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◆二十歳の提言◆
本多明日香(第｢分館)
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ん｡しかし､これからは､今ま

で以上に自分で責任を持たなけ

鈴木

礼子(第2分館)

､

立場となった今こそ､真剣に考

挙権を得て､政治に参加できる

I

｢大人になること｣

は､一人で

自立して生きていくことではな

人として､社会の一員として､

時代を生きていくこと｡人との

自覚と責任を持ち､これからの

えて行く必要があります｡一個

長していくことだと思っており

係わりを大切にして､心豊かな

の係わりの中で､自分を磨き成

厳しい社会が待っていると思い

ます｡人の優しさにふれたとき､

く､今までどおり､人と社会と

を見

ければいけないことなどが増え､

ます｡その中で､｢自我｣

感謝の気持ちを持ち､社会で困

ればいけないことや､我慢しな

失わないことが大切だと私は思っ

れらのことを胸に､以上､簡単

社会を築き上げていくこと｡こ

ではありますが｢二十歳の提言｣

い強い気持ちを持つこと｡多く

といたします｡本日は誠にあり

難に突き当たったとき､諦めな

さったように､今後は私自身が､

の人が私をここまで導いてくだ

ています｡どんな時でも自分を

一日一日を大切にして､これか

努力していきたいです｡そして､

していきたいと思っております｡

がとうございました｡

貫き通し､夢に向かって精一杯

新春この良き日に､成人の儀

さて､私達は若さゆえに､未

希望があります｡今の日本

熟な部分も多々ありますが､若
希望を胸に抱き､二十一世紀

社会は､男女の立場は平

思っております｡

を迎えられたことを大変嬉しく

誰かの支えとなれるように努力

ていきたいです｡

らの人生を後悔の無いように送っ

私はまだまだ未熟であり､親

の訪れと共に中学校を巣立って

には頼りっぱなしではあります

が､自立を目指し頑張っていき

から五年の月日が流れました｡

本日は､私達のためにこのよ
うな盛大な式典を催して頂き､

これからも私達の成長を温かく

ます｡お世話になった方々には､

られたことを大変嬉しく思いま

す｡以上､簡単ではありますが､

見守っていただければと思いま

両親や先生方､また､このよう

これまでお世話になりました､

になったのは､日本

おりますが､その礎

ことが当然となって

等で互いに協力し合う

いからこそ､実現できる夢や

のように､無事に成人式を迎え

誠にありがとうございます｡こ

す｡これまで支えて下さった家

に盛大な式典を催してください

族､友人､先生方､地域の皆様

ました地域の皆様に感謝の気持

わった､当時二十二

国憲法草案作成に携
として再び河内中学校で勉強さ

主張でした｡

歳だった若い女性の

私は､昨年六月､教育実習生

ちを申し上げます｡

二十歳の提言とさせて頂きます｡

には本当に感謝の気持ちでいっ
ぱいです｡

中学校を卒業して五年が経ち

せていただきました｡快活な中

ますが､皆さんはどのようにお
考えでしょうか｡まだ､五年と

私達が成人として

もちろん河内町も､

問題を抱えています｡

学生達と彼らを温かく見守る先

浮かび上がりました｡将来に不

深刻な少子･高齢化

いう人もいるかと思いますが､

います｡今､中学校生活を振り

安を抱えていた私には､恩師の

問題､近隣市町村と

生きる二十一世紀の

返ってみると､楽しかったこと

言葉が心の支えになり､そして､

の合併問題､財政･

社会はすでに多くの

ばかり思い出します｡そしてこ

自然豊かな町で育った伸びやか

環境問題など､例外

生方の様子を見て､楽しかった

の5年間､私は色んなことを学

な中学生達とふれあえた経験は､

中学生時代の思い出が鮮やかに

びました｡こうして二十歳､す

初心にかえり自分の人生を見つ

ではありません｡選

ようにもう五年と考えるかと思

なわち ｢成人｣ になりましたが､

め直す機会を与えてくれました｡

おそらく､ほとんどの人は私の

私自身､まだ､実感がありませ
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◆二十歳の提言◆
嬉しいときは仲間と分かち合い､

して､勉強や日常生活でも､い

と進んでいます｡一人暮らしを

これからは自分の意志や行動が､

なんとか乗り越えてきましたが､

なにかと両親や先生方に頼り､

落ち込んだり悩んだりしたとき
ろいろ大変なこともありますが､

ています｡僕も自分なりのスピ‑

など少しずつではありますが､

ます｡運転免許や選挙権､飲酒

全て自分に返ってくる事になり

ドを見つけ､残りの学生生活を

ると共に､今のこの気持ちを忘

社会のル‑ルや責任を感じてい

､

雑貨ひとみ(第4分館)

は､親､友人､先生方などに励
周りの人に支えられ日々暮らし

え､様々なことを考えてみると､

てきました｡今日､成人式を迎
楽しく過ごしたいと思います｡

れずにいつまでも持ち続けてい

■

まされて､色々な壁を乗り越え

今まで自分を支えてくれた人に

最後に二十年間育ててくれた両

きたいと思います｡以上､簡単

今､夢に向かって頑張っている

うちの大きな節目となる日です｡

て二十歳の提言とさせていただ

単ではありますが､これをもっ

ていきたいと思っています｡簡

まで私達の成長を温かく見守り

迎えることが出来たのは､これ

本日､ここに晴れて成人式を

とさせていただきます｡ありが

崇弘(第3分館)

素直に感謝の気持ちがわいてき

を持ち､悔いの残らない充実し

親に感謝し小さなことでも目標

人､自分の進む道を探している

きます｡ありがとうございまし

細井

ます｡二十歳になったという実

た人生を送れるように､頑張っ

途中の人も､大きな期待ととも

支えてくださった家族や先生方､

んが､今日という日は､人生の

感は､正直あまり感じられませ

ではありますが､二十歳の提言

本日は私たちのために､この

た｡

大順(篇5分館)

今考えてみると､二十年とい

戸惑うこともあると思

社会との大きな違いに､

出が詰まった一一十年間でもあり

人との出会いやたくさんの思い

二十年間であり､ここにいる友

今振り返るとあっという間の

内藤

とうございました｡

ような盛大な式典を催していた
ることと思います｡

に､漠然とした不安を感じてい

そしてこのような盛大な式典を

だきありがとうございました｡

う月日は､あっという間に過ぎ

いますが､自分を見失

ます｡中学を卒業してそれぞれ

本日は､私達の成人に際し､

催してくださった地域の皆様の

去ったように感じられます｡そ

わないことが大切だと

の道を歩み､またこのように成

これから社会に出る

の間に起こった様々な出来事を

思います｡周囲の流れ

人式で会えた事を大変嬉しく思っ

を賜り厚くお礼申し上げます｡

暖かいお言葉と多大なお心遣い

今日このようなかたちで成人式

ふと考えてみると､楽しさや嬉

が速く､流されそうに

ております｡さて､今日から大

¥‑出回

しさを伴って思い出されるもの

なっても､立ち止まっ

人として認められるわけですが､

これからは､大人として恥ずか

を迎えられることを､大変幸せ

から､辛く悲しい思い出など､

てしっかりと自分と向

しくない行動を心かけて参る所

ます｡

実に色々な経験か思い出されま

き合い､進むべき道を､

これからどのようにしていけば

正直､私自身まだ実感が湧かず

お陰であり､深く感謝しており

す｡昔は何も意識しませんでし

それぞれのスピ‑卜で

にあたって､子供の頃

たが､その一つ一つの経験には

歩んでいけばよいので

存です｡

思い描いていたような

意味があり､今日の自分を形作っ

良いのか不安で､内心戸惑って

どのような気持ちでこの席にい

に感じます｡

てきたのだということに改めて

す｡そうすれば､後悔

おります｡しかし､社会の中で

るのでしょうが｡おそらく､久

ここにいる新成人の皆さんは
のない人生を過ごせる

は大人という立場で見られ､責

しぶりに友人に会えた喜び､成

また､この二十年間で､たく

気づかされます｡

と思います｡

任や義務がこれまでとは違い､

さんの人との出会いと別れを経

であった､医学の道へ

今僕は､昔からの夢

とても重くなります｡今までは

験してきました｡楽しいとき､
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す｡地道な努力が必要ですが後

まざまな考え方､価値観を知る

との出逢いの中で支えられ､さ

‑

誠にありがとうございます｡こ
悔だけはしたくありません｡一

事で自分という物を見出して､

ましたが､そのような中でも人

うして成人式を迎えられる事大
日一日を今日限りと思い､大切

今の私に至る事が出来ました｡

綾子(第了分館)

人としてどうしていけば良いの
変幸せと思うとともに､これま
りたいと思います｡今日､こう

にし､悔いの残らない人生を送

改めて､私達は成人として歩き

金澤

かという不安でいっぱいでしょ
で支えてくださった家族や友人､

出します｡世間からは大人とし

とは､夢を持ち､それに向かっ

しかし､成人になるというこ

う｡

先生方そして地域の皆様に深く
るのは今後の人生の中でも今日

して私達の成長を祝ってもらえ

感謝申し上げます｡
今までを振り返ってみますと｡

て努力することから始まると思

まな権利や義務も授かります｡

て認められると同時に､さまざ

います｡その過程の中に泣きた

の日限りです｡これからは､私

未熟な私達ではありますが､今

達が周囲の人を祝ってあげたり､

の置かれている立場を理解し､

迄以上に社会に目を向け､自分

二十年という歳月は実に長いよ

あげたりする立場になるのです｡

本日は､私達の為にこのよう

うで早いものであると感じてお
今日から私達は成人として社

大人としては､まだまだ未熟で

な盛大な式典を催していただき､

など様々なことを経験するでしょ

めどう対処していくのか､今日
会から見られます｡ここにいる

の行動に責任を待ち､今までの

はありますが､これからは自分

誠にありがとうございました｡

くなるようなつらいこと､喜び

晴れて成人になった私達は考え
皆さんはどのような気持ちでこ

晴れてこの場に至れたのは､先

面倒を見てあげたり､喜ばせて

ていかねばならないと思います｡
の席にいるのでしょうか｡私自

を学び､社会に貢献できるよう

経験を生かしっつも多くのこと

ります｡

私は､後悔をしたくありませ
なったという自覚が薄いように

身はまだ学生である為か成人に

う｡その時､それをどう受けと

ん｡だから､一日一日を大切に

と思います｡失敗をする度に身

に様々な経験を積んで行けたら

権を充分に使い､失敗を恐れず

また､若さという今だけの特

あると感じております｡

自らの行動に責任を取る必要が

し､悔いの残らないような人生

生方の熱心なご指導､暖かく見

を持って学び､傷つく度に他人

守って下さった地域の皆様そし

の痛みを知り､物事を様々な視

んでおります｡皆様への感謝と

て､身近で支えてくれた家族の

な人間に成長して行きたいと望

自らの決心の意を込め､二十歳

私は､成人になるということ

思います｡

は､夢を持ち､それに向かって

点から受け取る事の出来る広い

の皆さん､一日一日を大切にし

を送りたいと思います｡新成人
すぼらしい人生を歩んでくださ

います｡今から五年前､私達は

おかげであり､深く慰謝致して

持った人間になれるよう､日々

視野､また､大きく暖かい心を

の提言とさせて頂きます｡あり

この河内での義務教育を終え､

努力することから始まると考え

長い間慣れ親しんできた友達や

日成人式を迎えた皆さんと一緒

歩んで行きたいと思います｡本

い｡本日は､皆様誠におめでと

向かって努力していくと､

環境を離れ､皆それぞれの道を

に､私も自分の足を信じて歩ん

がとうございました｡

その過程の中に､泣きたく

歩き出しました｡この五年間と

で行けるよう頼っています｡最

ております｡夢を持ち､それに

舞子(第6分館)

なるような幸いこと､自分

いう月日は､一生の時間から考

うございます｡

武田

との葛藤､喜びなど様々な

えたらほんの一瞬ですが､若さ
この時､その経験をどう

べての方々､そして恵まれた環

後に､今一度自分をとりまくす

ことを経験するでしょう｡

まだまだ未熟ながらも自分で自

ゆえの行動力そして感性を持ち､

分の道を切り開いて行った中で

す｡ありがとうございました｡

境に慰謝の気持ちを申し上げま

受け止め､どう対処して行

のさまざまな経験は､すべて私

くのか､今日､晴れて成人

達の澄となり､私達一人一人を

になった私達は考えて行か

なければならないと思いま

◆二十歳の提言◆

す｡現在私は勉学とスポ‑

の上で､行き詰まる事や､予期

た事でしょう｡自分で選んだ道

せぬ不運が降り懸かる事もあり

ぐっと人間として深くしてくれ

すが社会勉強をし､夢に向

ツを学びつつ､アルバイト

本日は､私達の為にこのよう

かって日々過ごしておりま

を通してわずかではありま
な盛大な式典を催していただき､
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︻時代に即応した組織･機構の見画し︼

この改革により､重点的に取り組むべき新たな

施策を積極的に推進するため､最も効果的な組織

体制を整備するとともに､行政二‑ズの多様化に

伴い需要が相対的に低下している部門は統廃合な

どにより規模縮小を図り､類似･関連する施策を

可能な限り二九化し､同一のセクションで所管す

ることができるよう総合的な政策形成､評価及び

課

済

経

調整機能の強化を図ります｡

《機構改革後の各課の配置(予定)図第

(農業委員会)

(役場分庁舎)
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機

構

改

革

の

概

要

〉

【再編成後】 再編後の主な所掌事務

国語‑‑日豊i
g
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●母子家庭等のお子さんのために●

電芭
児童扶養手当は､父母の離婚などにより父親と生計をともにしていない児童の母､あるいは母に
かわって児童を養育している方に対し､児童の健やかな成長を願って支給される手当です｡

児童妖雲手当を受けるととができる方
次のいずれかにあてはまる｢児童｣を監護(保護者として生活の面倒をみること)している母へ
母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます｡

または

｢児童｣とは, 1 8歳に達する日以後､最初の3月31日(1 8歳の年度末) ±でにある児童をいいま

す｡ただし､心身におおむね中庭以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合
は. 20歳末満までとなります｡

なお､受給者､児童ともに国紺ま問題ありません｡

支給の対象となる児童
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父が死亡した児童
3.父が‑定の障害の状態にある児童
4.父の生死が明らかでない児童

5.父が引き続き1年以上遺棄している児童
6.父が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
7.笹が婚姻によらないで生まれた児童
8.母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
※遺棄用連絡等がとれ切目重の教育を放棄していること｡

児童抹着手当が支給されない場台
次のような場合には,手当を受ける資格がありません｡

̲競..
1.日本国内に住所を有しないとき｡

2公的年金を受けることができるとき(請求すれば受けられるのに､請求しないでまだ受けていない場
合も含まれます)｡
3･遺族補償等を受けることができる場合､又はこれらの給付を受けることができる受給資格者に養育さ

れている場合で この給付の事由発生日から6年を経過していないとき｡
4.父に支給される公的年金の加算の対象となっているとき｡
5.児童福祉法上の里親に委託されているとき｡
6･父と生計を同じくしているとき(父が‑定の障害の状態にある場合を除く)｡
7･母の配偶者(婚姻の届出をしていないが､事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)に養育され
ているとき｡

8.児童福祉施設に入所しているなど 受給資格者が養育していると認められないとき｡

細腰囲曲欝富者が用
1.日本国内に住所を有しないとき｡
2･老齢福祉年金以外の公的年金を受けることができるとき(請求すれば受けられるのに,請求しないで

まだ受けていない場合も含まれます)｡
なお､昭和60年8月1日以降に手当の支給要件に該当された人についてはへ

において支給要件に該当した日から5年を経過した場合には
か出来ません

平成1 5年3月31日

正当な理由かあるときを除き評定の請求

/i;叡かわ5
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階雪害自立妄時津
障害保健福祉施策は､平成15年度から導入された支援費制度により飛躍的に充実しましたが､事
業体系がわかりにくい"サ‑ビスが行き届かない等いくつかの問題点が指摘されていました｡
こうした制度上の課題を解決するとともに､障害のある人々が利用できるサ葛ビスを充実し,いっ

そうの推進を図るために､障害者自立支援法が制定されました｡

制度の主なポイント
1障害者の福祉サ‑ビスを｢‑元化｣

2

利用者本位のサ‑ビス体系に再編
障害種別毎の施設･事業体系を24時間を通じた施設の生活から地域と交わる暮らし
へ再編｡

一般就労への移行を支援するための新たな事業の増設｡

4

公平なサ‑ビス利用のための｢手続きや基準の透明化,明確化｣
支援の必要度合いに応じてサ‑ビスが公平に利用できるようへ 利用に関する手続き
や基準を透明化･明確化する｡ (審査会設置)

5 増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支えあう仕組みの強化
障害者がサ｢ビス等を利用した場合に､食費等の実費負担やサ‑ビスの利用量に応
じた公平な負担を求める｡

※

酸

3 障害者が｢もっと傭馴ナる社会｣に就労支援の抜本的強化

障害のある人の自立を支える

障害種別(身体･知的･精神)の制度格差を解消し､共通の福祉サ‑ビスを提供｡

段階施行され平成24年度には完全施行されます｡

まず最初に平成18年4月施行の主なものは･･･!
･自立支援医療施行･これまでの障害に係る公費負担医療(精神通院医療､更生医療へ育成医療)が,自立
支援医療に変わります｡
自己負担については原則として医療費の1割負担｡ただし､世帯の所得水準等に応じ
てひと月当たりの負担に上限額を設定｡また､入院時の食費(標準負担額)相当につ
いては原則自己負担｡

･障害福祉居宅サービスの三陸書一本化･精神障害も含め,平成18年10月まで支援費制度居宅サ‑ビス体
系をとります｡ (10月以降新体系移行)

寳

町民の快適な健康づくりの推進を目指して

保健をシター燈より
ーメタホリックシンドロ葛ム(内臓脂肪症Ii難羊)をご存知ですか? ‑

メタポノックシンドロ‑ムとはへ内膳に脂肪のたまる｢内臓脂肪型肥満｣の人が､ ｢高脂血症(中性
脂肪やコレステロール値の異常)｣や｢糖尿病｣ ｢高血圧｣の芽を‑人で2つ以上持っている状態のこ

とを言います｡ ‑つひとつの数値には大きな問題はなくても､これらの危険因子を複数合わせもつこ
とによって､動脈硬化が進行し､心臓病や脳卒中という命にかかわる重大な病気を引き起こします｡
おなか周りに脂肪がつきへ年々ウエストがきつくなっている方で｢高脂血症｣や｢高血糖｣ ｢高血圧｣

などの異常所見があるようでしたら注意が必要です｡今日から生活を改害しましょう｡

内臓脂肪を潤5して動脈硬化を随(⊇'多占f
1.｢内臓脂肪を減らしましょう｣
①食生活を修正しましょう｡
食生活に問題はありませんか｡
バランスのとれた和食型が望ましいと言われています｡

②適度な運動をしましょう｡
運動不足の方は､自分にあった運動を見つけ､継続しましょう｡

2.｢禁燈しましょう｣
喫煙の書はがんだけではなく､高血圧､高脂血症にも悪影響を及ぼし､動脈硬化を進行さ
せます｡

3.｢ストレスをためないように工夫しましょう｣
仕事と休養のバランスを上手にとり､ストレスをためない工夫が大切です｡
自分にあった気分転換も工夫しましょう｡

☆はしか･風疹の予防接種はお斉みですか?☆
平成18年4月より､予防接種法施行令が改正iこなり､はしか･風疹予防接種の対象年諭と接種方法
が変わります｡平成18年4月1日の目範が生後24か月を過ぎているお子さんは､公費で接種すること

ができなくなります｡該当年幹の万(生後12か月‑7歳6か月末満)ではしか･園疹の予防接種を
まだ受けていない方は､早めIこ受けましょう｡
未接種の方i三は1 1月に予診票などを郵送しておりますが､届いていない方は保健センタ‑までご連
絡ください｡

屋'鰍かわ5
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親子で参加しよう!!

棚｣軌清掃大作殊
時

3目5日(日)午前8時‑

※雨天の場台は3目I2日(日)iこ延期

実施場所

町内全域(幹線道路､用排水路､利根川及び新利根川)

処理方法 燃えるごみ､燃えないごみを指定の回収袋に入れて集落内ごみ集積所に集めてください｡
延期の場合

防災無線(当日午前了時)でお知らせします｡

○

河内町清掃大作戦は近年ごみのポイ捨てが非常に多く今年度は年2回実施することiこいたしました｡

○

この度の清掃大作戦は､国土交通省利根川下流河川事務所の協力を得て実施します｡

○

清掃大作戦の時に家庭ごみの持込が見られますので､家庭のごみを持ち込まないようiこしてください｡

問合せ先

都市計画課

環境衛生係

a84‑2111(内線156)

児童クラブ指導貴募集

で働いていただく

昼間､保護者のいない家庭の小学

後健全育成事業｣

校児童を対象に行う保育事業｢放課

児童クラブ指導員を募集します｡

ぐ申込方法

平成̲ 8年2月28日まで受付けて

いますので､市販の履歴書に必要

8年4月‑日‑

(更新あり)

事項を記入し､役場住民課に提出

してください｡

雇用期間こ平成‑

(¥待遇等

9月釣日

就業時間⁚午後2時頃‑午後6時

午前8時‑午後6時

※週3日程度､長期休業中は

(内線‑8‑)

賃金形態⁚時給1‑000円

/¥申込･問合せ先

雷84‑21‑1

河内町役場住民課児童クラブ担当

禰敷地域小児救急輪番制当番医変更のお知らせ(2月へ3月)
臆旦旦

時

月

1

閉園喜

8

1

8

｢本｣
土 ｢

1

8

1

8

〇SSSS○○∴O
音

日

l

医

間

00へ2

1

:

00

1 8 : 00‑2 1 . 00

一喜一水音喜一

̲∴∴∴十

.

:
:
:

00へ2
○○へ2
00へ2

1
1
1

i
.
:

00
00
00

9 : ○○へ1 2 : 00

12:00へ15:00

療

牛久菱和総合病院
東京医大霞ケ浦病院
牛久菱和総合病院
龍ヶ崎済生会病院
東京医大鞍ケ浦病院
東京医大霞ケ浦病院

機

関

(曾029‑872‑311 1)
(曾029‑887‑ 1 161)

(曾029‑872‑3111)
(曾0297‑63‑71 1 1)

(曾O29‑887‑1 161)
(曾029‑887‑1 161)

龍ヶ崎済生会病院(曾029手63臆7111)

※救急外来は応急処置が基本のため､処方は原則1日分です｡なるべく昼間の診療時間に受診してください｡また､
上記以外にも休日夜間診療を行っている医療機関があります｡かかりつけ医等の状況を把握しておきましょう｡
金曜日の救急外来は行っておりませんのでご注意ください｡
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俳

句

関

原

板

ふ

さ

く

と

代

としお

利

たかよし

口

着飾りて成人式の花におう
初詣先.つは氏神鎮守様

達筆の句碑読み難し冬の旅

沼
子

田

塚

ヨシノ

和

大

島

栄

治

重

飯

泉

ミドリ

郎

丸

四

一

若

志げ子
大

四股を踏む鬼の腰蓑男鹿は雪

吉

御降りや風も少しの露天風呂
初春の水面に輝く金閣寺
謙

床の間の張り子の戌や今朝の春
康

夫
中

江

田

田

野

改めて三つ指つきし御慶かな

かわも俳同会

人目や喜寿すこやかに薄化粧
川

大

正座して雑煮食む子の片えくぼ

石塚

追伸に一句のり居り老栂の花

杉

飴を切るリズム楽しさ初大師

津

角餅のどっかと座る雑煮かな

子

け

節

ん

た

田

か

雄

野

寺

爪

正

鴻

ひとり居に吊られて重き初麿

華やいだ心を映す初鋭
願ぎ二つ鈴に託して初詣
橋

藤

友元気俳句書かれし初便り
遠

候

かわも矩歌会
山

洋

歌

石

浩

玉

翠

マサエ
保

3, 108世帯(対前比1.4%)

●世帯数

10,959人(対前比△4･7%)

口

●人

留84‑21 1 1 (内線210)

統計係

企画財政課

問合せ先

饉

古時計坂を昇るごと奮闘す新年迎えて顔も輝く

松

ぐ

久

･

木

登千子

焼き海苔と梅干し炒り子牛卵子昨年と変らぬ我の朝食

郡

青

田

司

山

庄

(生板)

口笛にぐちなしの花鳴らしつつ過ぎる人あり寒月の道

はらからは今年も仏間につどひよりて患ひ忘ひに平和を祈る
着飾りて追ひ羽根凧あげに新年を過す垂らいづこにもなし
その人の心の言葉なき賀状増えて今年も遠さまま過ぐ

平成17年国勢調査の結果について

平成17年国勢調査の実施につきましては､皆様のご協力を頂き誠にありがとうございました｡

お礼申し上げます｡

今回の調査結果がまとまりましたのでお知らせいたします｡

男

5,351人(対前比△5.1%)

女

5, 608人(対前比△4,3%)

職18争2ノブ(1o1｣3)

T̲曲かわj

防災活動の決意を
新たは‑.
‑消防団出初め式‑
‑月7日､河内町消防団出初め式

が町消防団員や関係者が参加して､
環境改善センタ‑前で行われました｡

団員の皆さんは､人員､服装､機械

器具の点検などをきびきびした動作

で行い､消防活動への決意を新たに
しました｡この後､環境改善センタ‑

消防庁長官表彰

武

正

(勤続̲ 5年以上退団者)

田中和美､大塚好勝､蒔田

古沢洋一､大野博志､秋元

県消防協会長表彰

田中光一､松田良明､岡部博之

茨城県知事
(勤続5年以上̲ 5年未満退団者)
渡辺 譲､石井 卓､大野祐意智

(永年勤続功労賞30年以上)

衛

健

高松善彦､小熊溜志､篠田克弥
渋谷 孝､松浦章浩､高島政幸
三浦晃一､高橋正俊､山倉仁夫
高岡順二 駒塚典子
茨城県知事表彰
平川和文

博､武智正明､高野

鈴木俊秀､諸岡周示､関野

(永年勤続功労鎖20年以上)

高橋

杉山治男､坂巻克男
茨城県消防協会長表彰

▽受付場所･期間

曝践嚢麗饗謹製騎‑麗牧田
県民交通災害共済は､年間900
を

役場総務課交通防災係
(中学生以下500円)

円の会費

‑随時

2月1日

(水)

添えて申し込みすることにより､自

午前9時から午後5時まで

(土日祝日を除く)

▽申込方法

県民交通災害共済申込書

(各戸配

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｡

共済期間は‑年間で､平成‑ 7年度の

を持参し､会費を添えて申込

共済は3月3

みください｡

布)

問合せ先

1日で期限切れとなりま

す｡平成̲ 8年度も共済を更新される

方､又は新たに加入を希望される方

総務課交通防災係

主唱 ㈲青少年育成茨城県民会議
大好き いばらき県民会議

内に会場を移し､野高町長からの講

は忘れないよう手続きを済ませてく

ほらっ､あんがいカンタン｡けっこうウレシィ｡

第5分団

地域コミュニティ‑を作っていきましょう!

(内線123)

留84‑2‑‑1

あいさつは､人と人をつなぐ魔法の言葉｡
誰でも使えるステキな言葉｡
みんなが使えば街はきっと明るくなる｡
まずば あなたから使ってみませんか?

(優良分団表彰)

『あいさつ･声かけ運動』は､家庭､学校､

ださい｡

大人と子とも誰もが顔見知りになれる

平川和文

『おはよう』から始めよう｡

(永年勤続功労華を授与する表彰)

あいさつI三は̀̀あい''がある｡

評･訓示､優良分団や団員の表彰後､

なお､受賞者は次のとおりです｡

将来への夢や希望を持っていきいざと成長してい
くためには,地域社会の大人たちが､学校や家庭
と連携を図りながら支援していく必要があります｡

来賓の方々の祝辞をいただきました｡

地域で､大人と子とも･大人同士･子ども同士の
コミュニケ‑ションを広げる運動です｡青少年が

(功労章を授与する表彰)
大野 頁､鈴木俊秀､菊地真一
(永年勤続消防団貝妻女に対する感謝状)

平川恵子
茨城県消防協会県南南部連絡会長表彰
瀬尾正治､斎藤克也､高橋正人

(勤続̲o年以上)

県

城

茨

茨城県消防協会桶敷支部長表彰
分団表彰 第5分団
個人表彰 古手泰貴､佐々木祐次
河内町優良団員町長表彰

I/'̲/￨f/8年2月(¥o llこ7)

茨 城 剛 ､ 古手利勝､ 大久保誠
牧 山 利 和 ､ 町田良則､ 高橋正美
木 村 昌 彦 ､ 野沢浩昭､ 坪井正樹
雑 費 久 雄 ､ 大野勝弘､ 菅谷正雄
秋 山 稔 ､ 松川浩之､ 橋本英之
重田茂雄､ 大 月 俊 幸 ､ 根 本 真 樹
内 藤 貴 之 ､ 糸賀三芳
河内町優良団員団長表彰

(第6分団)

(第̲3分団)

(第7分団)
(第8分団)

宏撒かわg

題

(勤続̲ o年末満の分団長)
(第2分団)
(第3分団)
(第5分団)

林田真人
大野俊一
秋山広和
川嶋真一
藤本紀之
仲代直人
大野勝敏

あいさつ･声かけ運動

生活
｢障害者自立支援法｣による

新たな制度が始まります

軽減措置があります｡)

負担上限額の設定などの負担
県障害福祉課

口座振替で‑･

納税は簡単で便利な

臥 o 2 9 ‑ 3 0 1 ‑ 3 3 7 0

Ⅲo29･301･3357

へし聞合せ先

さを事前にお住まいの市町村

サ‑ビス費用の

ガス料金の支払いと同じよう

一割および施設利用時の食費

(所得により､負担上限額の

に､口座振替制度を利用する

担医療を利用している皆さま

8年4月‑日から､居

設定や個別減免等の負担軽減

自動車税の納税は､電気や

平成̲
(ホ‑ムヘルプ､

いします｡

(郵便局を除く) 窓口にお願

2月末までに県内の金融機関

利用ください｡お申し込みは､

納税に便利な口座振替をご

宅サ‑ビス

などが自己負担になります｡

･自己負担

害､精神障害のある方

･対象者 身体障害､知的障

陣害福祉サ‑ビス

があります｡

障害福祉担当窓口で行う必要

徴収日は2月28日です

ことができます｡

(ノ自立支援医療
(公雄負担医凍)
現在の更生医療､

合があります｡)

4｣2

ﾈ竇ﾂz

悼D

'撃4

へ

町

内

河

6期◇
◇介護保険料

措置があります｡)

やご家族へのお知らせです｡

障害福祉サ‑ビスや公費負

◇国民健康保険税6期◇

デイサ‑ビス､ショ‑トステ
や施設

(身体障害者の更生

イ･グル‑プホ‑ム)

サ‑ビス

･対象者

育成医療､精神通院医療の対

施設･授産施設･療護施設､
知的障害者の更生施設･授産

により一部対象とならない場

象者

精神通院医療)

･自己負担

(所得および疾病の内容

担医療(更生医療･育成医療･

施設･通勤寮)､また公費負

る方の､自己負担の仕組みが

割が自己負担となります｡

を利用してい

変わります｡このため､4月

(所得および疾病などにより､

医療費総額の一

からの利用者負担の認定手続

カラオケ好友会

DEC5

109, 000円

貴友会

4期◇
◇固定資産税

蕾悪◎ぎ電飾

(敬稿鴫)

空の日成田地区実行委員会

50,000円

河内町女性の会

5,000円

10,075円

社会福批協議会へ
太平洋技研㈱
㈲塚本製作所
自然回帰生水器 6器

(各小中学校へ設置)

皆様からお預かりした寄附金

等は､趣旨に添って大切に使
わせていただきます｡

ありがとうございました｡

広穀かわぢ

政モニタ‑応募用紙｣

Ⅲ o 2 9 ‑ 3 0 ‑ ‑ 2 1 2 3

水戸市笠原町978番の6

〒 3 1 0 ‑ 8 5 5 5

県立水戸南高等学校

水戸市白梅2･‑0‑1 0

〒310‑0804

/̲¥

出席
事項をご話人の上､ご応募く

P⁚h二D⁚¥¥蔓.雪e｢

利用したアンケ‑ト調査への

県では､｢県政モニタ‑｣

pこh一言⁚¥¥責W.百二昌i

募集

つ昌i‑h.①d∴p¥

H

皿o29‑247‑4284

(通信制)

∵問合せ先

皿o3‑5400‑4316

へC,任 期 平成̲ 8年4月委嘱

ださい｡また､県のホームペ‑
H

に必要

Ⅲo3‑3459‑8369

の日から平成20年3月末日ま

ジからもご応募できます｡

①県内在住の満20歳以上の方

ご協力をいただくインタ‑ネッ

県立水戸南高等学校通信制

50人

での2年間

募集
㊨募集人員

②公務員･地方公共団体の議

トモニタ‑も募集しています｡

課程は､向学の意志を持ちな

命応募資格

会の議員でない方

詳しくは､県ホームペ‑ジに

がら､いろいろな事情で毎日

併せて､インタ‑ネットを

ib誉aki∴p>号ics¥

平成1 8年度県政モニター

③国･市町村のモニタ‑およ

掲載の募集案内をご確認の上､

通学出来ない方々でも､職場

およびインターネット

と｢インタ‑ネットモニタ‑｣

びインタ‑ネットモニタ‑と

ご応募ください｡

航空ア‑卜展

"航空ヴィンテージボスタ‑

日‑3月28日まで/編入･転

間航空に関するアンティ‑ク

⇔面

ーエ‑ルフランス編‑〃

入学2月24日まで

ボスタ‑にスポットをあて､

エアラインなど民

※土･日祝日を除く午前9時

その中でも特にアユTィスティッ

容

‑午後5時まで

クなものを輩出している航空

高校に在籍していたが､現在

卒業見込みの者｡編入学は､

これに準ずる学校を卒業又は

頃から､歴代のボスタ‑に空

の旅､古き良き華やかなりし

します｡ノスタルジックな空

関連するボスタ‑を展示いた

会社｢エ‑ル･フランス｣

退学していて､1 8単位以上を

への思いを馳せてみませんか｡

に

⇔応募資格

一般入学(新入学) 3月‑ 5

ゆ受付期間

できる学校です｡

学校通信制課程生徒募集

を募集しています｡

兼務にならない方

㊧応募締め切り

を経験していない方

(当日消印有効)

㊥応募･問合せ先
県広報広聴課広聴担当

曾誤関東電気保安協会

モニタIを募集します

○県政モニタ‑
④過去5年以内に県政モニタ‑

①通信用紙による県政に対す
令応募方法

各市役

赤十字救援軍が配備されました｡災害時に
いち早く救援物資を届けるためのものです
がへ 災害時はもとより福祉活動などひろく
活用されます｡この車両は,県民の皆さま
からいただいた赤十字活動資金(寄付等)
で購入したものです｡

平成̲ 8年2月28日 (火)

㊨活動内容

平成1 8年度県立水戸南高等

○インタ‑ネットモニタ‑

軸p:〃持物･教dh.o可p

や家庭にいなから学ぶことの

る意見､提案の提出
各地方総合事務所､

県庁総合案内､

②アンケ‑ト調査への協力

所･町村役場に備えてある県

｣

一般入学は中学校もしくは

修得している者｡転入学は現

航空科学博物館

3月26日まで

◇日

程

在高校に在籍していて､̲ 8単

禽問合せ先

Ⅲo4了9‑78‑o557

F時o419‑78‑o560

r脇4雄)

平成18年2'ノブ

位以上修得する見込みがあり､

正当な理由がある者｡いずれ

も居住地又は勤務先が茨城県
にある者｡

広●殻かわぢ

題

日本赤十字社茨城県支部から
このほど

喜一ヨ百草

③地方会議や施設見学会への

日赤県麦田から
救援毒が配偶されましだ

定例相談
心配ごと相談
日

時

曾84‑211 1学校教育課

役

3月1日(水)

場

所

圃84‑435了

午前10時一正午

3月15日(水)

1ふ84‑3322

場

水道課

生涯学習課(挟公越)曾84‑2843

1ふ84‑2361給食センタ‑

宙84‑2845

公民館第2分館

問合せ先

つつみ会館

河内町社会福祉協議会
曾84‑2830

保健センタ‑

曾86‑3了40
宙84‑4486

福祉センタ‑

曾84‑3699

防災かわち(音韻刑

曾84‑2212

教育相談
日

場

時

月･水･木曜日

所

午後1時‑5時

公民館第3分館(西共同利用施設)

問合せ先

曾84‑4888(圃兼用)

成田空港に関する相談
日

時

月一金曜日

午前9時一午後4時

場

所

㈱ふるさとかわち事務所2階

5日

矢野整形外科医院横田医院

飯野クリニック

曾029‑892‑212了曾62‑0047

曾60‑2323

(河内町長竿1 88)

問合せ先

吉罵胃腸科医院牛尾病院
a6｡̲｡H1

茨城地域相談センタ‑

12日認諾｡̲2436創｡̲09,7

1ふ84‑50 1 7

交通事故発生状況

19目蓋諾隷̲｡2｡2害譜医院いがらしクi)ニック
曾62‑0936

町内の交通事故1月発生状況
21日

発生件数(人身事故)

4件

死者数

0人

負傷音数

4人

宮本病院

細井クリニック

1田029‑979‑2114曾66‑2000

西新道外科医院
宙62‑0855

26日%駕̲18J9I̲1o?雷E4rfu̲患驚器科E村医院
曾62‑6561

竜ヶ崎警察署調べ

戸籍の窓(1月)
おめでた

4人

おくやみ

9人

転

入

転

出

14人

｢｢…

41人

A地区

町の人口と世帯

盲 回

収○○旦｣圧えないご垂□

了･21 C地区14･28

A地区

C地区

B地区9･23D地区浩B地区11 D地区

燃えるごみ収集日

25

粗大ごみの予約収集日

平成18年1月1日現在
人

口

11,28了大

男

5, 587大

女

5,了00人

世帯数

3, 394世帯

全地区

毎週月･水･金曜日

2月中の予約‑3月4日

機会実戦> ごみを提案すると.処罰されます
『みんなの町､みんなできれいに』
◇問合せ先⇔

都市計画課環境衛生係密内線155･156

中嘩三二二
I ‑へ締顎繭鯵鶉翳騨驚薄

広叡かわち
'r‑‑/ぼl8仰̲/H (1o｣｣,?/

