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縄文時代に思いをはせる土器作り体験
（安中小学校にて／７月９日撮影）

～選挙は、有権者が直接政治に関わることのできる大切な機会です～

茨 城 県知 事 選 挙
投票日 ９月５日（日） 時間 午前７時～午後６時
■問合せ

美浦村選挙管理委員会（役場総務課内）☎０２９－８８５－０３４０（内）２０４

▼

◎投票日の投票時間が変 わ り ま す
投票日（９月５日）の投票時間が

午前７時～午後６時

となります。

※投票時間を間違えないようにお願いいたします。
※なお、期日前投票（みほふれ愛プラザ）の投票時間に変更はありません。
今までどおり、午前８時３０分から午後８時までです。

美浦村で投票できる方は
選挙権は、日本国民で満１８歳以上の欠格者（一定の犯罪者）
を除く全ての方に与えられますが、美浦村の投票
所で投票できる方は、年齢や住所の要件を満たし、本村の選挙人名簿に登録されている方に限ります。
◇年齢要件 満１８歳以上の方（平成１５年９月６日以前に生まれた方）
◇住所要件 選挙人名簿登録基準日（令和３年８月１
８日）に、引き続き３カ月以上美浦村に住み、住民基本台
帳に登録されている方
※本村で投票できる方には、投票所入場券を郵送します。

投票の方法
投票は投票所入場券を持参のうえ、指定の投票所
（投票所入場券に記載）で行ってください。なお、投票所入
場券を紛失した場合でも投票所の係員に申し出て、再交付を受ければ投票できます。
また、身体の故障等のために自分で投票用紙に記載できない方のために、代わって係員が代筆する代理投票
制度があります。もちろん投票の秘密は守られます。利用される方は、投票所の投票管理者にお申し出てく
ださい。

不在者投票
◇滞在先の選挙管理委員会での不在者投票
⇒旅行や出張等で長期間村外に滞在するときは、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
※ただし、投票用紙の請求や投票後の投票用紙の送付は郵便で行われますので、お問合わせや請求はお早
めに選挙管理委員会までお願いします。
◇病院や老人ホームでの不在者投票
⇒都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院・入所している方は、その施設で不在者
投票をすることができます。利用したい方は施設にお問合わせください。
◇自宅で郵便による不在者投票
⇒身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の基準にあてはまる方や、介護保険の要介護状態区分
が要介護５と記載されている方等は、自宅で投票することができます。
※注意：障がいの程度によってこの制度が利用できない場合があることや、利用にあたっては事前に「郵
便等投票証明書」の交付が必要です。さらに、投票日の４日前までに投票用紙等の交付を請求しなけれ
ばならない等、期日の制限もありますので、お問合わせはお早めに選挙管理委員会までお願いします。
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竜ケ崎税務署から村に感謝状

６月 日、確定申告書等のデータ引継ぎを積極的に
実施したとして、竜ケ崎税務署（山本武幸署長）
から村
に感謝状が贈られました。
データ引継ぎとは、確定申告をする際に、利用者識
別番号を取得して申告をし
ていただくことで、これま
で紙媒体で税務署に引き継
いでいた確定申告書等を電
子データにより送信し、一
連の事務処理の簡素化につ
なげることができるという
ものです。これにより、各
種証明書が提出不要となり、
還付金が早期還付されるよ
うになった他、印刷物が減
少したことによる事務経費
の節減等、申告者と行政の
双方にメリットが生まれま
した。
次回の確定申告も、皆さ
まのご協力をお願いします。
２２

地域の話題を
お待ちしています
■総務課・広報係
☎０２９－８８５－０３４０（内）２０５

スイセンの球根を植えました
スイ

介護を予防し、高齢者がいきいきとした生活を送
活を送
ることができるよう考案されたシルバーリハビリ体
ビリ体
操。このほど、永年にわたりこの体操の指導と普及
と普及
に貢献した実績が認められ、本村シルバーリハビリ
ハビリ
体操指導会の滝下利男さんが県知事賞を、糠賀常子
賀常子
さんが県立健康プラザ管理者賞を受賞されました。
した。
同会は、茨城県が認定した指導士で構成されてお
れてお
り、地域の活性化と高齢者の健康づくりなど、地域
、地域
に密着したボランティア活動で活躍されています。
ます。

６月２５日、チャレンジいばらき県民運動推進員の
連絡会
連絡会である、
「大好き美浦村ネットワーカー協議会
（松本政幸会長）」の皆さんが、花いっぱい事業の一
（松本政
環として、村内有志の方々から分けていただいたス
環とし
イセンの球根を大山地内の村メガソーラー発電所内
イセン
へ植栽しました。
へ植栽
来年春には可憐な花が心を和ませてくれるでしょ
来年
う。開花が楽しみですね。
う。開

民生委員・児童委員に高嶋きみ江氏、佐藤典子氏が就任
高嶋きみ江
令和３年６月１日付けで、高嶋きみ江さんが大山東部地
区、佐藤典子さんが美駒地区の民生委員・児童委員に就任
しました。
民生委員・児童委員は、それぞれが担当する地区におい
て、住民の生活上のさまざまな相談に応じ、行政をはじめ
適切な支援やサービスへの「つなぎ役」としての役割を果た
すとともに、高齢者や障がい者世帯の見守りや安否確認等
にも重要な役割を果たしています。
高嶋さん、佐藤さん、よろしくお願いいたします。

高嶋きみ江

委員

佐藤典子
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藤井康誠さん、馬術団体戦でインターハイへ
美浦中学校出身で、江戸崎総合高等学校馬術部に所属す
る藤井康誠さんは、６月４日から６日にかけて行われたイ
ンターハイ団体の部の予選にあたる、第７２回関東馬術リー
グ戦に出場しました。藤井さんは最優秀選手に選ばれる活
躍でチームを優勝に導き、見事インターハイ出場を手に入
れました。
「最優秀選手に選ばれたことよりも、チームで優
勝できたことが本当にうれしかったです。８月に行われる
インターハイでも優勝を目指します。」
と力強く語ってくれ
ました。
３年間で築き上げたチームワークで、インターハイでも
がんばってください。

第８２回

オークス ユー
ユ ー バーレーベン
バーレーベン号
号

手塚貴久 調教師

第７１回

野島一也 厩務員

５月２３日、東京競馬場で第８２回オークス(芝・２４００m)が行
われ、美浦トレーニング・センター手塚貴久厩舎所属のユーバー
レーベン号が嬉しいＧⅠ初制覇をしました。
レース序盤は中団やや後方で様子をうかがう。少しずつポジ
ションを上げながら、第３コーナーから第４コーナーと回って
いき、馬群の外から前との差を詰めていった。そして、ラスト
２００ｍ付近で先頭に躍り出ると、その脚色は最後まで衰えるこ
とはなく２着に１馬身の差をつけて勝利しました。
担当の野島一也厩務員は、
「普段からやる気がなく、レース前
ですらやる気を感じられず、とても走る馬には見えないんです。
ただ、オークスの時は気持ちが入り、いつもと違っていました。
ターフビジョンでレースを見ていましたが、先頭でゴールを駆
け抜けるのを見たときは、今まで生きてきた中で一番うれしか
ったです。これからもケガをせず、競走馬として全うしてくれ
ればと思います。」
と語ってくれました。現在は秋に向けて休養
中とのことですが、今後のさらなる活躍が楽しみです。

安田記念 ダ ノ ンキングリー号

６月６日、東京競馬場で第７１回安田記念(芝・１６００ｍ)が行
われ、美浦トレーニング・センター萩原清厩舎所属のダノンキ
ングリー号が優勝しました。
レース中盤までは馬群で脚をため、最後の直線で外に持ち出
されるとしぶとい末脚がさえわたりました。ゴール前では内か
ら強力なライバルが猛追してきたが、アタマ差をしのぎきり、
先頭でゴールしました。通算７回目のGⅠ挑戦で、悲願の初タ
イトルをつかみ取りました。
担当の松山直樹厩務員は、
「若い時はやんちゃな面もありまし
たが、最近は周りに影響をうけることもなく、落ち着いてレー
スに臨んでいます。結果はラジオで知りました。接戦だったこ
ともあり、正直その時は勝ったかがわかりませんでした。周り
からおめでとうと言われて本当に勝ったんだなと実感しました。
勝てたことは当然嬉しかったが、それ以上にやっとこの馬が強
いことを証明できたことに安心しました。」
と語ってくれました。
諦めずに挑戦し続けるその姿に多くの人が感動し、勇気づけら
れたレースでした。

萩原

清

調教師

松山直樹

厩務員

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、厩舎には訪問せず電話による取材とさせていただいております。
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現況届・所得状況届を出しましょう

児童扶養
養手当・特別
手 当・特別児童扶養手当
児童 扶養手当
■児童扶養手当とは？

離婚・死亡・遺棄等の理由で、父または母と生計を共にしていない児童
の健やかな成長と生活の安定、自立を促進するための手当です。

■特別児童扶養手当とは？

精神、知的または身体に一定の障がいがある２０歳未満の児童の福祉の増
進を図ることを目的とした手当です。

※それぞれ所得制限等の支給要件があります。詳しくはお問い合わせください。

「現況届」
「所得状況届」をお忘れなく！！

すでに認定を受けている方も、毎年８月末日までに
「現況届（児童扶養手当受給者）
」
「所得状況届
（特別
児童扶養手当受給者）」を提出しなければ、８月分以降の手当が受けられなくなってしまいます。
これらの届は、前年の所得および支給要件を確認し、継続支給の有無を判断する目的で提出していた
だくものです。現在手当を受給している方（支給停止者を含む）を対象に、届出用紙をお送りしますの
で、関係書類を添えて下記の窓口に提出してください。

と

み

ほ

ほ

でみず

か

ははご

文

芸

のどか

正調俚謡 日和吟社 字結び「 梅・雨」（一 字 以 上 読 み 込 む こ と ）

せ

梅雨の大雨熱海の被害黒い濁流目をおおう
雨にきらめくあじさい道を揺れて七色児童傘
梅の塩味程好くきいて婆も頷く出来の良さ
雨が上がって青空映す飛んで跨いだ水たまり
山を削った豪雨の出水街を呑み込む土石流
雨の朝には色とりどりの傘の花咲く通学路
梅のつけこみ健康長寿母御自慢の塩加減
雨に煙った筑波と霞浦に心ほのぼの名画見る
今日も雨よと女房の声にふとん抱えてまた眠る
青葉若葉にそぼ降る雨は蛙鳴く声日々長閑
梅は花見に身は梅干しに痛む頭にゃこめかみに
傘に長靴喜ぶ孫は梅雨に生まれた蛙好き
急な雷雨に駆け込むカフェで濡れた体にホットティー
瓶に青梅氷の砂糖甘く溶け合う夏を待つ
雨に鮮やかいろとりどりに咲いた紫陽花今日の色
老いを受け入れ無理せず生きよ癒やし和ます涙雨
梅雨の列島雨又雨で朝の散歩も休みがち
梅の果実に冷たい雨が日毎注いで伸び育つ
瀬戸内海で爆沈戦艦「陸奥」と父も藻屑に瀬戸の雨
五輪開催観客なしか仰ぐ筑波も梅雨曇

木村幸子
上野八千代
飯塚筑風
関根秀子
田島草実
山岡亜子
増尾青蓮
小薗江久美
山﨑泰弘
山岸錦洋
酒川夢花
沼嵜朋香
山崎笑子
石戸葎華
篠原美千代
門脇悠美
高橋一歩
井戸賀龢道
長谷川悦子
塚本夏雲
伊藤葉子

（五十音順）
あ お ば ず く

なつこだち

ころもがえ

梅雨とコロナでうつなる時も趣味で乗り切り過ごす日々
七月の俳句（題 当季雑詠）

たんす

青野安佐子
石毛恵美子
市川紀行
海道民子
木澤はしめ
小林美佐恵
高柳幸子
田島早苗
中島輝子
長田敏笑爽
増尾尚子
松本秀子
よしきり

青葉木菟さみしさ深む独りの夜
つくばねに抱かれし浦や花菖蒲
もろきゅうにトロロ付けたり妻の酒
断捨離も簞笥に戻す更衣
長生きをし過ぎ嘆くや八十路夏
草を引く手元にねじ花２本立つ
母を待つ子に葭切の鳴き猛る
薫風を窓一杯にオンライン
アオサギのオブジェのごとき畦にいて
朽ち庭に青紫陽花の毬ひとつ
修行寺の若き日の父夏木立
向日葵は余所見苦手か日に向う
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児童扶養手当 教育委員会子育て支援課☎０２９－８８５－０３４０
（内）
２３１
特別児童扶養手当 役場福祉介護課☎０２９－８８５－０３４０
（内）
１１４
◎問合せ・窓口

～国民健康保険（国保）は、加入者の皆さんで支え合う相互扶助の制度です～

みんなで支え合う国民健康保険
■問合せ

国民健康
保険

国保年金課国保係☎０２９－８８５－０３４０
（内）
１１６

国民健康保険税を納めずにいると…
督促・催告があります 村から督促や催告を受けたり、未納額に延滞金が加算される場合があります。
督促後も滞納が続いたとき 有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。短期被保険者証とは、
国保税の滞納が１年未満の場合に交付される有効期間の短い被保険者証です。給付は受けられますが、
期限切れごとに被保険者証の交付を窓口で受けることになります。また、そのつど国保税を納めていた
だきます。
１年以上滞納が続いたとき 被保険者証を返還していただき、代わりに「被保険者資格証明書」が交付
されます。被保険者資格証明書は、国保の被保険者の資格があることを証明するだけで、被保険者証の
ような効力はありません。しかし、資格が無くなるわけではないので国保税は課税されます。
なお、医療費はいったん全額を自己負担でお支払いいただいた後、村に申請していただくことにより、
本来の自己負担分を差し引いた額が国保から支給されます。
１年６カ月以上滞納したら 高額療養費、葬祭費等を含めたすべての保険給付が一時差し止められます。
また、差し止められた保険給付額が、滞納している国保税に充てられる場合があります。
◇資格証明書から通常の被保険者証に戻るためには…
次のいずれかの要件に該当すると、資格証明書から通常の被保険者証に戻ります。
・滞納している国保税をすべて納めた場合
・滞納額が著しく減少した場合
・滞納の事情が国保に認められた場合

国民健康保険税（国保税）の納付が困難な状況となった場合には、お早めにご相談ください。

村の総合健診を受診されていない方は…

医療機関で特定健診を受けることができます
■自己負担額 無料
■対象者 国民健康保険被保険者で、４０～７４歳の方
＊令和４年３月３１日までに４０歳に到達する方～７５歳の誕生日前までの方となります。
＊今年度すでに村の総合健診または人間ドック・脳ドックを受診した方、受診予定の方は受診でき
ません。
■受診できる医療機関 県内の一部医療機関＊詳細は役場国保年金課までお問い合わせください。
【村内で受診可能な医療機関】※事前予約が必要です。
・競馬共助会みほクリニック
（美浦村美駒２５００－２）
０－２）☎０２９－８８５－１８１３
・美浦中央病院
（美浦村宮地５９６）☎０２９－８８５－３５５１
■受診方法 医療機関の受診前に、国保年金課窓口で申請をし、医療機関健診受診券交付を受けて
ください。その後、医療機関に予約をし、受診当日に医療機関健診受診券と保険証を持参して受
診してください。
■受診可能な期間 令和４年３月３１日（水）まで
※特定健康診査の結果は健診機関を通じて村に報告され、必要に応じて特定保健指導に活用されます。
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「自分だけは大丈夫」と

思っていませんか？
消費生活に関する
問合せ・相談は消費
生活センターへ

消費者
者ト
ト ラブ
ラブルは
悩ま
まず
ず 早 めに相
め に 相 談 を！

子ども
サ ポ ー ト 情 報 「転売」で稼ぐ！？ 簡単にはもうかりません
友人から、ネットビジネスで稼げる話があると誘われ、カフェに行った。
そこで会った男から「仕入れたものをネットオークションやフリマサイトで転売すればもうかる。まず
は、５０万円払ってノウハウを学ぶ必要がある」
と言われた。
「お金がない」と言うと消費者金融に連れてい
かれ、指示されるままに借金をし、その場で渡した。その後、数回男からノウハウを聞いたが、役立つ
内容ではなかった。解約して全額返してほしいが、連絡が取れなくなった。
（大学生 女性）
【ひとこと助言】
インターネット通販などで仕入れた商品を、フリマサイトやネットオークションで販売する「転売ビジ
ネス」のトラブルが寄せられています。もうけるためのノウハウ、サポート、会員登録などで高額な費
「簡単にもうかる」
「すぐに元が取れる」などと説明されても、安易に
用が必要と言われたら要注意です。
信用せず、必要なければきっぱり断りましょう。
「お金がない」と断ると、借金をするように勧められ、
断り切れなくなる場合があります。
「契約しない」
「やらない」と明確に伝えましょう。
～国民生活センター「子どもサポート情報」より引用・抜粋～

見守り
新鮮情報

補聴器の購入は慎重に！

《事例１》補聴器の店で、耳かけ型の補聴器を借りて試用した。後日、再度店舗に行くと、突然耳あな型
の補聴器を勧められ、約５０万円で購入したが、食事の際、かむ音が我慢できないほどうるさい。
補聴器を交換したい。
（７０歳代 女性）
《事例２》眼鏡店で受けた聴力測定結果から「早めに補聴器をつけないと認知症になりやすい」と言われ、
約４
０万円でその場で購入した。しかし後日、専門医に測定してもらうと、補聴器は必要ないと
言われた。
（６０歳代 女性）
【ひとこと助言】
補聴器を購入する前には、自分の「聞こえ」の状態や補聴器が必要かについて、まずは専門医の診断を
受けましょう。購入前・購入後の聞こえの調整や、定期的な清掃などのアフターケアが重要であるため、
専門性があり、メンテナンス体制の整った販売店で購入することが大切です。
「聞こえ」が十分でない高
齢者は、販売員とのコミュニケーションが難しい場合があります。購入時には、家族など周りの人にサ
ポートを求めましょう。通信販売を利用する際は、購入後のお試し期間の有無、返品条件などを確認し、
慎重に判断しましょう。
～国民生活センター「見守り新鮮情報」より引用・抜粋～

司法 書 士による無 料 相談
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消費生活に関する相談は

司法書士会より司法書士相談員が派
遣され、登記・相続・消費生活に関す
る相談が無料で受けられます。相談の
２日前までにご予約下さい。

◇村消費生活センター（消費生活相談全般）☎８８５－７
５－７１４１
（直通）
月・水・木・金 午前９時～正午、午後１時～４時
（相談の受付は、午前は１１時３０分、午後は３時３０分まで。
）

【開催日時】９月３日（金）午前９時３０分
から１１時３０分まで
【会場・受付】美浦村消費生活センター

◇消費者ホットライン（全国共通）☎１８８※３桁で繋がります。
◇県警悪質商法１１０番（訪問販売や悪質業者に絡む各種相談）
午前８時３０分～午後５時１５分 ☎０２９－３
９－３０１－７３７９

広報みほ

令和３年８月号

※相談員が不在の場合がありますので、電話でご確認ください。
い

や

や

■問合せ
中央公民館図書室☎０２９－８８５－８４４２
■インターネット蔵書検索
パソコン https://www.lics-saas.nexs-service.jp/m
iholib/webopac/index.do
スマートフォン https://www.lics
-saas.nexs-service.jp/miholib/spopac/
index.do

■開館時間

スマホ

図書室便り

午前９時～午後５時（水曜日のみ午後７時まで延長）

青少年読書感想文全国コンクール課題図書について
７月～８月の間は次の条件での貸出になります。
・村内在住の方のみ貸出できます。
・貸出期間は１週間です。
たくさんの方が読めるよう、ご協力をお願いいたします。

読書イベント開催のお知らせ

９月の図書室カレンダー
日

５

月

火

６

休

７

水

木

金

土

１

２

３

４

８

９

１０ １１

７ １８
１２ １３ １４ １５ １６ １
休

雑誌購読アンケート実施中
来年度以降の購読の参考とさせていただくために、
アンケートを実施しています。
◇期間 ８月２
９日
（日）まで

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５
休

休

休

２６ ２７ ２８ ２９ ３０
休

休

※月曜・祝日・毎月最終火曜日は休室

子供向けスタンプラリー
スタンプを集めてプレゼントをゲットしよう
◇対象 未就学児～中学生
◇期間 ８月３日（火）～１２月２６日
（日）

夏休みの宿題お助けコーナー設置中
工作や自由研究のアイデア集、作
文の書き方など、様々なお助け本
を用意しています。ぜひ、ご利用
ください。

お話し会「虹」の皆さんによるお話し会を
行います。
読んでほしい本がありましたら、当日で
も構いませんのでリクエストしてくださ
い。自宅の本の持ち込みも可能です。
日時 ８月２１日（土）午前１１時～
会場 中央公民館１階 創作室
お話し会に参加される際は感染症拡大防
止対策のため、検温・連絡先のご記入に
ご協力いただく場合がございます。ご了
承ください。

蔵書検索システム停止のお知らせ
◎８月１６日（月）終日 ※図書室閉室日
システムメンテナンスのため、当日はホームページから
の蔵書検索・資料予約ができません。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い
いたします。
図書室およびイベント等の取り扱いについては、新
型コロナウイルス感染症対策の状況に応じて変更・
中止になることがございます。
最新の情報につきましては、村公式ホームページを
ご確認いただくか、図書室までお問合せください。

11
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ブックスタートとは、地域や家族みんな
で赤ちゃんが絵本と出会える環境作りを
応援する運動です。健診の待ち時間に、
かわいい絵本の入った「ブックスタート
・パック」をお渡ししています。
日時 ９月２７日（月）午後１時～
会場 保健センター
対象 ４カ月児健診を受診する親子

なくそう！いじめ・体罰・虐待

健やかづくり
For your healthy life

悩まず相談してください

■問合せ 健康増進課
☎０２９－８８５－１８８９

学校で「いじめ」をうけて学校に行きたくない。親から虐待されている、でも、先生や親には言えない、誰に
相談していいかわからない。もしもそんな苦しみを抱えていたら、一人で悩まずに、
「子どもの人権１１０番」
にお電話ください。みなさんのお話しを聞いて、どうしたらいいか一緒に考えます。

全国一斉
『子どもの人権１１０番』強化週間
ぜろ

(全国共通・無料)
フリーダイヤル

０１２０ ー

ぜろ

なな

の

ひゃくとうばん

００７ーー１１０
００７

８月２７日(金) ▶ ９月２日(木)
平日：午前８時３０分～午後７時
土日：午前１０時～午後５時
※通常は平日、午前８時３０分～午後５時１５分

子どもの人権ＳＯＳ
Eメールもあるよ

人権イメージキャラクター
人ＫＥＮまもる君・人ＫＥＮあゆみちゃん

▷子どもの人権１１０番とは
いじめや体罰、親による虐待といった、子どもをめぐる人権問題は、周囲の目につきにくいところで発生
していることが多く、また子ども自身も、その被害を訴えるだけの力が未完成であったり、適切に相談で
きる大人がいなかったりする場合が少なくありません。
このような子どもの発する信号をいち早くキャッチし、その解決に導くための相談を受け付ける専用相談
電話であり、子どもだけでなく、大人もご利用可能です。相談は、法務局職員または人権擁護委員がお受
けします。相談は無料、秘密は厳守します。
診療時間：午前９時～午後４時 ※都合により当番医を変更することがあります。
お問合せ先：なるしま内科医院 ☎０２９－８６９－４８２０

休 日 当 番 医
２２日 美 浦 中 央 病 院
（日） 宮 本 病 院

8 ２9日 さ か え 医 院 阿見

☎０２９‐８８８‐２６６２
☎０２
９‐８
９２‐０２６２

（日） 江 戸 崎 眼 科

９月の
乳幼児健診

稲敷

７日（月）
４カ月 ９月２
児 令和３年４～５月生

３歳児

５日 森 脇 整 形 外 科
（日） いなしきクリニック

阿見
稲敷

☎０２９‐８４３‐７８８８
☎０２９‐８９２‐３３７２

9 １2日 あみ小林クリニック 阿見
（日） 鈴木クリニック

稲敷

☎０２９‐８８８‐２２００
☎０２９‐８９２‐３６４０

１９日 阿見第一クリニック
（日） 古 橋 医 院

阿見
稲敷

☎０２９‐８８７‐３５１１
☎０２９９‐７８‐３７７０

月

☎０２９‐８８５‐３５５１
☎０２
９９‐
７９‐２１１４

月

美浦
稲敷

９月１
３日（月）
平成３
０年６～７月生

※新型コロナウイルス感染防止のため、日時が変更になる場合があります。

２
４時間 救急電話相談 ☎
２
☎
迷ったら！

子ども ♯８０００
おとな ♯７１１９

広報みほ
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固因子障害等医療受給者証
のいずれか一つ

◇主催 オレンジカフェを推
進する会
◇日時 ８月 日（金）午後１
時 分〜３時 分（受付午
後１時〜）
◇場所 美浦村老人福祉セン
ター（美浦村木原１５０
２）
◇内容
①落語会：好文亭梅朝氏
②福祉専門職による相談会
◇参加費 無料
◇定員 先着 名
定
（村内在住・在
※員で締切。
勤者優先）
◇申込・問合せ 美浦村社会
福祉協議会☎０２９ ８８
５ ００３８

－

％③１・５％
◇限度 ①１００万円まで②
万円まで③１００万円ま
で ※
別途保証料率年０・７
％あり
◇お申込みいただける方 以
下のすべて条件を満たす方
・勤労者の方
・県内に原則として１年以上
居住又は勤務している方
・現在の勤め先に原則として
１年以上継続勤務している
方
・前年税込年収１５０万以上
の方
◇問合せ お近くの中央労働
金庫（県内）または県労働政
策課☎０２９ ３０１ ３
６３５

梅朝基礎落語

２９１

14
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２７

勤労者向け融資制度

－

難病患者支援費の
新型コロナウイルスの影響
※
により、受給者証の有効期
間が延長されている場合は、
その延長の対象となってい
る受給者証をお持ちくださ
い。
・印鑑
・新規・口座変更の場合は振
込先口座の通帳の写し
◇申請受付期間
（９月支給分）
８月２日（月）〜 日（火）
土・日・祝日を除きます。
※
◇支援額 月額３０００円
申請者個々の金融機関の口
※
座に振り込みます。
◇申請・問合せ 役場福祉介
護課

オレンジカフェ
（認知症カフェ）

５０

好文亭梅朝さんの落語で楽
しいひと時をすごしましょう。
事前に申し込みが必要です。
※
◇日にち ９月５日（日）
◇時間 午後１時３０分から
◇場所 文化財センター
◇人数
名
◇申込受付 ８月３日から
◇申込・問合せ 文化財セン
ター☎０２９ ８８６ ０

－

－

３０

１５

県では、中央労働金庫と提
携して、勤労者等の生活の安
定を図るため、生活資金等を
低利で融資しています。融資
要件など、詳細はお問い合わ
せください。
◇対象 ①勤労者②失業者③
育児・介護休業者
◇使途 ①冠婚葬祭・医療教
育費用等②生活資金③生活
資金
◇金利 ①１・６％②１・２

－

－

３１

オレンジカフェとは、認知
症の人やその家族、専門職や
地域住民がお互いに交流した
り、情報交換をしたりするこ
とを目的として開催されるカ
フェのことです。息抜きがで
きたり、相談することで気持
ちが楽になったりします。ぜ
ひご参加ください。
要予約。
※

２０

３０

－

ご案内（９月支給分）
村では、難病患者の方に対
し「難病患者支援費」を年２回
支給（４〜９月分を９月支
給・ 〜３月分を３月支給）
しています。申請手続きはそ
の都度必要ですので、支給の
対象となる方は、申請期間中
に役場福祉介護課で次のとお
り申請してください。
◇支給対象者 次のすべての
要件を満たす方
・村内に居住し、住民基本台
帳に記録されていること。
・指定難病特定医療費受給者
証、一般特定疾患医療受給
者証、小児慢性特定疾病医
療受給者証、先天性血液凝
固因子障害等医療受給者証
のいずれかの交付を受けて
いること。
・第一種社会福祉事業の施設
に入所していないこと。
・生活保護法による扶助を受
けていないこと。
◇申請に必要なもの
・指定難病特定医療費受給者
証、一般特定疾患医療受給
者証、小児慢性特定疾病医
療受給者証、先天性血液凝
１０

（広告欄）

ら９月

日（月）まで

県の営業時短要請
に伴う一時金

－

障害者雇用優良企業募集

－

期間内必着
※
◇定員
名
定員を超えた応募があった
※
場合は抽選（在職者優先）。
《共通事項》
◇申込方法 士浦産業技術専
門学院ホームページの「ス
キルアップセミナー」のペ
ージから電子申請によりお
申し込みください。
◇受講料 ３０４０円
◇問合せ・申込み 茨城県立
士浦産業技術専門学院（〒
３００ ０８４９土浦市中
村西根番外 番１７９）☎
０２９ ８４１ ３５５１、
ＦＡＸ０２９ ８４１ ４
４６５（ http://t-gakuin.
）
ac.jp/
５０

－

茨城県では、多くの県民の
みなさんが障害者雇用を理解
し、障がいのある方々がいき
いきと働くことができる社会
の実現をめざし、障害者雇用
に積極的に取り組む企業等を

２５

２３

１３

２０

－

２６

１０

３０１０

「茨 城 県 障 害 者 雇 用 優 良 企 業」

として認定し、ホームページ
等で公表しています。
主な認定基準は、①茨城県
内に本社があること、②障害
者法定雇用率を達成している
こと、③働きやすい職場環境
を整備していること、などで
す。詳しい内容や申請方法は、
県労働政策課のホームページ
をご覧ください。
多くの企業のみなさまのご
応募をお待ちしております。
◇問合せ 茨城県労働政策課
技能振興Ｇ☎０２９ ３０

事業者
例：飲食料品卸売業、おし
ぼりなどの供給者など
▼外出自粛要請により直接的
な影響を受けた、主に対面
で個人向けに商品やサービ
スを提供する事業者
例：イベント業、小売業、
宿泊業、旅客運送業、理・
美容業など

１〜２月分の一時金を受給
※
した方も対象。
営業時間短縮要請を受けた
※
飲食店は対象外。
◇主な要件
・県内に本店または主たる事
業所があること
・令和３年４月から６月のい
ずれかの月の売上が、対前
年（または前々年）同月比で
％以上減少していること
白色申告の個人事業者は前
※
年（または前々年）の月平均
の売上と比較してください。
◇支給額 １事業者あたり一
律 万円（１回限り）
◇申請期間 令和３年８月
日（火）まで
当日消印有効。
※
◇問合せ 県事業者支援一時

金相談窓口☎０２９ ３０
１ ５５５８（平日午前９
時〜午後５時）

（広告欄）

２０

２３

１０

－

県からの営業時間短縮要請
および外出自粛要請の影響を
受け、売上が大きく減少した
事業者に一時金を支給します。
◇支給対象 以下のいずれか
に該当する中小企業および
個人事業者
▼営業時間短縮要請に協力し
た飲食店と直接取引がある

令和３年８月号

広報みほ
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１ ３６５６、メール（ ro
）
usei5@pref.ibaraki.lg.jp

筆記試験対策
◇実施日時 ９月 日（日）、
日（土）、 日（日）
＊全３日間（午前９時〜午後
４時）
◇申込期限 ８月 日（火）
期間内必着。
※
◇定員
名
定員を超えた応募があった
※
場合は抽選（在職者優先）。
◎アーク溶接特別教育
◇内容 労働安全衛生法に基
づく特別教育
◇準備物 作業着など
◇実施日時
月５日（火）、
６日（水）、７日（木）
＊全３日間（午前９時〜午後
５時）
◇申込期限 ８月２日（月）か
ら８月 日（月）まで
期間内必着
※
◇定員
名
定員を超えた応募があった
※
場合は抽選（在職者優先）。
◎第一種電気工事士受験対策
（技能）
◇内容 第一種電気工事士受
験対策（技能）
◇実施日時
月 日（土）、
日（士）、 日（土）
＊全３日間（午前９時〜午後
４時）
◇申込期限 ８月 日（月）か

－

◎

令和３年度在職者
訓練受講生募集
第二種電気工事士受験対策
（筆記）Ｂ
◇内容 第二種電気工事士の

３１

３０

２０

－

－

１９

１７

１６

２３

－

茨城県知事選挙
投票日：９月５日（日） 時間：午前７時～午後６時
公共機関等お問合せ一覧
各種相談
☎０２９－８８５－０３４０
☎０２９－８８５－６５１１
同上プラザ内
☎０２９－８８５－４４５１
☎０２９－８８５－８４４２
☎０２９－８８６－０２９１
☎０２９－８８５－６７１１
☎０２９－８８５－１８８９
☎０２９－８８５－０７２０
☎０２９－８８５－０５９７
☎０２９－８８５－１０６４
☎０２９－８８５－１５４９
☎０２９－８８５－４４８８
☎０２９－８８５－００３８
☎０２９－８８５－８８８５
☎０２９－８８５－７０８０
☎０２９－８８６－０００７
☎０２９－８８５－７１４１
☎０２９－８８５－２２５０

防災行政無線の放送内容の
自動電話案内サービス
放送内容が聞き取りにくかった場合、音
声で放送内容を確認できます。

☎ ０２９－８
０２９－８８
８５－０
５－００
０１
１０
美浦村防災メール
災害等に関する緊急情報等を
メールで受け取ることができ
ます。ホームページか、右の
ＱＲコードから登録できます。

８月の納税
納期限は８月３１日（火）
です。
村
県
民
税 （２期）
国 民 健 康 保 険 税 （２期）
介 護 保 険 料 （２期）
後期高齢者医療保険料 （ ２ 期 ）
（広告欄）
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令和３年８月号

弁護士による
法律相談

日時

心配ごと
相談

日時

美浦村社会福祉
協議会主催

９月２２日（水）午後１時３０分～４時

※９月１日（水）午前８時３０分より申込受付。

９月６日（月）、２７日（月）
午後１時～３時

※予約は随時受付。

申込 社会福祉協議会☎０２９－８８５－００３８
会場 老人福祉センター☎０２９－８８５－７０８０
学校生活、子育てなどで悩みがあるときはご相談ください。

▼

美 浦 村 役 場
みほふれ愛プラザ
子育て支援センター
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
保 健 セ ン タ ー
美浦水処理センター
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
デイサービスセンター
老人福祉センター
シルバー人材センター
消費生活センター
美 浦 村 商 工 会

教育相談
美浦村教育相談
センター

行政相談
（予約不要）

障がい者
相談
（予約不要）

個別健康
サポート相談
（要予約）

電話相談・来所相談・訪問相談
開所時間 月～金曜日
午前９時～正午、午後１時～４時
相談・予約 光と風の丘公園クラブハウス内
☎・ＦＡＸ ０２９－８８５－７７８８
国の仕事のことなどで困ったときはご相談ください。

日時
会場

８月２７日（金）午前１０時～正午
役場１階住民相談室

身体・知的障がい者やご家族の悩み事等何でもご相
談に応じます。

日時
会場

８月１６日（月）、９月１３日（月）
午後１時～３時
みほふれ愛プラザ

健康づくりについてお気軽にご相談ください。

日時 ９月１日（水）午前９時３０分～
※一人１時間程度
申込・会場 保健センター☎０２９－８８５－１８８９

平日、住民課窓口に来られない方へ
◎住民課窓口時間延長
毎月第２・第４水曜日の午後５時１５分～７時に実施します。
・８月・９月の実施日 ８月１１日・２５日、９月８日・２２日
・取扱業務 各種証明書の発行、印鑑登録、パスポートの交付、
戸籍届書の預かり、マイナンバー（個人番号）カードの交付、
電子証明書の更新
※転入・転出・転居等の住民登録業務は取扱いできません。
◎住民票の写し・印鑑登録証明書の休日交付（電話予約）
事前に平日・午前８時３０分～午後５時までに電話予約をい
ただくと、土・日・祝日に証明書を受け取ることができます。
※ご予約の際は証明書を受け取りにくる方がお電話ください。
◇問合せ 役場住民課

美浦村メガソーラー発電量
６月の発電量 ２６６，
８５１ｋWh

３５３ｋWh
累計（今年度）８７１，

令和３年８月号・№７１３

令和３年度

みほ文化講座

生涯学習課
（中央公民館内）では、９月から始まる「みほ文化講座」の受講生を募集します。
詳細は８月３日（火）の新聞折込チラシ・村ホームページをご覧いただくか、生涯学習課へお問合せください。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、状況によっては講座計画を延期または中止とすることがございます。あらかじ
めご了承ください。

編集・発行／美浦村役場
総務部総務課広報広聴係

ＮＥＷ
美ボディめざして
【美浦ゼミ】
コアトレ × ストレッチ ピラティスボクササイズ

オハナ・フラダンス

【美浦ゼミ】 ＮＥＷ
親子講座
いろんな遊び方講座

プラーナ・ヨーガ

木曜日／１０：３０～１１：３０

木曜日／１０：３０～１１：１５

木曜日／１３：３０～１５：００

日曜日／１０：３０～１２：００

水曜日／１４：００～１５：１５

開講日 ９月１６日（木）
回数 １０回／募集 １０名
受講料 ２，
０００円
会場 中央公民館和室

開講日 ２月１０日（木）
回数 ３回／募集 １０名
受講料 ６００円
会場 中央公民館和室

開講日 ９月１６日（木）
回数 １０回／募集 １０名
受講料 ２，
０００円
会場 中央公民館ホール

開講日 ２月６日（日）
回数 ５回／募集 5組
受講料 １，
０００円
会場 中央公民館和室

開講日 ９月２２日（水）
回数 ５回／募集 １０名
受講料 １，
０００円
会場 中央公民館和室

ＮＥＷ

ＮＥＷ

韓国の家庭料理

ＮＥＷ
「抹茶で楽しい
ひと時を」表千家茶道

ＮＥＷ

気になるコリや痛み
が無くなると病気は
未然に防げる

〒３００－０４９２ 茨城県稲敷郡美浦村受領１５１５
ＴＥＬ０２９
（８８５）
０３４０ ＦＡＸ０２９
（８８５）
４９５３
https :/ / www.vill.miho.lg.jp/

いけ花入門

男の大正琴

日曜日／１０：００～１１：３０

火曜日／１３：００～１５：３０

土曜日／９：３０～１２：３０

日曜日／１３：３０～１５：３０

水曜日／１０：００～１１：３０

開講日 ９月１９日（日）
回数 １０回／募集 ６名
受講料 ２，
０００円
会場 中央公民館創作室

開講日 ９月１４日（火）
回数 １０回／募集 １０名
受講料 ２，
０００円
会場 中央公民館学習室

開講日 １０月２３日（土）
回数 ８回／募集 １０名
受講料 ２，
０００円
会場 中央公民館調理室

開講日 １０月１０日（日）
回数 ７回／募集 ７名
受講料 ２，
０００円
会場 中央公民館和室

開講日 １０月１３日（水）
回数 １０回／募集 １０名
受講料 ２，
０００円
会場 木原多目的・和室

庭木剪定講座

ＮＥＷ
郷土史講座
知られざる美浦の歴史

脳の若返り ＮＥＷ
トレーニング講座

手びねり陶芸

ＮＥＷ
《夜間》
英会話入門基礎編

日曜日／９：００～１２：００

火曜日／１４：３０～１６：３０

水曜日／１３：００～１４：００

水曜日／１０：００～１２：００

日曜日／１８：３０～２０：３０

開講日 ９月１９日（日）
回数 １０回／募集 １０名
受講料 ２，
０００円
会場 中央公民館学習室

開講日 ２月１日（火）
回数 ４回／募集 １０名
受講料 １，
０００円
会場 中央公民館学習室

開講日 １０月６日（水）
回数 １０回／募集 １０名
受講料 ２，
０００円
会場 中央公民館視聴覚室

開講日 ９月１５日（水）
回数 １０回／募集 １０名
受講料 ２，
０００円
会場 中央公民館創作室

開講日 ９月１２日（日）
回数 １０回／募集 １０名
受講料 ２，
０００円
会場 中央公民館会議室

ＮＥＷ
からだと
心を整えるヨガ
火曜日／１３：３
０～１４：３０
開講日 １０月５日（火）
回数 １０回／募集 １０名
受講料 ２，
０００円
会場 中央公民館和室

ＮＥＷ

ＮＥＷ

災害学習講座

プログラミング講座

開講日 １０月１７日、
１１月２０日、
１２月１９日
時間 １３：３０～１５：００
募集 親子５組
受講料 １，
０００円
会場 中央公民館研修室、創作室

開講日 １２月１１日（土）
時間 １３：３０～１５：００
募集 親子５組
受講料 １，
０００円
会場 中央公民館創作室

ＮＥＷ

※申込が定員を超えた場合は「①初めて申込
をした村内居住者、②受講が２回目（２年
目）となる村内居住者、③村内に勤務する
村外居住者」の順に優先され、同条件の方
が出た場合は抽選となります。
※受講希望者が５人に満たない講座は開講し
ません。
※内容については全て予定ですので、予告な
く変更する場合があります。

令和３年７月１日現在の人口と世帯数
男７,６６２ 女７,１８２ 計１４,８４４（前月比－１８）
世帯数６,７３１（前月比＋２）

◇申込期間 ８月３日（火）～１５日（日）午前９時～午後５時（月曜日・祝日は休館）
◇申込方法 申込書（中央公民館に設置）に必要事項を記入して、
中央公民館へ提出してください。
＊電話による申込はできません。また、未成年の方は保護者の同意が必要です。
■申込・問合せ
◇受講対象 初心者の方（講座によっては年齢制限有り）
生涯学習課（中央公民館内）
◇受 講 料 初回開講日に徴収（講座によっては別途材料費等の自己負担有り）
☎０２９－８８５－４４５１＊月曜・祝日休館
＊開講後は、受講料の返金はいたしません。

（広告欄）広告に関する一切の責任は各広告主に帰属し、村がその内容について推奨等をするものではありません。

