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◆誓いの言葉◆

戊長してい‑事を宣言し､誓いの言葉とさせて頂きます｡

私達は､これから戊人としての自覚を持ち一歩ずつ確実に

ご指導ご助言頂けます様に宜しくお願い致します｡

ですが､まだまだ未熟な私達ですので､どうぞこれからも

り､人として戊大していける様に日々精進して参ります｡

てはなりません｡そして､常に感謝の気持ち､相手を思いや

これからは､社会人として恥ずかしくないよう行動しなく

して扱われるという事です｡

しかし､戊人となったという事は､社会から大人の一員と

すが､また実感がわかないというのが五五な所です｡

今日の戊人の日を迎え､この春から社会へ出て行くわけで

いただき身が引き締まる思いがいたします｡

只今､町長をはじめご来賓の皆様からの心温まるご祝辞を

の皆様に深く感謝しております｡

や先生方､そしてこの様な盛大を式典を催して下さった地域

く思います｡今日まで温かく見守り続け､支えてくれた家族

本日､ここに晴れて戊人の日を迎えることができ大変嬉し

高松小帆理さん
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今日から､成人として認め

す｡

あるんだと改めて感じていま

経験が活かされ､今の自分が

の様な盛大な式典を催してい

本日は､私たちのためにこ

た友人や先生方｡学校の登下

とき､笑顔で挨拶してくださっ

に初めて河内中学校へ行った

の地域の皆様でした｡夏休み

いてくれたのか友人や河内町

し､その不安な思いを取り除

不安でいっぱいでした｡しか

友達と仲良くなれるのかなど

町に慣れることができるのか､

せいもあるのか､自分がこの

に来たとき､初めての転校の

たと思います｡最初に河内町

と別れが多かった二十年間だっ

責任を持てるようになりたい

果たし､自分の言動や行動に

いろいろな義務や権利などを

わかりません｡しかし､私は

会にどこまで貢献できるかば

分の力を最大限に生かし､社

りません｡自分がどこまで自

世の中と向き合わなければな

ません｡そして､この厳しい

社会に目を向けなければなり

で以上に社会の一員として､

く立場になりました｡これま

うになり､社会に貢献してい

な義務や権利が与えられるよ

は苦しいことや行き詰まる事

られることになります｡社会

ただき､誠にありがとうござ

校の時､笑顔で声をかけてく

と思います｡

できました｡その一つ一つの

しを受け､乗り越えることが

いうことでした｡今が辛くて

の気持ちや笑顔を忘れずに生

えてくださった皆様への感謝

̀}̀

あるのだと実感致しました｡

も次がある､ずっと悲しい顔

きていきたいと思います｡

‑ ‑

しれませんが､自分なりに日々

これもこれまで私たちの成長

をしていたらその幸せも逃し

自分の力を少しでも社会に

の一員として責任や義務を果

絵里さん(第2分館)

たしていくことが必要になり､

います｡このように晴れて成

ださった地域の皆様｡大変嬉

さいました先生方や家族､地

成長し､誰にも恥じる事ない

を温かく見守り､いつもそば

てしまう｡笑顔は大切にしな

笑顔を忘れないことを目標に､

貢献することや感謝の気持ち､

角田

自分の行動にも責任を持たな

人式を迎えられたことができ

しかったのを今でも覚えてい

学んできたことを大切にし､

もありましたが､周囲の励ま

ければいけません｡また､選

て大変嬉しく思います｡今回

ます｡そして､地域の皆様の

日々成長し成人として恥じな

◆二十歳の掟､言◆

挙権が与えられ､政治に参加

の依頼を

いような大人になれるように

.1小¥(

本日は､私達のために､こ

する立場となり､社会問題に

の

の二十年間で一番学んだこと

温かさを感じました｡私がこ

努力していきたいです｡そし

糊〃動艶物

のような盛大な式典を催して
も目を向けなければいけませ

受け､改めて自分が歩んでき

は､どんなに苦しくても辛く

域の皆様方､そして今日まで

立派な大人になれるように努

で支えてくださった豪族､共

学びました｡

ければいけないということを

大介さん(第〇分館)

いただき誠にありがとうござ

ん｡新聞やテレビなどの情報

た二十年間を振り返り､様々

て何より今まで私を励まし支

共に歩んできた友人達に心か

力していきたいと思います｡

に成長してきた友人､お世話

そして､私たちは､今日か

せていただきたいと思います｡

羽鳥

います｡無事に成人式を迎え

をうのみにするのではなく､

な挫折や失敗など経験し､そ

ても絶対に笑顔を忘れないと

ら感謝致します｡

これからの未来に向け夢や

の皆様のお陰であり､本当に

になった先生方､そして地域

ら成人になり､いろいろな事

ヽ

ることができ大変嬉しく思い

思います｡自分自身まだまだ

自分なりに考えていきたいと

の壁を乗り越え､今の自分が

と､私にとって､この二十年

希望を持ち､楽しく､悔いの

感謝の気持ちでいっぱいです｡

本日は誠にありがとうござい

また､今まで歩んできた道､

ます｡今日まで､私達の成長

未熟なので課題は山積みかも

という月日は､あっという間

思っています｡簡単ではあり

ない人生を歩んでいきたいと

から規制されなくなった反面､

ました｡

｢二十歳の提言｣

を温かく見守り､ご指導くだ

に過ぎ去っていきました｡で

この二十年間を振り返ると､

私たちの後ろには今までには

今までを振り返ってみます

も､私にはたくさんの思い出

ますが､二十歳の提言とさせ

中学からこの河内町に転校し

なかった選挙権､年金など様々

とさ

が詰まっています｡楽しかっ

ていただきます｡本日は誠に

てきた私にとっては､出会い

｢二十歳の提言｣

た事､嬉しかった事､数え切

ありがとうございました｡

これを

れないほどありました｡中に
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◆二十歳の提言◆
羽鳥麻奈美さん(第3分館)

す｡中学を卒業してから早い

くいとおしい思い出もありま

いる友人達と過ごした懐かし

んその思い出の中にはここに

ことに気がつきます｡もちろ

詰まった二十年だったという

いようなとても濃い思い出の

みるともう二度と経験できな

れからの将来に貢献できるよ

らも日々成長し､少しでもこ

自分の可能性を信じてこれか

なくてほならないと思います｡

を通し自分なりの意見を持た

せん｡そして､それらの情報

選択していかなければなりま

正しい情報は何か考え､取捨

てをうのみにするのではなく､

今､この二十年間を振り返っ

に深く感謝いたしております｡

支え見守り続けてくれた家族

た友人､そして､いつも側で

に学び刺激し合い成長してき

て下さった地域の皆様方､共

幼い頃から､その時々で関わっ

､ご指導下さいました先生方､

すい河内町になるよう協力し､

でも町民全ての人々が住みや

町を支え､地域に貢献し少し

ありますが､これからの河内

そして､まだまだ未熟では

思っています｡

今までお世話になった方々､

両親に恩返しが出来ればと思っ

当たりにしたことで､自分も

にみんなの成長した姿を目の

改めて感じます｡そして同時

んなに出会えたことの喜びを

ざいました｡

きます｡本日はありがとうご

二十歳の提言とさせていただ

以上､簡単ではありますが

切さ､忍耐力等たくさんの事

その中で上下関係､礼儀の大

野球を続けてまいりました｡

ります｡私は､小･中･高と

という間であったと感じてお

ざいました｡

きます｡本日はありがとうご

二十歳の提言とさせていただ

本当に簡単ではありますが､

ております｡

今日からはもう子どもではな

てみますと､長いようであっ

日々成長していけたらいいと

もので五年が経ちました｡今

うに努力していきます｡

温かく見守り､時には厳しく

日ここで再会したことで､み

ような盛大な式典を催してい
く立派な大人として振る舞わ

本日は､私達のためにこの
ただきありがとうございます｡

なくてはならないということ

社会人となり野球で学んでき

を学んでまいりました｡現在､

今こうして無事に少年期･青

た友人のお陰であり､これま

して互いに高め合い支え合っ

の皆様､そして同じ時を過ご

てくださった諸先生方､地域

てくれた家族､温かく見守っ

んな時でも味方となって支え

こに今の自分がいるのは､ど

大変嬉しく思います｡今日こ

の成人式を迎えられたことを

身で考え社会に貢献していか

れからの未来のために自分自

さず､きちんと向き合ってこ

このような問題から目をそら

ています｡二十歳となった今､

衆議院解散も行われようとし

また､政治面も不安定であり､

れ､経済が混乱しております｡

来の歴史的な不況に巻き込ま

現在の日本は､世界恐慌以

りがとうございます｡今日､

式典を開いていただき誠にあ

本日は､私達の為に盛大な

通りにいかない事や失敗もた

ている時です｡まだまだ思い

事の上での責任など感じ始め

一員となり少しずつですが仕

います｡私は一足先に社会の

わけですが､まだ学生の人も

社会の一員として認められる

さて､今日から成人として

うと思っています｡

の片隅において生活していこ

きたことを忘れず､いつも心

ると思います｡今まで学んで

たことが必ず役に立つ時が来

で出会ってきた全ての皆様に

なければなりません｡さらに

無事に成人式を迎えることが

くさんあります｡でも､それ

諒さん(第4分館)

感謝の気持ちでいっぱいです｡

情報化社会といわれるだけあっ

できたことを大変嬉しく思い

を一つ一つ自分で乗り越え､

岡野

今日までの二十年間はあっ

て､世間にはたくさんの情報

ます｡これまで私達の成長を

を実感しました｡

という間に過ぎ去ったように

があふれています｡これら全

年期を過ごした仲間と共にこ

感じられますが､振り返って
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させるために必要な事だった

単に鵜呑みにするのではなく､

に学んだこともたくさんあり､

式を迎える事が出来た事を大

ます｡このように晴れて成人

て頂き誠にありがとうござい

ような素晴らしい式典を催し

本日は､私達のためにこの

社会には多くの問題がありま

私達が成人として生活する

ていきたいと思っております｡

引き締めて今後の生活を送っ

いう事を深く心に刻み､身を

で立ち向かい､大人になると

かない事にも毅然とした態度

に責任を持ち､思い通りにい

で以上に自分の行動一つ一つ

たという自覚を持ち､これま

りますが､これからは成人し

ております｡学生の身ではあ

都会で勉強に励む毎日を送っ

私は今大学に通っており､

た両親に対して恥じぬように社

た皆様方や二十年間育ててくれ

ますが､これまでお世話になっ

まだまだ未熟な私ではあり

この町に恥じる事のないよう

あると思う行動を選び取り､

に苦闘し､その時々で最善で

えません｡ですが､自分なり

りはけっして楽であるとはい

は多く困難でこれからの道の

ます｡私の目の前にある問題

うにしていきたいと思ってい

意思を持った行動ができるよ

面からぶつかり､受けとめて

まで二十年間､どんな時も正

変嬉しく思います｡それも今

迎えることが出来たことを大

このように無事に成人式を

覚と責任を持ち､今以上に視

かります｡社会人としての自

新たに様々な権利や義務を授

えられ乗り越えてきましたが､

これまでは､周りの方々に支

ば良いのか不安もあります｡

ました｡

がら成長できる場所ともなり

互い刺激しあって､楽しみな

は､同じ夢を持った仲間とお

ていると思います｡専門学校

一つ一つが全て私の力になっ

人を思いやる気持ち､授業の

努力する素晴らしさ､礼儀､

変嬉しく思っております｡こ

す｡河内町だけでも深刻な少

会に貢献するという決意､また

くれ､いつでも支えてくれた

山口粟津子さん(第6分館)

の日を迎えられた事は､家族

子高齢化とそれに伴う財政問

して､簡単ではありますが二十

皆様への感謝の気持ちをもちま

家族､共に成長してきた友人､

野を広げ､これまでとは違う

辰哉さん(第5分館)

や友人､先生方､地域の皆様の

題､環境についても問題は多

歳の提言とさせていただきます｡

幼い頃から温かく見守ってく

栗山

温かい眼差しがあっての事で

いといえるでしょう｡そのよ

本日は誠にありがとうござ

自分なりに考え､自分なりの

あり､深くお礼申し上げます｡

う役割も大変大きくなってく

うな問題に対して､私達が担

のだと感じております｡

この式典に際し､｢二十歳

ていきたいと思います｡

な大人になれるように努力し

ます｡

ただき誠にありがとう､ござい

ような盛大な式典を催してい

本日は､私達のためにこの

たという実感が湧かず､社会

いう事もあり､正直成人になっ

けですが､私自身まだ学生と

人の一員として認められるわ

自分の立場を理解し､自らの

の中でどのように接していけ

ださった地域の皆様､そして

自分と関わりを持った全ての

くと共に､二十年間育ててく

いました｡

そのような地域の問題だけ

方々に感謝しております｡

れた両親に感謝し､自らの意

ると思いますし､そうなるべ

そして今日から私達は､大

を行える事をとても

の提言｣

ではなく､社会全体に対して

私は今､専門学校に通い､

光栄に思っております｡この
時には辛く苦しい事があり､

も大人になった事で得られる

美容師の勉強をしています｡

行動に責任を持って行動した

行き詰まる事もありました｡

権利をただ享受するのではな

小･中･高校時代に比べ専門

青春といえる小･中･高校時

それらを乗り越える事が出来

く､大人としての義務や責任

きであると思います｡

たのは周囲の激励のおかげで

を果たしていかなければなり

二十年間は様々な事があり､

す｡思い起こしてみれば､そ

学校はとても厳しく幸い場所

いと強く感じております｡

れらの経験は一つ一つが大き

ません｡独立した一人の大人

でもあります｡でもそれ以上

代にお世話になった先生方｡

な意味を持っていて今までの､

として､他人の情報や意見を

◆二十歳の提言◆

が､夢に向かって努力してい

まだまだ未熟ではあります

そしてこれからの自分を成長
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を込めて二十歳の提言とさせ
や技術を学んでおります｡勉

している中で

｢なるほどなぁ｣

も大変です｡しかし､勉強を

強は覚えることが多く､とて

本日は､ありがとうござい

ていただきます｡

ました｡

と思うこともあり楽しく感じ

ることもあります｡先月､私

は初めての臨床実習に行って
きました｡そこでは多くのこ

だきありがとうございます｡

うな盛大な式典を催していた

本日は､私達の為にこのよ

とです｡そのためにも社会人

ることが大切であるというこ

人としてふさわしい行動をと

社会に出ていったときに社会

弘葱さん(第了分館)

このように無事に成人式を迎

としての自覚をしっかり持ち､

榊原
とを学んできました｡もちろ

ん知識や技術についても学ん
できました｡しかし､私が一

番に得られたと思うことは
ということでした｡

｢社会人としてどのように在
るべきか｣

具体的には､｢礼儀･態度･

えられたことを大変嬉しく思

日々成長していけたら良いと

といったことを

います｡それも､これまで温

思います｡

言葉づかい｣

かく見守って下さった家族､

｢二十歳の提

以上簡単ではありますが､
このことを私の

友人､先生方､地域の皆様の
おかげであり心から深く感謝

言｣

◆l千歳の提言◆

ざいました｡

本日は本当にありがとうご

とさせて頂きます｡

いたしております｡

これより私は､社会的には
大人として認められるわけで
ありますが､まだ実感が湧き
ません｡

私は今､専門学校に通い理
学療法士となるため日々知識
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『楽しく食べる子どもに』
へ保育所における食害に関する取組みへ

子どもたちをはじめ､すべての国民が心身の健康を確保し,生涯にわたって生き生きと暮らすことができる
ようにするためには､何よりも｢食｣が重要です｡
ところが近年､国民の食生活をめぐる環境が大きく変化し､その影響がはっきりと形にあらわれています｡
例えば.栄養の偏り､不規則な食事､肥満や生活習慣病の増加､食の海外への依存､伝統的な食文化の危機､
食の安全等､様々な問題が生じています｡
このような問題を解決するキ‑ワ‑ドが｢食育｣です｡
これまで町内の保育所では､ ｢食育｣についてさまざまな取組みを行ってきました｡平成2 1年4月開園予
定の｢認定こども園｣においても｢食育年間計画｣に基づいて推進していきます｡

目標

保育所における食育目標は･ ･ ･

現在を最もよく生きへ かっへ 生涯にわたって健康で質の高い生活を送る
基本としての｢食を営む力｣の育成に向けへ その基礎を培うこと

楽しく食べる子どもに成長していくことを期待し､
以下の5つの子とも像の実現をめざします

①お腹がすくリズムの
もてる子とも

霞と腫康

②食べたいもの､

好きなものが増える子とも

霞と人間関係

防災活動の釈憲を新たは‑.
‑平成2 〇年河内町消防出初式‑
‑月同日､河内町消防団出初式が農村環境改善センター前で行われました｡

式には､町消防団員や関係者が参加し､人員･姿勢･服装点検や機械器具
点検を行い､消防活動に必要な迅速･確実な態勢が確認されました｡

また､会場を環境改善センター内に移して消防活動功労者と優良分団･団
員の表彰が行われ､次の方々が受賞されました｡

茨城県知事･県消防協会長表彰
(勤続5年以上1 5年未満退団者)

稔､秋山

浩､橋本英之

牧山利和､木内秀絶､鴻巣卓也
秋山

根本真樹､高橋久子､小島洋子

20年以上)

¥自治体消防制度的周年記念特別表彰
鈴木俊寿

茨城県知事表彰
(永年勤続功労章

小島遁世､石井一夫
第6分団

茨城県消防協会長表彰
(優良分団表彰)

/河内町優良団員団長表彰
(勤続1 0年未満の分団長)

水原和也
/河内町特別優良団員団長表彰
(勤続1 0年以上で河内町消防ポン

高山典久､

プ操法競技大会選手を5回以上)
林田真人､軽部良貴

五穀豊穣と
〇年の随康を願う

‑源浦田地区あわんとり‑

けた餅をこの火で焼いて食べ

月飾りなどを焼き､篠竹につ

期に行われる正月行事で､正

木村昌彦､奈良光夫

4日､源清田地区で､

坂本佳弘､大野良和､木元正明

ると‑年間風邪をひかないと

(敬称略)

‑月‑

した｡

恒例のあわんとりが行われま

小吏雅之

秋山嘉孝､ 山本文昭

(勤続1 0年以上)

督､

言われ､五穀豊穣と健康を願っ

あわんとりは､毎年この時

萩坂

増田

学 ､ 山田知宏

¥河内町優良団員町長表彰

田中宏樹､

萩原

浩､

消防庁長官表彰

大野教生､

高橋泰幸､ 青野文則､ 宮澤真一郎

貴 生 ､ 篠田光秀､ 池 田 ゆ か り

味しそうに食べていました｡

分で竹に刺した餅を焼いて美

参加した子どもたちも､自

て古くから行われています｡

(勤続1 5年以上退団者)

浩､鶴間良典

橋爪広樹､ 成毛信之､ 櫻 井

渉､町田

大野嘉光､松井信幸､石山勝行

関

斎藤

織原康志､田口正勝､小更義昭

原田八重子､大野房江､山田由美子

進

大古徹也､坪井克己

の○○軸

平成21争2月(脇479)

広一撒かわぢ

河内町と龍ヶ崎警察署が

社会福祉事崇iこ冒融で受嘗

建設工事等からの暴力団等の排除で協定書を締結

昨年11月17日に茨城県立県民文化センタ‑に於い
て第58回茨城県社会福祉大会が開催されました｡

河内町からは社会福祉事業の功労者として,茨城
県社会福祉協議会会長表彰11名の方々が受賞されま
した｡おめでとうございました｡
茨城県社会福祉協議会会長表彰(河内町)敬称捌頂不同
氏名

儖Xﾖﾂ

社会福祉協議会･社 会福祉施設･社会福 祉団体の役員 做亥) ﾘｶ

理事(10年以上)

昨年12月15日, ｣昨年の｢町営住宅における暴力

団排除に関する協定書｣に続いて,このたび｢河内
町建設工事等からの暴力団等の排除に関する協定書｣
を竜ヶ崎警察署(楠木義春署長)と締結し調印式が
役場で行われました｡
この協定締結により,河内町が行う建設工事等か

ら暴力団を排除するために町と警察との連携強化を
図りながら暴力団排除を徹底し､安心して暮らせる
まちづくりを進めていきます｡

lI

霆I

子
II

ﾙu

評議員(10年以上)

韃(*ｸ.hﾕﾒ
侘9

(ﾔｹ

′I
2

lI

II

lI

lI

做亥(4ﾈ6ｲ

ら

兀

Il"

ボランティア

II

68ｹ韈

凭冦

)nﾉW碓ﾈ

II

地域交流教室 ボランティア

心配ごと相談員 俥)gｸﾉｹOﾈ
ホ‑ムヘルパ‑ 做亥)W儖ﾈﾕﾒ

II
R

相談員 (7年以上)

社協へルパ‑ (15年以上)

調印式で握手する野南町長(左)と樹木署長

河内園丁ミニバス男手
県ミニバス瞳享碇大書で∃憧れ董!!
昨年11月15日へ22日に県立スポ‑ツセンタ‑で行われた

第36回茨城県ミニバスケットボ‑ル選手権大会(各地区代
表26チ‑ム参加:河内ミニバスは県南A代表として参加)
に出場した河内町ミニバス男子が3位という好成績を収め, ●
同大会ベスト8以上に与えられる全国大会茨城県予選( 1月
24･25日)の出場権を手にしました｡

県ミニバス選手権大会では,準決勝の真鍋ミニバスとの
対戦では惜しくも敗れ決勝進出は逃しましたが, 3位決定
戦で勝利し第3位入賞を決めました｡ 1月24日に行われた
全国大会県予選では,真鍋(同地区)との再戦となり接戦
の末.敗退となりましたが,前回対戦時より接戦を繰り広

げるなど着実に実力をつけています｡河内町ミニバスの今
後の活躍が期待されます｡
河内町ミニバスは､バスケット好きな小学生男女を随時
募集しています｡全国の同じ小学生とミニバスを通じて交流
を深めたい､礼儀･体力･健康のため参加したい方大歓迎です｡
/,連絡先

河内町長竿384了
丁Eし84‑3283

g

広一徴かわ5
I/<成21 Z/:̲2ノI (1o 17,9)

代表指導者

大竹

重信

｢おかずのいらないかわちのお米｣､

｢とねのめぐみ｣の全国へのPR戦略や

農業経営の向上についての話を披露
一坂東地域経営改善フォ‑ラムー
1月2 1日､古河市生涯学習センタ‑総和(とね

ミドリ鰹)で開催された｢坂東地域経営改善フォー

ラムー普通作経営の更なる安定化を目指して‑｣に
野高町長が講師として招かれ『｢おかずのいらない
かわちのお米｣の販売戦略と豊かな農業への道』と
｢展示ブースは参加者で大盛況

丁フォーラムで講演する野高町長

題した講演を行いました｡
講演では､ ㈱ふるさとかわち設立までの経緯や､
｢おかずのいらないかわちのお米｣､ ｢とねのめぐみ｣

の売込みの時の話など1時間半にわたって講演しま
した｡会場には3 0 0人を超す農業者や関係者など

が来場し,参加者は園丁長の講演に熱心に耳を傾けて
いました｡会場外の展示ブ‑スでは,河内のお米の
PRも行われ､来場者は､ ｢とねのめぐみ｣などの

お米を手にしたりと興味を示していました｡

平成21年度

県民交通災害共済のご案内

県民交通災害共済は,年間900円の会費(中学生以下500円)を添えて申込みをすることにより､自
動車､バイク､自転車などの事故で生じたケガや死亡の際に､見舞金を受け取ることができる共済制度です｡
2 0年度に加入されていた方の期限は平成2 1年3月3 1日で切れます｡ 2 1年度も共済を更新される

方､または新たに加入を希望される方は忘れないよう手続きを済ませてください｡

出張受付日程表

受付場所･期間
役場総務課総務グル‑プ
2月2日から随時受付中
午前9時一午後5時まで(土日祝日を除く)
※出張受付は右表のとおり
申込み方法
受付場所へ会費を添えて直接申込みください｡
問合せ先
総務課総務グル‑プ

会

場

福祉センタ‑

農村環境改善センタ‑
つつみ会館

期

日

時

3月3日(火)

午前10時

3月4日(水)
3月5日(木)

間

!

午後3時

皿84‑21 1 1(内線122)

振り込め詐欺にご注意!
その電話､本当に息子さんやお孫さんからですか?
少しでも不審に思うことがあれば､
振り込む前に｢｢0番または井9｢｢0番へ

音

｣‑

̲̲

広親かわぢ
平成21牟2方(laイ7の

堕

謹闇㊥籍顧㊨

｢長竿3689‑1

教育委員会事務局生涯学習G
音了‑84‑2843 (中央公民飴内)

自己の充実･啓発や生活の向上のために,自発的に自分にあった方法で生涯を
通じて行う学習･ ･ ･それが『生涯学習』です｡

『生涯楽習のとびら』では.定期的に生涯学習に関する情報(案内や結果など)
を提供､お知らせしていきます｡

仔ンディアカ夫云盲元
◇

期

//会
ご

◇

日(/,

場
参

結

了,
加

果(:,

平成21年1月25日(日)

農業者トレ‑二ングセンタ‑
¥ 16チ｢ム

優

勝

第2分館宙

準優勝

第｢分館A

第三位

第2分館花

第四位

第3分館C

第五位

第2分館星
優勝した第2分館宙の皆さん

子とも茶道教室｢お茶会｣

へかわちチャレンジスク葛ルー

平成20年12月20日(土)に､子ども茶道教室｢お茶会｣が行われました｡

昨年6月から始まった子ども茶道教室は､ 15回の稽古の中で

日本の伝統文化に触れてきました｡
また,お茶会･発表会･修了式などの場も経験し､その立振舞は開講当初から比べると見事な成長

ぶりでした｡お茶会に参加してくれたお客様に､緊張の中にも笑顔でおもてなしができました｡
修了式では.表千家家元千宗左氏から
いただきました｡

r習のはじめ｣をいただを

お茶との出会いをお祝いして

今後の行事予定
3月8日(日)第9回スポ少ふれあいまつり(総合グラウンド･トレーニングセンタ‑8 : 00‑)

みなさん奮ってご参加ください｡お問合せは中央公民館までお願いします｡

題

広勅)わら
臓2I争2月r^o47の

町民の快適な健康づくりの推進を目指して

繊国轍雪繊
ー知っておこう新型インフIしエフサー
チ†j腕型インフルエンザとは･･･

I Za)他心

ﾂ苻7U@̀きた‑いと 粐
･手洗いは､せっけんを用いて最低15秒以上行うことが望ましい｡

〇十分に休養をとり,体力や抵抗力を高め､日ごろからバランスよく栄養をとり,感染しにくい状態を保
つこと｡

.マスクは.不織布製マスクが望ましい｡薬局やコンビニエンスストア等で通常購入することが可能｡

○食料品(長期保存可能なもの)の例

○日用品,医療品の例

米､乾めん類(そばそうめん､ラ｢メン､うどん､
パスタ等),切り餅

マスク(不織布製マスク)､ゴム手袋(破れにくい

コ‑ンフレ‑ク･シリアル類へ

漂白剤(次亜塩素酸:消毒効果がある)

もの),水枕･氷枕(頭や腋の下の冷却用)

乾パン

各種調味料

消毒用アルコ‑ル(アルコ‑ルが60%から80%程

レトルト･フリ‑ズドライ食品へ

冷凍食品(家庭

での保存温度,停電に注意)

度含まれている消毒薬)
常備薬(胃腸薬へ痛み止めへその他持病の処方薬)

インスタントラ‑メン,即席めんへ

缶詰へ 菓子類
ミネラルウオ‑タ〇､ペットボトルや缶入りの飲料

絆創膏,ガ｢ゼ･コットンへトイレットペ‑パ‑

育児用調整粉乳

保湿ティッシュ(アルコ‑ルのあるものとないも
の)､洗剤(衣類･食器等),せっけん

ティッシュペ葛パ‑

シャンプ〇･リンスへ

ゴミ用ビ二〇ル袋

ビ二‑ル袋(汚染されたごみの密封等に利用)
カセットコンロ･ボンへ 懐中電灯､乾電池
紙おむつ､生理用品等

※茨城県新型インフルエンザ対応マニュアルを参考に記載しました｡

俳
句
がわも俳雲呑

ポケットの好きになる手の朝散歩

大塚

白髪の顔にうなづ‑初鋭

一重

和子

挙やぎは心の海と初レッスン

田沼

かん

公子

津根としお

初層知らぬ月日は美しく

雨一日はろりと落ちし寒椿

橋爪

溶

正雄

セータ‑の上から測る血圧計

さむ空やされど心に太陽を

遠藤

あした

神俳に点す一灯大旦

大野けい子

たけ

ふ く

寒燈下こけしは細さ目を我に

鴻野

格言をくり返し読む初暦

川 口

年明けて古辞と言ふ日の近.つけり

栄治

利代

節子

四郎

大野志げ子

岩泉

来し方や行く末思ふ年始め

真更な頁一行初日記

康夫

杉原

田中

寺田

眉を引くことに始まる初鋭

山裾の寒灯速く光りけり

吉田

平成21牢2月の't1479)

がわも糎歌会

広●秘かわぢ

歌

‑

饉

候注

清

洋

石山

浩

ジョギングの二つの帽子ゆれて行く新年迎え晴れやかに見ゆ

青
野

庄司登千手

久
松

ステロイドに日々の令をつなぎいて今夜は葛湯恋しくなりぬ

臆

転作に蒔きたる小麦の小ささ葉が筑波鼠に震えいるなり

保

父の歳遥かに超えて何一つ残すものなき今を淋しむ

歳男八十四歳鈍牛の如くに生きて未だ熟さず
青
木

柑援

生活
ご存知ですか?

｢突

高次脳機能障害
交通事故や病気の後に
然怒り出すようになった｣､

｢指示がないと動けなくなっ
た｣､｢物を置いた場所を忘れ

利用ください｡

く問合せ先

法テラス牛久法律事務所

皿 o 5 0 ‑ 3 3 8 3 ‑ 0 5 1 1

(受付時間午前9時‑午後5
時まで)

自殺対策フォーラム

募集

の記事

いばらき女性特派員を

｢ひばり｣

募集します‑

県広報紙

を書く女性特派員を募集します｡

①県内在住で平成2 1年4月1

ハY応募資格

◇日時及び場所

‑みんなでつくろう､
こころの元気‑‑

子部品･デバイス･電子回

品製造業⁚762円

県立図書館視聴覚室

③取材先の要望する日時に応

⇔
内
容

る方

④ご白身で取材先に移動でき

じて取材できる方

家族ですぐに取り組めるメン

′⑱人数

(水戸市三の丸)

/問合せ先
茨城労働局労働基準部賃金室

タルヘルス実践講座

㊧任期

(先着順に受講
無料

応募用紙筆は県ホームぺ‑ジ

⇔その他

平成2 ‑年2月27日 (金)

余申込締切

1年4月‑平成22年3月

4人
Ⅲ o 2 9 ‑ 2 2 4 ‑ 6 2 1 6

講師‑東京医科大学精神科医

龍ヶ崎労働基準監督署

ぐその他
できます)

申込みは不要

‑64名

平成2
皿62‑333‑
冊h︹︹pミwww.iba｢aki○○ud
oukyoku.〇〇〇.｣p¥

了定員

市来真彦(いちきまさひこ)氏

④各種商品小売業⁚734円

②公務員や議会の議員でない方

笠間市鯉淵6528‑2

茨城県の特定最低賃金が､

午後1時50分‑

日現在満20歳以上の女性

平成20年1 2月3 1目付けで次の

信機械器具､時計･同部分

平成2 1年3月8日(日)

もしれません｡県立リハビリ

みられたら高次脳機能障害か

法テラス牛久事務所開設

(h︹︹pミミWW,p｢ef.iba｢ak｢

jp¥) の ｢平成‑ ‑年度いばら

金問合せ先

県障害福祉課

き女性特派員募集案内｣

今年1月､牛久市に､法テ

Ⅲ o 2 9 ‑ 3 0 1 ‑ 3 3 6 8

様式をダウンロ‑ドできます｡

①鉄鋼業三782円

ラス牛久事務所が開設されま

◇提出及び問合せ先

県広報広聴課広報編集担当

から

②はん用機械器具､生産用機

±http]//www.prep.ibaraki.

(同じ相談内容につき3

した｡また､民事事件につい
無償

回まで)

水戸市笠原町978番6

〒 3 ‑ 0 ‑ 8 5 5 5

試験機･理化学機械器具､

付けています｡弁護士も常勤

皿 o 2 9 ‑ 3 0 ‑ ‑ 2 ‑ 2 8

¥sho宮ku.h︹ヨ

医療用機械器具･医療用品､

していますので､お気軽にご

での法律相談を受け

光学機械器具･レンズ､電

③計量器･測定器･分析機器･

械器具､業務用機械器具製

①‑④のとおり裁定されまし

改定のお知らせ

茨城県の特定最低賃金

¥sho2ku.h︹ヨ

jp/bukyoku/hoken/shofuku

冊h︹︹pミミミミ〇七〇ef"iba｢aki●

Ⅲ o 2 9 ‑ 3 0 1 ‑ 3 3 5 7

県障害福祉課

問合せ先

路､電気機械器具､情報通

徴収日は3月2日です

皿o296‑78‑2605

◇後期高齢者医朝鹸料(8期) ◇

舌¥bukyoku¥hok①つ¥shOぎku

テ‑ションセンタ‑にご相談

このような症状が

◇介護保険料(6期)◇

ては､相談者の資力に応じて､

た｡

てしまう｣

◇国民健康保険税(6期) ◇

造業‑769円

ください｡料金は無料です｡
期日

午前9時‑正午及び午

月曜日‑金曜日(火曜日を除く)

時間
平日

後‑時‑4時(火曜日を除く)

場所
県立リハビリテ‑ションセン
ー
タ

〈〉固定資産税(4期)◇

彬1｡努経国

Eメ‑ル

恥 0 2 9 ‑ 3 0 1 ‑ 2 1 6 8

ヨ○つi︹〇〇･kan︹○㊥｢b︹,souヨ

Eメ‑ル

間鵬‑62381698

◆活動内容

に関心のある満20歳以上

ネット等の電気通信サービス

◇応募資格

訓練期間⁚各科とも2年

各科⁚若干名

や募集人員及び訓練期間

コンビユ‑タ制御科

自動車整備科･情報技術科･

追加募集

平成2 1年度学院生

u･00〇･｣p

koho∽◎p｢ef,iba｢ak二oo.｣p
冊h︹︹p⁚¥¥ミミく.p｢eF.iba｢aki.
｣で¥︹op○○s¥boshu¥

総務省 電気通信サー

アンケ‑ト調査(年2回･全員)
//応募資格

◇募集訓練科名

会議出席(年1回･別途)

高等学校又は中等教育学枝を

ビスモニタ‑募集

謝礼あり
卒業した者(卒業見込みを含

電話､インタ‑

◇委嘱期間
む)

もしくはこれと同等以上

平成2

の学力を有すると認められる

‑年6日工日から川ヵ月間

﹀募集期間
者

平成2

毎週金曜日

(定員になり次第終了と

まで

平成2 ‑年4月3日まで

はがき､封書､FAXまたは
随時

㍉/応募方法

電子メ‑ルに①郵便番号②住

なります)

1年3月2日(月)

所③電話番号④氏名⑤フリガ

◇試験日

//受付期間

ナ⑥性別⑦年齢⑧職業⑨応募

﹀合格発表 次週水曜日

を記入してご応募くださ

の動機⑱メ‑ルアドレス(任
意)
い｡

﹀応募及び問合せ先
〒 1 0 2 ‑ 8 7 9 5

千代田区九段南1‑2‑i

関東総合通信局電気通信事業課
Ⅲoo‑6238‑‑676

平成21年‑2方角bイ狩)

題

広一移かわぢ

いばらき就職支援センター

(ジョブカフェけんなん)

就職を目指している方に､

｢いばらき就職支援

きめ細やかな就職支援サ‑ビ

スを行う

を開設しています｡

(すべて無料)

センタ‑(ジョブカフェいば

らき)｣

¥サ‑ビス内容

･職業紹介‑就職のあっせん

･就職相談‑就職に関するア

ドバイス

･内職相談‑内職あっせん

の電子申告に利用すると税額控除が受けられます｡日本
国籍を有する方であれば,どなたでも申請できます｡ (15
歳未満の方は法定代理人による申請となります｡)

･職業適職診断三求職者の興

住基カ‑ドはセキュリティの高いカ‑ドで､写真付き
カ‑ドは身分証明書として利用できます｡また,所得税

味･関心･志向等の診断

･キャリアカウンセリング‑

就職に関する悩みの相談等

･就活スキルアップセミナ‑⁚

2月26日(木)､3月‑ 7日(火)､

26日(木)

･事業主の方には､求人の受

付もいたします｡

住民基本台帳力‑ドが便利です!

国民腫康保険証の配達Iこついて
国民健康保険被保険者証(以下｢被保
険者証｣という｡)を普通郵便にて配布
しますが､差額を自己負担していただけ
れば簡易書留郵便(注1)にて配布いた
しますので希望される方は､ 3月6日

◇申込み先/¥

(金)までに役場町民課国保老人保健係

役場町民課窓口で交付申請書を提出してください｡そ
の際､運転免許証,パスポ‑トなどの官公署が発行した
写真付き証明書が必要になります｡写真付き証明書をお
持ちでない場合は､本人を確認するための文書を郵送し
ます｡その文書と合わせて健康保険証などを再度,窓口

まで自己負担金(300円)と共に申し

にご持参ください｡
写真付き住基カ‑ドを希望される方は,上半身,無帽,正
面､無背景で6カ月以内に撮影した縦45皿Ⅲ×横35皿の写
真を用意してください｡交付手数料に500円かかります｡

㊨問合せ先､役場町民課住民係

込みください｡なお､平成2 1年度の被
保険者証の発送時期は､ 3月2 5日頃を

予定しております｡

注1 :簡易書留郵便とは､郵便配達員が
届けた際に受領サインをすることにより
確実に届いたことの確認ができる郵便配
達のことです｡
ノ､,問合せ先¥∵ 町民課国保老人保健係

TⅢ84‑2 i I 1(内線183,184)

冊84‑2 1 1 1(内線17l､172)

aんrE5で箆卸しよう!!河内町酒据*作戦
●日時:平成2 1年3月1日(日)午前8時‑ (各地区協議の上実施可) ●雨天の場合は､ 3月8日(日)に延期します｡

｢太陽と水と緑の美しい町づくり｣をキャッチフレ‑ズに｢平成2 0年度第2回河内町清掃大作戦｣を行いま

す｡わたしたちの町をきれいにするため皆様のご協力をお願い致します｡

可燃･不燃ゴミをそれぞれ指定の回収袋に入れ､各地区内ゴミ集権所に集めてください｡
防災無線(当日午前7時)でお知らせします｡
広●詔かわち
平成21年2月0悔47の

河内町にお住まいの皆さまへ

パスポート窓口が4月から変わります
平成2 1年4月1日(水)からへ河内町にお住まいの方のパスポ‑ト申請･受領窓口が,県の各パスポ‑
トセンタ‑や出張所から役場パスポ‑ト窓口に変更となります｡
※河内町にお住まいの方は､県内の各パスポ‑トセンタ‑や出張所では､ご利用ができなくなります｡
※河内町以外の市町村iこお住まいの方はご利用できません｡
○受付時間

申
受

請/月曜日一金曜日
領/月曜日一金曜日

午前9時一午後4時4 5分
午前9時‑午後5時

定

例

相

◆

談

心配ごと相談
日 時;告26昌鰐)午前10時一正午

場

所

月･水･木曜日

午後1時へ5時

教育委員会事務局

問合せ先

役

場創4‑2111教育委員会学校教育G創4‑3322

都

市上下水道GqP84‑2361事務局生騨習G認諾13

つ

曾84‑2830

教育相談
時

◆

整備課建設蹴G馴4‑2921福祉センタ‑曾84‑3699

場
所 公民館第2分館
問合せ先 河内町社会福祉協議会

日

丁冒しカイト

つ

み

会

館曾86‑3了40保健

セ

ン

タ

‑1ふ84‑4486

地軸括支援センタ‑ qP60‑4071肪(警墓富)ちa84‑2212
社会福祉協議会曾84‑2830シル/ト人材センタ‑曾84‑5455

曾84‑3322

圃84‑4730

成田空港に関する相談
日

時

周一金曜日

場

所

㈱ふるさとかわち事務所2階

午前9時一午後4時

稲敷地区

(河内町長竿1 88

問合せ先

1

7

1日

交通事故相談
時

龍ヶ崎地区
内

茨城地域相談センタ
曾84‑50

日

一

月一金曜日

午前9時一正午午後1時へ4時15分

弁護士相談 毎週水曜日
午後1時へ4時(要予約)
土浦合同庁舎*庁舎3F(1ELO29｢823臆1123)

外

科

朝野循環器科クリニック いしかわクリニック

曾029‑894‑2412

862‑0178

8日惑#9f899iJ岩を生鮮鶉55
15日

巡回相談 毎月第2水曜日
午前10時一正午 午後1時へ3時

和田医院

科

坂本医院

山本医院

曾029‑892‑2232

曾66‑3348

B62‑0378

竜ケ崎医院
E62̲0550
秋本脳神経外科
曾64‑3311

20日潔鶉と.262 細井クリニツク菊地整形外科
866̲2... qP64̲｡川

寵ケ崎市役所(T田64‑1 1 1 1)

問合せ先

※弁護士相談･巡回相談は面接のみ
県南地方交通事故相談所
曾029‑823‑1

1

斎藤クリニツク
E64̲352,

22日繋99̲!J9F̲!y64名#6EE2鞘4了

23

29日##9E#̲馨46E±?饗ff16/i¥灘医院黙誓替り二,/ク

交通事故発生状況
町内の交通事故1月発生状況

※休日当番医は変更することがあります｡
診療を受ける際は､必ず電話でこ確認ください｡

(前月比) (累計)

発生件数(人身事故) 1件(‑5) (‑)
死者数

0人(±0) (‑)

負傷者数

3人(‑4) (‑)

竜ヶ崎警察署調べ

戸
おめでた

籍
5人

おくやみ10人

の

県救急医寮情報システム 24持間お医者さんを探すことができます｡
救急医療情報コントロ‑ルセンタ‑

曾029‑241‑41 99

ホ‑ムペ‑ジ

救急医廉情報システム

http //…qqpref｣baraki ｣P/

##}/L http//QqPreflbaraklJP/kt/

窓
転入14人
転出

資

源

回

収

日

燃えないごみ収集日

23人
A地区

3･1了･31 C地区10･24

A地区

C地区
14

B地区

5･19

D地区12･26

燃えるごみ収集日
全地区

毎週月･水･金曜日

B地区

28

D地区

粗大ごみの予約収集日
3月中の予約‑4月4日

広按かわぢ
平成21牢2月(¥b47の

