
です。知識も経験も少ない私ですが、村民
の皆さまが安心して暮らせる村づくりに尽
力してまいりますので、よろしくお願いい
たします。
福祉介護課 佐藤 香里
民間では設備工事に長く携わってきまし
た。これまでの経験をある程度活用できる
部署で働けることに感謝しています。中堅
どころとはいえ、初心に帰るつもりで頑張
ります。
上下水道課 芝野 憲史
企画財政課に配属になりました出戸顕雄
です。民間での経験を活かして、より良い
美浦村になるよう微力ながら全力を尽くし
てまいります。どうぞよろしくお願いいた
します。
企画財政課 出戸 顕雄
住民課に配属になりました村﨑諒子と申
します。大好きな美浦村の職員として働け
ることに誇りと責任を持って尽力して参り
ます。まだまだ未熟ですが、よろしくお願
いいたします。
住民課 村﨑 諒子

＊納期限は６月２日
（月）
です。

軽 自 動 車 税（全期）

19

広報みほ

平成２６年５月号

保健師として美浦村でお世話になります。
保健センターにおりますので、来所の際に
見かけたら、ぜひお声を掛けてください。
一生懸命頑張りますので、よろしくお願い
いたします。
健康増進課 村田 一裕

