(写真:リパ‑スク‑ルより)

<主な内容>

河内町刷るさと寄附制度がはじまりました･･ P 2へ3
漆鴨県認知症を細る自問のお知らせい･･････P4‑5
備えていますか?いさとし¥う時のためIZ....P 6
細そろいの良い高品質親の生産Iこむけて････ P 7
生涯蒸腎のとびら････････････白･･い･白･･･P8‑9

‑毒.一二三華B騙④蔑蝿醐
河内町では､本町の将来像を｢太陽が光りかがや<水とみどりの調和した安心して

暮らせるまち河内｣として､先人から受Iナ継いだ自然の豊かさと歴史､地理的条件を

生かしながら､次代を担う子ともたちが,本町iこ生まれたことを誇りに思えるまちづ
くりを目指しております｡
さて､このたび地方税法の改正iこより寄附金控除の拡充が図られる｢河内町ふるさ
と寄附(納税)｣制度が創設されましたので､当町出身者･ご親類等へP Rいただきま
すようお願い申し上げます｡

｢河内町ふるさと寄附

ふるさと寄附の流れ

を応援したいというこ

この制度は､｢ふるさと河

ダウンロ‑ドしていただくか､

‑.河内町ホ‑ムページから

①寄附申込書作成

内町｣

お電話をいただければ､こち

制度とは?

とで自治体へ寄附された場合､

らから郵送いたします｡

(納税)｣

5.〇〇〇円を超える部分に

2.寄附申込書へ必要事項を

･住所､氏名､連絡先電話番

ついて税の申告をすることに

あなたが

号､寄附金額､希望する払い

記入してください｡

に貢献したいと想う気持ちを

込み方法､活用を希望する河

より控除が受けられるもので､

かたちにすることができる制

内町の取組み

｢ふるさと河内町｣

度です｡

｢河内町ふるさと寄附(納税)｣

ルまたは持参のいずれかの方

郵送､ファクシミリ､メー

②作成した寄附申込書の送付

制度により､｢太陽が光りか

法で申込書をお送りください｡

つきましては､是非､この

がやく水とみどりの調和した

③払込み用紙の受け取り

申込書の受領後､河内町から寄附

安心して暮らせるまち河内｣

を応援くださいますようお願

また､5.〇〇〇円以上寄

以上経っても､用紙が届かな

※申込書を送ってからし週間

金の払込み用紙をお送りいたします｡

附をいただきました方へ､さ

いときは､恐れ入りますが､担

い申し上げます｡

さやかなお礼といたしまして､

行 (郵便局) で寄附金をお振

払込み用紙で､ゆうちょ銀

④寄附金のお振込み

当までお問合わせください｡

3嶋をお贈りいた

｢おかずのいらないかわ

当町が誇るブランド米コシヒ
カリ

ちのお米｣
します｡

手数料はかかりません｡

込みください｡

㍊･受領証(払込み用紙半券)は､

申告(税額控除)に必要ですの

減20争8ノI (1の17,の

/4‑撤かわぢ

対象となる地方公共団体の寄附全
控

除

控

方
除

都道府県または市区町村

式

税額控除方式用率(10%)を掛け､税額を算出した後で控除する方式｡

率

地方公共団体に対する寄附金のうち,適用下限額(5千円)を超える部分について｣定
の限度まで所得税とあわせて全額控除

控除額の計算方法

1と2の合計額を※住民税額(所得割)から控除します｡

※住民税額(所得割)川寄附した年の翌年度の住民税額
1.基本控除額(寄附金額‑

5千円) × 10% (町民税:6%

十県民税:4%)

2.特例控除額(地方公共団体に寄附をした場合の上乗せ)
(寄附金額‑

5千円) × (90%‑寄附者の所得税の税率: 0‑40%)

主意: 2の額は個人住民税所得割額の1割を限度とします｡
控除上限額

総所得金額等の30% (地方公共団体に対する寄附以外の寄附金との合計額)

適用下限額 5千円
<寄附金控除の計算例>
住民税の寄附金控除の対象となる地方公共団体に対する寄附金を3万円した場合の寄附金控除がどのよ
うに変わるかみてみましょう｡
【モデルケ‑ス】給与収入

700万円

寄附金3万円の場合

4大家族(夫婦,子供2人)

寄附金控除の対象額

所得税率: 10%

寄附金控除の対象外となる適用下限額5, 000円

住民税所得割額: 293, 500円

を引いた25, 000円が控除の対象となります｡

所得税の所得控除額による税額軽減額( 30.000 ‑
住民税の税額控除額1,基本控除額
2.特例控除額

5,000 ) ×

獲0%

(30,000 ‑ 5,000) × 10%

二2,500円
二2,500円

( 30.000 ‑ 5.000 ) × (90% ‑ 10% (※))二20,000≦29,350

(上限:住民税所得割額の1割)により､ 20,000円が特例控除額になります｡
1と2から､ 2,500

十

20,000二22,500円が住民税の税額控除になります｡

以上により､寄附金3万円の場合､所得税は2,500円､住民税は22,500円､合計25,000

円の控除を受けることができます｡

今回の場合では､寄附金控除の対象額の全額が控除の対象となります｡
注

意

事

項

この事例では所得税率10%としていますが､実際の課税される所得金額に応じて､
5%､ 10%､ 20%､ 23%､ 33%､ 40%と変わります｡ご注意ください｡

ご不明な点は下記担当まで お気軽にお問い合わせください｡

【問合せ及び郵送先】
〒300‑1392茨城県稲敷郡河内町源清田1183 ;可内町役場企画財務課ふるさと寄附担当､税務担当
丁E｣O297‑84‑2111 (内線161､ 162)

広●戯かわぢ
I/乞&20 4. 8ノブ(1のJ7,"

FAXO297‑84‑4357

E‑mai上kizaI@town.わarakI‑kawachI.Ig.｣P

で､大切に保管してください｡

望の場合︼

︻現金書留でのお支払いご希

郵送料等については､恐縮

ですが､寄附される方ご本人

でご負担ください｡

︻持参する場合︼

役場企画財務課までお願い

いたします｡

⑤受領書等(寄附金受領証明

書)の送付

河内町から､寄附金を受領

した旨の証明書等をお送りい

たします｡

※こちらも申告一税額控除)に必要

ですので､大切に保管してください｡

⑥確定申告

3月̲ 5日までに最寄りの税

にご

務署または市区町村に申告し

｢振込め詐欺｣

てください｡寄附金額に応じ

て､税額が控除されます｡

※注

注意ください‑

ふるさと寄附をかたった不当

な請求が予想されます｡詐欺など

には十分ご注意ください｡河内町

では寄附をお申込みいただいた方

以外に対して､口座を指定して振

込みを求めたり､ATMの操作を

求めたりすることはありません｡

地方公共団体に対する寄附金控除の概要

茨聯鼎認知癌を知る日間
9月は茨城県認知症を知る月間です
お聞合せば･･
茨城県長寿福祉課.丁E｣O29‑301‑3326

役場町民課高齢福祉係丁E｣84‑2111
河内町地域包括支援センタ‑丁E｣60‑4071

茨城県では､平成18年度より毎年9月(9月1日‑9月30日)を｢茨城県認知症を知る月間｣として､

認知症iこ対する正しい理解の普及･啓発に関する各種広報活動や認知症サボ‑タ‑養成講座等を実施する
ことにより､県民誰もが認知症について理解し認知症高説者及びその介護家族が安心して暮らすことがで
きる地域づくりを進めています｡

(

認知症とは用
｢認知症｣とは､ ｢いったん正常に発達した知能(脳)に何らかの原因で記憶･判断力などの障害が起き,日

常生活がうまく行えなくなるような病的状態｣を言います｡
原因としては｢アルツハイマ‑病｣や｢脳血管障害｣によるものが多く､高齢者の方に多く見られますが､
単なるもの忘れとは違って､れっきとした脳の病気です｡
認知症は.かつては｢痴呆｣や｢ぼけ｣などと呼ばれていましたが､ =の呼び名は蔑視的.侮辱的な意味を
持つことから､ご本人やご家族のプライドを傷つけてきました｡
また､言葉のイメ‑ジから｢恥ずかしい病気だ｣という誤った認識が持たれて,症状を隠したりする傾向が

あり､早期診断や早期発見を妨げてきました｡
このため､厚生労働省が検討会を設けて広く意見を集めたところ､ ｢痴呆｣に代わる言葉として｢認知症｣
という言葉が平成16年12月から正式に用いられるようになりました｡

認知症の主な初期症状用
認知症の症状は､本人はもちろん､周囲の人たちの気づかないところで徐々に進行しながら現れてきます｡
次の項目は､認知症と診断された人の家族が､実際に気がついた日常生活の変化です｡
同じことを何度も言ったり,闘いたりするようになった

置き忘れやしまい忘れが目立つようになった
蛇口の閉め忘れやガスの消し忘れが目立つようになった
これまでの日課をしなくなった

以前はあった興味や関心がなくなった

時間や場所の惑覚が不確かになった
物の名前が出てこなくなった
だらしなくなった
ささいなことで怒りっぽくなった
財布やお金,物などを｢盗まれた｣と言うようになった

※茨城県認知症介護パンフレット｢認知症を理解するために｣より

‑,鋤,鷲誓書,‑,5 I

認知症は早期診断･早期治療が大切用
認知症は､早期診断･早期治療が何より大切です｡
早く治療を始めることで､進行を遅らせることができたり､場合によっては症状が改善することもあります｡
また､中には認知症と間違われやすい病気(うつ病.せん妻など)の場合もあります｡
｢認知症かも?｣と思ったら､早い時期に相談窓口に相談したり､医師の診察を受けましょう｡
認知症の相談窓口はこちらのぺ‑ジをご覧下さい｡
ht tp://w.ロ｢ef言ba｢akL jp/bukyoku/hokem/kofuku/nim白/Ⅲadogut i. ht血1

【認知症の種類(原因となる主な病気)I
アルツハイマ‑病
認知症の半数以上を占める代表的な病気｡脳の中に｢アミロイドlたん
ばく｣という物質が沈着することにより､脳の神経細胞が破壊され､記憶
に関係する海馬や側頭葉後部などに萎縮が見られる｡

記憶障害･見当識障害などの中核症状や､排循･妄想などの周辺症状が
見られる｡

早期治療により､症状の進行を遅らせることができる｡

脳血管性認知症
脳梗塞や脳出血など脳血管障害(脳卒中)によって引き起こされる認知症で 全体の2割を占めると言われる｡
脳卒中の発作等を繰り返すごとに症状が階段状に進行する｡

レビ‑小体型認知症
もともと,パ‑キンソン病の人の脳幹部に出現することが知られていた｢レビ‑小体｣という物質が,大脳

皮質に出現することによって､認知機能を障害するもの｡
特徴的な症状として､幻視や､パ‑キンソン症状(筋肉のこわばり)による歩行困難などがあげられる｡

前頭･側頭型認知症(ピック病)
前頭葉や側頭葉前方の萎縮が目立ち､次の様な特徴的な症状を示す疾患群のこと｡
発症率は他の認知症より低いが､アルツハイマ‑病より苦年期(65歳以下)に発症することが多い｡
ピック病とも呼ばれ､記憶障害よりも人格障害(人が変わったようになる,反社会的な言動を示すなど)が強い｡

まず,県民の皆さんが認知症について正しく理解することが大切です｡県や市町村では,各種フォ‑ラムや
研修事業､認知症サボ‑タ‑養成講座などを開催いたします｡
河内町でも､以下の日程で｢認知症サボ‑タ‑養成講座を開催いたしますので､ぜひご参加ください｡

認知症サボ‑タ‑養成講座参加者募集
認知症サボ‑タ‑とは,認知症を理解し,認知症の人や家族を温かく見守り支える後援者です｡認知症
になっても安心して暮らせる町をつくるため､皆さんの参加をお願いいたします｡
◆日

時◆

◆場

所◆

平成20年9月17日(水)

河内町保健センタ‑

◆参加費◆

無料

◆定

30名

員◆

◆講座内容◆
◆講

師◆

◆申込方法◆
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認知症キャラバンメイト
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9月重0日(水)までに河内町地域包括支援センタ‑ヘ電話でお申込みください｡

◆申込み及び問合せ先◆

広敬かわぢ

午後1時30分一午後3時頃まで

河内町地域包括支援センタ葛

皿6 0‑40 7 1

黒毛Q,℃塞c夢が照
0,℃ぎS e帆c=∋)疇⑫淀め据
‑9月1日は｢防災の日｣です‑

9月｢日は｢防災の日｣

2年)

のこ

｢防災の日｣は､

(大正̲

9月1日の
1923年

の日に起きた関東大震災の教
訓を忘れない､という意味と､

この時期に多い台風への心構
(昭和35年) に制定されたも

えの意味も含めて1960年

のです｡(暦の上では立春か
ら数えて210日めを特に
｢二百十日｣と呼びます｡ちょ

うど稲の開花期に台風が来た
り強風が吹き荒れることに注意
を促したしきたりと言えます)

の

家庭では､いざという時に
備え避難場所(下表参照)

確認や非常持ち出し袋を用意
しておきましょう｡中身は一

人で持ち出せる最低限のもの
を｡また､一年に一度は必ず

目㌻

また危険なものがないか

など､この機会にぜひ今一度
家の内外の点検を‑･

能付ラジオ､食品､

点検､電池やミネラルウオー

ン､毛布, FM文

､缶詰などは古くなってい

字多重放送受信機

ク‑

ンスタントラ‑メ

れば新しいものと交換します｡

袋へ ほ乳ぴんへ イ

その他にも､災害直後には

懐中電れライク〇､
缶切り､ロウソク､
ナイフ､衣類.手

待ち出せなくても後々使用で

印かん､現金､救
急箱､貯金通帳､

きるように水やインスタント

妨災
ヘルメットへ

食品を別にストックしておく

電池､水
ずきんへ

と安心です｡

など

過去の震災では､家具や家
電の転倒による被害も多く報

告されています｡不安定な家

/ l

備えておきたいト
防災グッズの‑例｡:一連

粒ぞろいの良い高品質米の生産にむけて
◆問い合わせ先◆ 茨城の｢買ってもらえる米づくり｣県南地方推進協議会事務局
(茨城県県南地方総合事務所農業課農産グル‑プ内)丁EしO 2 9‑8 2 2‑8 5 2 2

富.85mm以上の網目iこよる適正調製を!
1. 8 5mm以上の網目で調製することで､粒ぞろい¥めも良く座り､̲整粒歩合が向上して､品質の高

い米に仕上げることができます｡

なお､茨城県産米の各撞情報蜃ついては､
ご覧ください｡
http://www. pref. Ibaraki. JP/ら

寄

亡国

｢茨城県産言会え｡提供されてお｡ますのて
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本県産米と他県産米との品質比較(19年産コシヒカリ
茨城
粒の重さ(千粒重g)

小さい粒の割合(%) ※

20. 1

新潟
21. 5

9.5

5.8

20年3月末までの速報値)
栃木
20. 7

6.5

千葉

長野

20. 6

21.8

8.3

5

5

福島
22.0

4.5

※粒厚1. 9mm未満の粒の重量割合

｢いばらき営寓聖｣要請書募集
茨城県では,県内で近く農業を始める方や農業を始めて間もない方を対象に､農業技術の基礎を体系的
に学べる研修を行います｡

◆研修内容と対象者◆
定年帰農岩等支援研修(野菜入門コース)
期

間: 9月24日(水)…12月20日(土)原則､平日の夜間と土曜日の日中Iこ開講

対象者:農産物を販売し収入を得ようとする概ね6 5歳までの方
◆場

所◆

茨城県立農業大学校(茨城町長岡4070‑1 86)

◆内

容◆

農業基礎知識の講義と実習

◆定

員◆

40名

◆受講科◆ 無料(ただし､テキスト代等は受講者負担)
◆受講申込み方法◆
最寄りの農業改良普及センタ‑を経由して､茨城県立農業大学校Iこ申し込んでください｡申込者多数の
顕場合i三は選考の上､決定させていただきます｡筋切りは9月4日(木)必着｡
! ◆問合せ先◆

半旗蟻獣戦:捌∵諾言岩畳芸:∵g…剛:::
音

稲敷地域農業改良普及センタ‑ (稲敷布江戸崎甲541稲敷合同庁舎内)

広▲秘かわぢ
乎戊20牢8月(lj 17.の

丁E｣O 2 9‑8 9 2‑2 9 3 4

:

楽習㊨喧嘩∴

河内町教育委員会事務局生渥学習G
曾029了‑84‑2843 (中央公民館内)

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｡

河内町体育協会事業

jj‑j売上

r+/:::: ‑‑
i

第13回河内町民バレ‑ボ‑ル大会
期

日

会

場

7月20日(日)

農業者トレ〇二ングセンタ‑および

河内中学校体育館
優勝オ‑ルドB･Y

準優勝グリ‑ンアップルティ‑
第3位スワロ‑キティズB､九能会
優勝したオ‑ルドB ･ Yのみなさん

河内町歴史講座のご案内
期

日

9月7日(日)

会

場

河内町中央公民館(大会議室)

演

題

｢利根川と俳譜｣

へ小林一茶と田川の岩橋一白を
めぐって一

講

師

河内町文化財保護審議会委員

鈴木久先生
※入場無料｡参加をご希望の方は電話でお申し
込みください｡

町外の方も参加できます｡
:r:jjjj刻j岩井j‑i jj

減初空譜誓｡霊:: i

図書室からのお知らせ
公民館内にある図書室に新たに53冊の本が
入荷されました｡

みなさまのご利用をお待ちしています｡
タ

イ

ト

ル

作

者

はすくん
はすくんのああかえ

みゆき

100方回生きたねこ

佐野

洋子

しゆくだい

宗正

美子

タ

りか

みゆき

いもと

ようこ

くまのこうらょうせんせい
おべんとうパス
ナル二ア国物語(2冊)

こんの

ひとみ

かきやまjし
せかいでいちばんママがすぎ
バッテリ‑

真珠

ラストイニング
よううえんのいちにち

まりこ

C.S.ルイス原作

内田 鞘太郎
あいはら ひろゆき

①‑⑥

あさの

あつこ

あさの

あつこ

おか

にじをつくったのだあれ?

瀧村

有子

得田

之久

林

明子

実珠

猿史

まりこ

きとう

わさこ

筒井

頼子

水野

敏也

松本

大とろはうホゾソ工ンプロツツ(3冊)

しゅうそう

善

長谷川

夢をかなえるゾウ

としよかんライオン
ミツ工ル･ヌードセン
給食番長
よしなが こうさく
おまえうまそうだな
宮西 達也
あなたをすっとすっとあいしてる
宮西 達也
きみはほんとうiニステ千だね
宮西 達也
あれはティラノサウルスだ
宮西 達也
ぼくにもそのあいをください
宮西 達也
わたしはあなたをあいしています
宮西 達也

ぶりつつ

プロイスラ‑

べティ･アンiシュワルツ

おばげやしき(新装版)

ジャン･ビエンコブス千〇

恐竜には近づくな!

ニック･テンチフィールド

10人のかわいいようせいたち

ドーン･ベントレ‑

メイシ‑ちゃんいまなんじ?

ル‑シー･カズンズ

恐竜迷路

大塚

鉄也

俳
句
かわも桝田芸

おみくじを繕ふやしろの夏木立

は は

大野けい子

かん

茄子太る浅漬上手な亡母の顔

播爪

五月間明日は検査の日となりぬ

節子

大野志げ子

寺田

過保護とも忠へる水を朝顔に

一重

公子

行き帰りえらぶわが逆七変化

大塚

椿

ピンポンと訪ねし友と西瓜

切る

正雄

雨音に目覚め微睡む五月かな

遠藤

康夫

傾注

風鈴を孫の背丈を借りて吊る

田中

石山

がわも檀歌会

ふ く

夏木立戦後のくらし孫に説く

川 口

和子

たけ

集荷場の汗の笑顔に活気満つ

宙沼

鴻野

寄りそって金魚すくいの親
子かな

あ

栄治

利代

金魚生れ虫めがねにて教え

をり

若泉

杉原

灯台のあかり巡るや月見草

四郎

たたづみて暫く待つや月見草

吉田

浮根としお

歌

月見草そっと恋する虫の群

饉

長寿会ききだつ人の気配りでむごやか気分初参加の旅

浩洋

見る度に生命線の末端が気になる我は七十四歳庄司督千手

世の中は貧しさ国の集りぞ先頭に立て日本の国久松

保

清一

青木

青野

学び舎はコンクリー製喜びも哀しみも外にはもれず

それぞれの心を持ちて立ちゐるか林の木々に似た形なし

平成20牢8月:他4な)

喜作

きむらゆう いち

うちの3姉妹①‑⑦ (マンガ)

おじいちゃんかおばげになったわけ キムフォツブスオ‑カソン

広●敬かわぢ

ル

ちょっとだけ
鐙したちのえんそ<
こんとあき
いいからいいから
もったいないばあさん
せんたくかあちゃん
はじめてのおっかい

りか

すっとそばIご用

イト

オオカミグ‑のはすかしいひみつ

屋外広告物は許可が必要です!
ーまちの良好な景観のためIこ‑

問合せ先都市整備課建設G丁Eし84‑2921(内線15)

まちの中には､さまざまな情報を提供してくれる｢屋外広告物(※)｣がたくさんあります｡
これら屋外広告物を表示するためには､原則として町長の許可を受けることが必要です｡まちの良好な景観

を作り出すために､屋外広告物の表示を行うときは許可を受けましょう｡
(※)屋外広告物とは､屋外で常時又は‑定の期間継続して公衆に表示される広告物のことで､はり紙､はり札､
立看板､広告塔､広告板､建物その他の工作物等に掲出されたものなどを指します｡
屋外広告物については. ｢まちの良好な景観の形成｣と｢公衆に対する危害の防止｣の面から､許可にあたっ
て設置場所や大きさなどを規制しています｡

【主な規制の例】
(1)自己の店舗等の敷地内に店名,取扱商品名等を表示する場合(自家広告物)
･街路樹､電柱､道路標識等の禁止物件には原則として広告物を設置できません｡
ただし,広告物の合計面積が禁止地域にあっては5正以下､許可地域にあっては10正以下で､許可の基準
に適合する広告物は設置できます｡
･建物の壁面に表示する広告物の面積は50血以下で､かつ､その壁面の面積の5分の1以下に限られます｡
･郊外の道路沿道等では表示面積の合計に上限があります｡
(2)自己の店舗等から離れた位置に表示する場合や,他人に看板やその敷地を貸す場合
･上記(i)のほか､鉄道の沿線へ 郊外の道路沿道､信号機の付近等の禁止地域では広告物の設置が禁止さ
れています｡

茨城県屋外広告物条例違反の場合には罰則があります｡
①登録を受けずに屋外広告業を営んだとき
②不正の手段(名義貸し等)により屋外広告業の登録を受けたとき
③営業停止命令に違反したとき
J

音1 i i

懲役刑(最高2年)または

罰金刑(最高100万円)

①違反広告物を表示したとき
②許可を受けずに屋外広告物を変更(改造)したとき
③許可期間満了後も屋外広告物を除却しなかったとき
④除却命令に従わなかったとき
⑤資料の提出を拒んだり,立入検査を妨害したとき

薫:嘉薫等薙

⑥屋外広告業の登録を受けた後に登録内容を変更し,変更内容を届け出なかったとき

⑦業務主任者を選任しなかったとき
.

J

I

J

罰金刑(最高100万円)
㊤またへ

許可には有効期間(最長3年)があります｡ ‑度許可を受けた広告物でも､有効期間の経過後に引き

続き設置するためには,更新許可の手続が必要です｡有効期間が切れた屋外広告物は､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｡
㊤許可手続や許可基準の詳しい内容など

屋外広告物についてのご相談は,河内町役場都市整備課までお問い

合わせください｡

職招集碧窯窯嘉￨

県中学総体で優勝:
そして関東大会へ

県大会優勝と関東大会出場の報告に訪れた飯塚里奈さん(右端)

(庄

が､7月に行われた茨城県中学

河内中学校3年の飯塚里奈さん

布川)
校総合体育大会 (体操競技の部) に出

場し､個人総合の部で優勝しました｡
同時に､8月8日からひたちなか市で

行われる関東中学校総合体育大会への

県大会では､個人総合の部のほかに

出場を決めました｡

も種目別の跳馬と段違い平行棒におい
ても優勝という好成績を収めました｡

関東大会を目前に控えた5日､県大
会優勝と関東大会の参加の報告に役場
を訪れ､野高町長と石山教育長から激
励の言葉をおくられました｡

双眼実体顕微鏡ネイチヤ‑メイト×5台

関東大会でのご活躍を期待しています｡

河内町サッカ‑スポ‑ツ少年団が恒
例の合宿をつつみ会館(7月̲ 9‑20日)

で行いました｡

合宿では､スポ少OBの中学生との試
合や親子サッカ‑をしたりしました｡20日

の早朝には奉仕活動として､長竿のふれあ

い公園前から中央公民館前までの県道の歩
道の空き缶などのゴミ拾いをしました｡

:+(j2j i: j方位古刀:

少年団では､毎年ゴミ拾いをしてお

必彫かわぢ

りスポ‑ツだけでなく地域に対する奉

千葉中央ヤクルト販売株式会社よりフットマッサ‑
ジ器を寄贈いただきました｡このマッサ‑ジ器は福

尭氏(取手市営和田)

秋山

仕活動を通して健全な青少年育成に貢
献しています｡

寄贈者

録

サッカースポーツ少年団では団員の

坂本

フットマツサ‑ジ器を

目

募集を行っています｡
皿84‑4‑90

河内中学校に教育機器(顕微鏡)
をいただきました

いただきました

祉センタ‑に設置してありますのでご利用ください｡

町民の快適な健康づくりの推進を目指して

吃‑H '≡̲捻診多子薮求⑭
》高刊∴̲

申

これは,難病患者の皆さんの闘病とその保護者の方の苦労に報いるとともに,難病の皆さんに対す
る社会的理解を深め､福祉の増進を図ることを目的に行われるものです｡

◎受給資格
河内町に在住し,茨城県から発行された｢‑般特定疾患医療受給考証｣または｢小児慢性特定疾患
医療券｣をお持ちの方,またはその保護者の方
◎申請方法
‑般特定疾患医療受給考証又は小児慢性特定疾患医療券､印鑑､預金通帳等振込み先の分かるもの
持参のうえ､河内町保健センターで申請してください｡

◎支援費
月額

3, 000円

※申請のあった日の属する月から支給の対象となります｡

◎支給方法
毎年9月と3月に指定の金融機関に振り込みます｡
★すでに申請さnている方は. ｣般特定疾患医療受給者証や小児慢性特定疾患医療券が更新さnた際
に､再度申請してください｡受給者証の発行が遅れる場合は,申請だけ先にしていただくことも可
能です｡

★申請が無い場合には,受給資格はな(なり=す｡ (受給者証や医療券が継続して発行されているかは.
町では分かりません｡)

‑‑ニー膿し発声園謬鷹番手斧,l苧; I̲(綱島こ/‖葱講績みこすi±‑｡ ,,‑.‑
はしか･風疹混合ワクチンは､ 1期は1歳へ2歳未満､

2期は就学前のl年に接種するよう法律で決まっており､

対象の方には予診票を郵送しています｡また､今年度は
高校3年生の方にも､ 4期としての接程が決められてお
り､こちらも予診票を郵送しています｡

その年齢を超えてしまうと､公費による接踵は出来な
くなりますのでご注意ください｡

予診票が手元にある方は､お子さんの体調が良いとき
に,個別接種指定医療機関に予約し接種していただきま
すようお願いいたします｡

必 叡かわち
宮城､2C/ i/ 8/I(I/〃7.,)

ー子宮がん･乳がん集団膜診のお知らせ‑
女性は.家族の健康管理には気を配っても,自分のことは後まわしになりがちです.家族の為にも
自分白身のことをもっと大切にしましょう｡

近年へ

医療技術の進歩によりへ

早期発見,早期治療が

可能になってきました｡この機会にぜひ検診を受けてください｡
※今年から,検査の内容が年齢により細かく変わりました｡またへ

検診の対象年齢は平成21年3月31

日現在での年齢ですのでご注意ください｡

午前10時00分‑1 1時30分
(乳がん検診のみの方)

1 0月30日(木)

保健センタ‑

10月31日(金)

つつみ会館

午後 0時30分へ1時15分
(子宮かん検診のあまたは両方を受けられる方)

対象者と検査方法､料金
子宮がん検診

2 5歳以上の女性

検診車での細胞診

1, 000円

各日100名ずつ
午後0時30分‑ 1時15分

現在､妊娠中の方はご遠慮ください｡

乳がん検診

30歳‑39歳の方

乳

房

エ

コ

｢

1.000円

各日とも
40歳‑48歳で
偶数年鈴の万

乳

房

エ

コ

‑

マンモグラフイ2方向

2,000円

午前10時00分‑11時30分
20名

41歳‑5了歳で

奇数年鈴の方
50歳‑56歳で
偶数年幹の方

5 8歳以上の方

乳

房

乳

房

エ

エ

コ

コ

葛

‑

マンモグラフイ1方向
マンモグラブイ1方向
( 2

年に1回)

1,｡｡｡｡ 〔≡三三グラフイ2｡名

2'000円

午後0時30分一1時15分

亡…完グラフイ5｡名
40名

1,000円

※料金は当日会場で徴収します｡
※乳がん検診の内容はすべてセットです｡各年齢の検査内容は単独で受けることはできません｡
※=の検診を受けた方は,医療機関検診は受ける=とができ=せんo

申し込み方法
申し込みは9月16日(火)からです｡保健センタ‑に電話､または直接窓口にお越しください｡

定員になり次第締め切らせていただきますのでこ了承ください｡

広戯かわぢ
I/,.̲/舵20仰8/I (1oJな)

生活
無料相談会のお知らせ
弁護士､司法書士､行政書
士､税理士､公認会計士､社

Ⅲ o 2 9 ‑ 2 2 4 ‑ 7 5 2 1

問合せ先

茨城土地家屋調査士会事務局
水戸市大足町1078‑1
Ⅲ o 2 9 ‑ 2 5 9 ‑ 7 4 0 0

総合労働相談所の
お知らせ
労働条件その他労働関係に

ご相談は面談方式で行い､
のでご了承ください｡

電話相談は行っておりません
申込み及び問合せ先

茨城県社会保険労務士事務局
Ⅲ o 2 9 ‑ 2 2 6 ‑ 3 2 9 6

(平日午前9時‑午後5時)

茨城県肝疾患相談支援
センター開設

東京医科大学霞ケ浦病院

Ⅲ o 2 9 ‑ 8 8 7 ‑ ‑ 2 2 2

㈱日立製作所日立総合病院

0時‑午

相談無料､面接

午前1

Ⅲo294‑23‑8354

∴,月‑金曜日

後4時まで
相談は要予約

全国一斉無料成年後見人

相談会のお知らせ

本相談は面談相談を原則と

させていただきます｡時間の

りがありますので､前日まで

都合でお受けできる件数に限

に電話にてご予約ください｡

聞合せ先

社団法人成年後見センタ‑･

リ‑ガルサボ‑ト茨城支部

皿 o 2 9 ‑ 3 0 2 ‑ 3 ‑ 6 6

茨城司法書士会

Ⅲ o 2 9 ‑ 2 2 5 ‑ 0 ‑ 1 ‑

募集

稲敷広域消防職員募集

試験日

龍ヶ崎消防署

会保険労務士､土地家屋調査

会場

平成20年̲o月1 9日(日)

消防吏員

｣‑十寸

職種

茨城県では､平成20年7月

平成20年9月̲ 3日(土)

を開設しました｡

｢茨城県肝疾患相談支援

採用予定人員

から

午前̲ o時‑午後3時(受付時

につい

就業規則･労働災害の各種補

センタ‑｣

採用時期

法律や行政､税務､会計､

償など労働問題全般)

間午前10時‑午後2時)

安心した療養生活､地域生活
が送れますように支援を行っ
ています｡どうぞ､お気軽に

龍ヶ崎市文化会館

(龍ヶ崎市馴馬町26‑2)
皿64‑‑4‑‑

相談囚容

遺言と成年後見に関する相談
相談方法

面談及び電話による相談

その他

受付期間

Ⅲ64‑3了43㈹

合消防本部総務課

稲敷地方広域市町村圏事務組

申込み･問合せ先

平成20年9月5日‑25日

若干名

労働･社会保険､不動産につ

肝炎､肝硬変など肝臓病にお
相談日

毎月第4火曜日
(午後1時‑4時まで)

ご相談ください｡

茨城県肝疾患相談支援セン

場所
水戸市役所‑階市民相談宝前

タ‑は､次の2病院内に設置
︻相談電話︼

されています｡

｢総合労働相談所｣

無料

水戸市中央‑丁目4番‑号
相談料

門00

平成2 ‑年4月1日

て､｢総合労働相談所｣ を開

‑1二寸

平成20年9月7日(日)

午前9時30分‑午後3時
(午後2時30分受付終了)

場所
水戸市民会館101･102･

‑o3号会議室

水戸市中央‑丁目4番〇号

場所

いてのご相談のある方はお気

関する問題(解雇･労働契約･

徴収日は9月1日です

悩みの方々のご相談に応じ､

賃金･労嘲時間･休日･休暇･

◇後期高齢者医掠保険料(2期) ◇

設しています｡

に応じます｡

◇国民健康保険税(3期) ◇
◇介護保険料(3期)〈〉

軽にご来場ください｡

士､不動産鑑定士が無料相談

税(2期)◇
民
県
◇町

胸誘,7駕B

ピア相談員を募集します
慢性疾患をおもちのお子さ

んの子育てについて悩んでい
る方を対象に相談活動を行っ

平/疫20 47‑‑‑8〃 (laJ7."

ています｡あなたも､ピア相

談員として活動しませんか｡

/4‑撒かわ5

往復はがき､またはインタ‑ネッ
029‑301‑2849

福祉法人茨城県社会福祉協

県総合福祉会館3F

社会

ヘリ場所
≡︹p⁚¥¥www.kOkubuつN○e∞.

問合せ先

平成20年1 0月3日(金)必着

中込締切

皿 o 2 9 ‑ 2 4 3 ‑ 8 9 8 9

議会茨城わくわくセンタ‑

トにてお申し込みください｡

応募はいずれか1つの方法

ンクール｣の作品募集

わたしのおじいちゃん
☆おばあちゃんの絵コ

平成20年度｢ぼくの☆

ホテルマロウド筑波
※参加を希望する求人者･障
で､おし人様1回限り有効で

(※事業によって異なります｡)

害者の方は､ハロ‑ワ‑ク龍

す｡‑回の応募で応募できる

土浦市域北町2‑24

ヶ崎までご連絡ください｡

人数は､事業により異なりま

p｢ef.iba｢aki.jp¥

金問合せ先

県長寿福祉課

が必

なご応募をお待ちしております｡

応募資格

県内小学校および特別支援学
校小学部の児童
申込方法

広報紙に掲載された写真

をお分けします｡データで)
申込方法

①電子メ‑ルで､hisざ○◎︹o

wっ.iba｢ak∵kawaohこの,｣p

宛に､件名を｢写真希望｣とし､

郵送または持参などにより

3.掲載月､4̀掲載ページ､

本文に

1.氏名､2.住所､

提出してください｡

･作品に応募用紙を添えて､

Ⅲ o 2 9 ‑ 3 0 ‑ ‑ 3 3 2 6

高齢社会を身近にとらえ､

※1通のはがきで複数の事業

帥 o 2 9 ‑ 3 0 ‑ ‑ 3 3 4 9

すので､ご注意ください｡

家族ぐるみで考える契機とす

ヨ︹pミwww.p｢のf.iba｢aki.jp

皿62‑2727

への応募はできません｡

るため､県内の小学生を対象に

¥bukyok⊆¥hOk①コ¥kOぎku¥

を発行できない場合

｢入場整

お年寄りの方がいきいきと活動

k〇才‑ku.h︹∋

※記入漏れがあると

理券｣

している姿などを描いた絵を募
(無料)

◎詳しい内容については､
｢入場整理券

平成9月̲ 6日 (火) まで

集しています｡皆さんの積極的

もあります｡

ハロ‑ワ‑ク龍ヶ崎

｢国民文化祭･いばらき

2008｣観客募集
‖月1日(土)‑9日(日)に

県内各地を舞台に開催される
の入場整理券

｢国民文化祭｣

｢応募方法｣ をご覧下さい｡

要な事業一覧｣ の各事業の

国内最大の文化芸術の祭典
(無料)の募集､有料入場券の

や申し込み方法など詳しくは､

(はがきの場合､当日消印有効)

○応募受付期間

ホ‑ムぺ‑ジをご覧ください｡

※応募者多数の場合は､抽選

販売が始まります｡対象事業

(入場整理券 (無料) の必要

となります｡当選者の発表

5二〇〇〇｣が写っている写真､

な主な事業)

･応募の際の個人情報は安全

と明記してメールしてください｡

の発送を

は

※画像サイズが約‑MBから

丁Eし8 4‑2 1 1 1 (内線122)

総務課交通防災係

問合せ先

各家庭に設置の戸別受信機

｢入場整理券｣

開会式､閉会式のほか､シ

らの情報は入選作品選考､

3MB程度です｡

に管理するとともに､これ

入選者への連絡などに利用

②電子媒体を総務課秘書室ま

ます｡(｢入場整理券｣の発送
は､10月中句境の予定です)

します｡入選作品について

で持参してください｡

もってかえさせていただき

へ有料入場券の必要な主な事業)

なお､当選されなかった方

は､氏名､学年､居住地市

ンポジウム､日本舞踊の祭

合唱の祭典､マーチング･

への連絡はいたしませんので､

典､演劇祭など13事業

バトンの祭典､オ‑ケスト

(cD‑R､MOなど)

役場総務課秘書広聴G

問合せ先
〒 3 ‑ 0 ‑ 8 5 8 6

Ⅲ84‑2‑‑‑(内線‑o3)

･送り先

町村名を公表できること｡

︺問合せ先
国民文化祭推進室

あらかじめご了承ください｡

⇔入場整理券等の､ご案内

県生活文化課

水戸市千波町‑9‑8

l

防災行政無線は､災害時における町からの唯‑のお知らせ手段です｡停電

●

.̲言

器?譜諾諾諾露器4霊i書誌誓活用で

l̀L‑‑I 〇〇〇〇〇°斗

(

ラの祭典など̲5事業

○応募方法
応募にあたっては､はがき､

軸u‑‖動

忘れていませんか?電池交換

平鋤蒸暑容器惹n

公営住宅の入居収入基準が変更Iこなります
公営住宅法施行令が改正されたことにより,平成21年4月1日から入居申込みのできる方の入居収
入基準(公営住宅への入居申込み可能な収入の上限)が次のとおりとなります｡
そのため､平成21年4月の時点で改正後の入居収入基準を超えている方は.平成21年4月以降の募
集には申込みができなくなります｡
世帯区分

現

‑般世帯

行

改正後(平成2 1年4月1日から)

政令月収2 0万円以下

裁量世帯

政令月収1 5万8千円以下

政令月収2 6万8千円以下

政令月収2 1万4千円以下

※政令月収:政令の規定に基づき､年間粗収入から､給与所得控除(高齢者世帯は公的年金等控除)､
配偶者控除､扶養親族控除等を行ったうえで月収換算することにより算定したもの
※河内町町営住宅では.入居者を随時受け付けており±す｡
問合せ先

都市整備課建設G (丁Eし84‑2 9 2 1)

河内町シルバ‑人材センタ葛会員募集
河内町シルバ‑人材センタ‑は.定年退職者に,そのライフスタイルに合わせた臨時的.短期的な
雇用･就業機会を提供するとともに､さまざまな社会参加を通じて,高年齢者の健康で生きがいのあ
る生活の実現と地域社会の福祉の同上と活性化に貢献することを目的としている団体です｡
今､シルバ‑人材センタ‑では.受託事業の増加に伴い会員を募集しています｡

あなたの長年培ってきた経験や技能を地域社会のためにもう｣度役立ててみませんか?町内に居住
するおおむね60歳以上の健康で働く意欲のある方,そして自らの生きがいの充実や､活力ある地域づ
くりに貢献することを望む方ならどなたでも会員になれます｡ (会員として,年額2,000円が必要とな
ります)
問合せ先

河内町生坂9 5 9 3 (福祉センタ‑敷地内)
河内町シルバ‑人材センタ‑

丁Eし84‑54 5 5

自衛隊員募集
防衛大学校学生

防衛医科大学校学生

看護学生

2等陸･海･空士

男子･女子

男子･女子

男子･女子

男子

一般: 9月8日‑SOB

9月8日‑30日

9月8日‑SOB

年間を通じて行っています

高卒(見込含)
2 1歳未満

高卒(見込含)
2 1歳末涌

高卒(見込含)

1 8歳以上

2 4歳未満

2了歳未満

11月1日及び2日

10月25日

種目

募集要項
受付期間

推薦:9月5日‑9日

応募資格
試験期日等

第1次

推薦: 9月27日及び28日

試験

一般:11月15日及び16日

纂2次

一般: 12月16日‑20日

受付時iこあ知らせします

12月3日‑5日の問の11月22日または23日の

試験までの聞の指定する日指定する日指定する日

合格発表轄::#諾2月,了日

平成21年2月13日

平成21年1月9日

試離職お知らせします

※詳しくは､下記までお問い合わせください｡
茨城県龍ヶ崎市寺後3629‑5

自衛隊茨城地方協力本部

U R ｣ : h慣p://‑･mOd go｣P/PC○/iba｢aki/

広一轍かわら
平成20隼‑8ノブ値z｣73J

龍ヶ崎地域事務所

皿64‑3351

E葛maiI : hqi‑iba｢akI@pc○.mod go.｣P

定
心配ごと相談

日

例

梱

談

時講116E勘午前10時一正午

役

場部4‑2111敬譲貴会学較教育G郵4‑3322

都

市上下水道G B84‑2361事務局生涯学習G qg¥4捲3

整備課建設環境G創4‑2921福祉センタ‑郡4‑3699

場

所 公民館第2分館
問合せ先 河内町社会福祉協議会
曾84‑2830

つ

つ

み

会

館曾86‑3了40保健セ

ン

タ

‑曾84‑4486

教育相談
日

場

時

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

地軸括支援センタ〇割0‑4071防(讐蓑富)ち創4‑2212
社会編祉協議会曾84‑2830シルパ‑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

日一金曜日

場

所

㈱ふるさとかわち事務所2階

午前9時一午後4時

問合せ先

内

茨城地域相談センタ‑
曾84‑501

7

7日

交通事故相談
日

時

月一金曜日

午前9時一正午午後1時へ4時45分

弁護士相談 毎週水曜日
午後l時へ4時(要予約)

14日

15日

土浦合同庁舎*庁舎3F(T｡029‑823‑1123)

巡回相談 毎月第2水曜日
午前10時一正午 午後1時一3時

21日

龍ヶ崎市役所(T血64‑1 1 1 1)

問合せ先

龍ヶ崎地区

禰敷地区

(河内町長竿1 8 8)

※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

23日

佐倉クリニック

科

外

山村医院

科

野村医院

曾029‑892‑了011曾66‑0555

曾62‑6561

ゆはらクリニック兼子内科循環器科牛尾病院
qPO29‑894‑2002

864‑3105

E66‑6111

和田医院

池田病院

いがらしクリニック

曾029‑894‑241 2

1ふ64‑1152

曾62‑0936

鈴木クリニック

村井医院

いしかわ9 1ノニック

曾029‑892‑3640

曾62‑3380

宙62‑0378

古橋医院

野上小児科医院 竜ヶ崎医院

曾029‑978‑3770

1ふ65‑3375

曾62‑0550

23

28日

交通事故発生状況
町内の交通事故7月発生状況

角崎クリニック

うちだ医院

秋本脳神経外科

1ふ029了‑87‑6030

曾64‑8821

1ふ64‑3311

※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)
死者数

2件(±0) (22)
〇人(±0) (0)

負傷者数

4人(+1) (34)

竜ヶ崎警察署調へ

戸
おめでた

籍
5人

おくやみ13人

の

l 県救急医療情報システム: 24時間表医者E坐/室探すことができま̲吏
救急医庶情報コントロ‑ルセンター

曾029‑241‑4199

ホ‑ムページ: http //wwwqq.pref｣baraki J〕/

救急医廉情報システム

携帯サイト

http //qq p｢efiba｢aki ｣p/kt/

窓
転入10人
転出

資

源

回

収

日

〉

燃えないごみ収集日

22人
A地区

9 ･23

C地区

2･16･30

A地区

C地区

膿
B地区11･25

D地区

4･18

B地区

27

D地区

十訂三言 三言Tx言古∴直筆旦l
全地区

毎週月,水･金曜日

9月中の予約‑10月4日

醜誘黙諾国

