10 月の納付
第３期分
第４期分
第４期分
第４期分

世 帯 数
総 人 口
男
女

平成 20 年９月１日現在
前月比
13,752 世帯
＋８
36,434
人
− 35
18,318
人
− 20
18,116
人
− 15

お知らせ ･ ピック

いんふぉ
役場の

人口と世帯数

アップ

納 期 限 平成20年10月31日
（金）
村･県民税
国民健康保険税
納付種別
介護保険料
後期高齢者医療保険料

めーしょん

電話番号 ☎ 282-1711（代表）

募集
費
参加 料
無

「元気アップいばらき」ウオーキング大会参加者募集
茨城県では、運動習慣の定着を目指したウ
オーキング大会を開催します。お気軽にご家族
やグループでご参加ください。
■日
時 11月30日
（日） 午前10時〜午後３
時 ※午前９時から受付けを開始します。
■場
所 国営ひたち海浜公園
（水のステージ）
を
スタート･ゴール地点とし、園内に４㎞と７㎞のコース
を設定。※受付場所は、
「翼のゲート」
（西口）
向か
いのウオーキング大会専用無料臨時駐車場です。
■対
象 県内在住の方1,000人
■そ の 他 帽子･タオル･飲み物･雨具等をお
持ちの上、歩きやすい靴･服装でご参加くだ
さい。また、
ごみの持ち帰りにご協力ください。
■申し込み・問合せ 11月10日
（月）までに、は
がきまたはファクシミリに「元気アップいば
らきウオーキング大会参加希望」を記入の
上、①参加者氏名②住所③電話番号――を明
記し、茨城県ひたちなか保健所
（〒312-0005
ひたちなか市新光町95 ☎265-5647 FAX2655040）
へ申し込みください。

第20回東海村レディースダブルス大会
■日
時 11月５日
（水）
（予備日11月６日）午前８
時45分から。※テニスボールをお持ちください。
■場
所 村テニスコート
■対
象 村内在住･在勤･在学の方、または
東海村テニス連盟登録者で、ペアのうち１
人がいずれかの要件を満たす方
■参加費（１人） 連盟登録者…500円、連盟未
登録者…750円 ※ボールを持参ください。
■申し込み 村テニスコートクラブハウスに備
え付けの申込書に必要事項を記入の上、10
月26日（日）までに申し込みください。
■問 合 せ 越塚ゆかりさん
（☎287-0924）

国民文化祭とは、全国で活動している文化･
芸術活動の愛好者や団体が一堂に会して、音楽
や演劇、伝統文化の競演を繰り広げたり、一般
公募により出品された文芸や美術作品が展示さ
れたり、さらには開催地独自の文化･芸術イベ
ントなどを行われたりする、国内最大の文化･
芸術の祭典です。
「民話フェスティバル」
〜民話が高度科学の街へやって来た！〜
全国から民話を愛する演者が集い、各地では
ぐくまれてきた民話の心に触れ合い、未来への
継承を全国に向け発信していきます。本村から
は、「劇団とみかる」や照沼小学校の３･４年生、
「東海村民話再生の会」が出演します。
●期
日 11月8日（土）
●時
間 午前９時30分〜午後5時
●場
所 東海文化センター
「うたの浜辺音楽祭」
〜未来に伝える賛歌＆メッセージ〜
広域文化交流事業
「うたの浜辺音楽祭」
は、本
村、日立市、北茨城市、高萩市の３市１村で開
催します。この地域にゆかりのあるアーティス
トと地元児童合唱団などが野口雨情と吉田正の
作品を発表します。東海村からは、
「東海村少年
少女合唱団」
と
「東海村吹奏楽団」
が参加します。
●日
時 11月３日（月）
●時
間 午後１時〜４時
●場
所 日立市民会館
（日立市若葉町１丁
目５番８号）
お問い合わせ
第23回国民文化祭東海村実行委員会（教育委員
会社会教育課内 ☎282-1711 内線1422）
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みぎわ幼稚園「子育て支援」２歳児募集
幼稚園に入園する前の２歳のお子さんが集まる
「う
さぎ組」
で親と離れて幼稚園児と同じように過ごすも
ので、子育てを支援するために設けられました。
■活 動 日 年間を通して月曜日から金曜日
※２日コースから５日コースまで選べ、入園
児
（３歳児、４歳児）
と同じ保育を受けます。
■対
象 平成18年４月２日から平成19年４
月１日までに生まれた幼児
■申し込み・問合せ 学校法人諏訪学園みぎわ
幼稚園(☎282-9155) ※随時見学と受け付け
を行っています。

10 月の休日診療日程
診療時間 午前９時 30 分〜正午、午後１時〜２時
期日
病医院名
電話番号
12日
（日）村立東海病院
282-2188
13日
（月）茨城東病院
282-1151
19日
（日）石井整形外科クリニック 270-5141
26日
（日）村立東海病院
282-2188
救急医療機関をお探しのときは…
電話番号
茨城県救急医療情報コントロールセンター
241-4199
（毎日･24時間対応）
茨城子ども救急電話相談（毎日･午後６時30分〜10時30分）
254-9900
電話番号 ＃ 8000（ プ ッ シ ュ 回 線 用 加 入 電 話、
携帯電話 NTTDoCoMo･KDDI･SoftBank）

外国人の皆さん､日本語で主張しませんか？

Looking for foreign speakers in Japanese!

東 海 村 国 際 交 流 協 会 で は、
「東 海 村 文 化 祭
2008」活動の一環として、外国人の方が日本語で
自分の意見や考えを主張する機会を設けます。
「われこそは！」
という方は奮って申し込みくださ
い。
■日
時 11月１日
（土） 午後１時〜３時
■場
所 中央公民館
■対
象 日本語以外の言語を母語とする外
国人の方
■テ ー マ 自由
（発表は日本語のみ）※例…日
本に来て感じたこと／私の国の紹介／私の主
張など（５分以内）
■申し込み・問合せ 10月16日
（木）までに①住 所
②氏名③連絡先④生まれた国⑤育った国⑥
スピーチのタイトルと概要――を日本語ま
たは英語で記入の上、東海村国際交流セン
ター事務局
（東海村姉妹都市交流会館内 ☎
･FAX282-0535）へ直接お持ちになるか、ファ
クシミリまたは電子メール
（jitisuisin@vill.tokai.
ibaraki.jp）で申し込みください。なお、申込者
多数の場合は抽選となります。

Tokai-mura International Association is looking for people of
foreign nationalities who would like to express their feeling and
thought by giving a short speech in Japanese during Tokai-mura
Cultural Festival.
■DATE AND TIME 13：00 〜15：00 November 1, 2008 (Saturday)
■PLACE Central community center
■ELIGIBILITY FOR APPLICATION Foreign nationals whose ﬁrst
language is other than Japanese
■SUBJECT Free(must be presented in Japanese) ※Example…What
I feel about Japan ／ About my country ／ What I want to say about
XXXXX
■DURATION OF A SPEECH shorter than 5 minutes
■APPLICATION AND QUESTION Please directly submit, fax,
or e-mail the following information to the Bureau of Tokai-mura
International Center (Tokai-mura Sister City's Hall)PHONE&FAX 2820535 E-mail jitisuisin@vill.tokai.ibaraki.jp) either in Japanese or English
by October 16 (Thursday).1)Your name 2)Your address 3)Contact
information(phone no., cell phone no., e-mail address, or fax no.) 4)
Country you were born 5)Country you were brought up. Please be
noted that selection will be made when there are a large number of
applications. We hope to hear your frank and honest voice!

「第12回古本市」
開催
読書週間（10月27日〜 11月９日）にちなんで、
皆さん寄贈の本や図書館で除籍した本をお分け
します。ぜひご来場ください。
■日
時 １ 日 目 …10月26日（日） 午 前10時
〜午後４時、２日目以降…10月28日
（火）〜
30日（木）と11月１日（土）･２日
（日）午前９時
30分〜午後４時
■場
所 １日目…図書館前広場、２日目以
降…館内多目的ルーム ※車でお越しの方は
図書館南側（東海南中学校側）
駐車場をご利用
ください。
■問 合 せ 村立図書館
（☎282-3435） ※お分
けする冊数は、１日目が１人10冊まで、２日
目以降は制限なしです（お持ち帰り用の袋を
ご持参ください）
。

●
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催し物（講演会ほか）
費
参加 料
無

「知って得するニート予防セミナー」開催

ニート･ひきこもり･フリーターなどの状況に
ある方やその家族に向けたアドバイス、ニート
などの状況に陥らないための予防などに関する
セミナーを開催します
（先着50人）
。
■日
時 10月26日
（日） 午後２時〜４時30分
■場
所 テクノ交流館リコッティ
■講
師 三輪壽二さん
（茨城大学教育学部
准教授）
■問 合 せ いばらき若者サポートステーショ
ン
（☎259-6860）
、村民相談室
（自治推進課内 ☎
287-0862）
しゅうじ

オータムフェスティバル
費
参加 料
無

費
参加 料
無

家族交流会のお知らせ
ご家庭に心の病気を患う方がいる村内在住の
家族の方を対象に、本人に対する接し方や日ご
ろ抱えている不安や悩みについて､懇談･意見交
換等を行う「家族交流会」
を開催します。
■期
日 10月24日（金）
■時
間 午後１時30分〜３時30分
■場
所 なごみ･総合支援センター
■申し込み・問合せ な ご み･総 合 支 援 セ ン
ター
（☎287-2525）

知事と語ろう
「明日の茨城」
茨城県では、橋本昌知事と県民の方とが直接、
自由に話し合う対話集会
「知事と語ろう
『明日の
茨城』」
を開催します。
「茨城」
について日ごろ感
じていることや､お気付きになったことを知事
に直接伝えてみませんか？
■日
時 11月21日
（金） 午後２時〜４時
■場
所 那珂市立図書館
（那珂市菅谷2995-１）
■対
象 20歳以上の県内在住･在勤の方
（100人）
■申し込み・問合せ はがき、ファクシミリまた
は電子メールに必要事項①郵便番号②住所③
氏名
（ふりがな）
④年齢⑤性別⑥電話番号⑦職
業――を記入の上、11月７日
（金）
（はがきは当日
消印有効）
までに茨城県県北地方総合事務所
（県
民生活課 〒310-0802 水戸市柵町１-３-１ ☎2252940 FAX228-1725 電 子 メ ー ルhokusokenmin@
pref.ibaraki.lg.jp）
まで申し込みください。※複数
で申し込む場合、必要事項は申込者全員分をご
記入ください。

エトセトラ
新現役チャレンジ支援事業の紹介
株式会社ひたちなかテクノセンターは、独立
行政法人中小企業基盤整備機構から
「新現役チャ
レンジ支援事業」
を受託しました。この事業は、
企業などのＯＢ人材の活用を推進するもので、
既に退職または退職を控えている方を、自らの
経験･知識･技術を生かしたい方を必要とする中
小企業に紹介、マッチングを支援していきます。
ＯＢ人材仮登録はインターネット上からも行
うことができるほか、人材を必要とする中小企
業の方もぜひ利用ください。
■問 合 せ 株式会社ひたちなかテクノセンター
（ひたちなか市新光町38 ☎264-2200） ※事業
の詳細は、ウェブサイト
（http://www.htc.co.jp/）
に掲載があります。

■日
時 10月19日
（日） 午前９時30分〜午
後５時 ※悪天候の場合は中止となります。
■場
所 国営ひたち海浜公園
（ひたちなか市
馬渡）
とその周辺地区
■内
容 ①
「常陸ふるさとフェスタ」
…地元
特産品の販売ほか、②
「ひたちなかフェスタ」
…ひたちなか地区見学バスツアーほか
■入 園 料 無料 ※駐車場は有料です。
■問 合 せ 上記内容①については茨城県土木
部都市局公園街路課
（☎301-4650）
、②は茨城
県企画部ひたちなか整備課
（☎301-2778）
、当
日は、財団法人公園緑地管理財団ひたち公園
管理センター
（☎265-9001）へお問い合わせく
ださい。

第２回茨城原子力体験フェア
第２回
「茨城原子力体験フェア」
が10月18日と25
日の各土曜日に、大洗わくわく科学館
（東茨城郡
大洗町港中央12番地）
をメイン会場に開催されま
す。原子力事業所の出展のほか、楽しいイベント
がたくさん予定されていますので、ぜひ、ご家族
そろってご参加ください。入場は無料です。
■主な催し物 入場の際は、入場整理券が必要
になる場合があります。
期日
内容
時間
定員
特別講演会
「思慮深いまなざしを育
開場
むために〜私たちの選択
13:00 〜 200人
18日
『日本のエネルギーと原
程度
開演
（土）
子力』〜」
13:30 〜
講 師 … 神 津 カンナさん
（作家）
「つぶやきシローと藤丸 10:30 〜
各回
卓哉先生の子供科学実験 13:00 〜
200人
ショー」
（２回）
「飛田賀光先生の科学工
11:30 〜
各回
作教室」
25日
14:00 〜
40人
※小学４〜６年生が対象
（土）
（２回）
です。
予選
30チーム
小学生対抗原子力ウルト 10:45 〜
（１チーム
決勝
ラクイズ
３人）
11:45 〜
■その他の催し ①トークショー
「エネルギー
セッション」
…時間：午後１時〜と午後２時30分〜
の２回、場所：大洗わくわく科学館特設ステージ、
出演者：岡本孝司さん
（東京大学大学院新領域創
成科学研究科教授）
と木場弘子さん
（キャスター ･
千葉大学教育学部特命教授） ②公開収録
「エネ
ルギー放送局IN茨城原子力体験フェア」
…時間：
午後１時30分〜、場所：大洗わくわく科学館特設
ステージ、パーソナリティー：土屋滋生さんと澤
美代子さん、ゲストアーティスト：
「DEPAPEPE」
③茨城県原子力オフサイトセンター
（ひたちなか
市西十三奉行）
の施設公開と実験教室
■問 合 せ 社団法人茨城原子力協議会
（原子
力科学館 ☎282-3111 ウェブサイトhttp://www.
ibagen.or.jp）
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農ビ･農ポリの不法投棄や野焼きは禁じられています

使用済み農ビ・農ポリを有料で回収します
村では、産業廃棄物となる、使用済みの農ビ
（農業用塩化ビニール）
と農ポリ
（農業用ポリエチ
レン）
の適正処理を図るための回収を行います。
■日
時 11月12日（水） 午前９時〜 11時
■場
所 ＪＡひたちなか東海支店
■費
用 年間登録料（1,000円）と処理費等
（農ビ４円／㎏、農ポリ12.05円／㎏）
■申し込み・問合せ 10月31日
（金）
までに､経済
環境部経済課農業振興担当
（内線1435）へ申し
込みください
（回収日当日の受け付けは不可）
。

「ひぬま荘」
をご利用ください
「ひぬま荘」は、お年寄りをはじめ、一般の方
も宿泊休養ができる総合老人保健センターで
す。ご家族やご友人との保養にぜひご利用くだ
さい。また、老人祝いやご法事利用では、バス
での送迎も行います。
■問 合 せ 水戸地方広域市町村圏事務組合経
営「ひぬま荘」
（東茨城郡茨城町下石崎2837-1
☎293-7355）※10月25日(土)から10月30日(木)
までは、改修工事のため休館します。

日立メディカルセンター看護専門
学校地域特定推薦入学のご案内
■対
象 ①日立メディカルセンター看護専
門学校の看護学科･准看護学科への入学資格要
件を満たし、合格した場合は必ず入学する意
思がある②出願者または保護者が東海村に住
所を有している③看護の仕事に関心を持ち、資
格取得後は地域の保健･医療･福祉の向上に貢
献する――という３つの条件をすべて満たす方
■村長推薦出願期間 推薦を希望する方は、指
定の
「地域特定推薦入学推薦願」
に必要事項を記
入の上、看護学科の場合は11月21日
（金）
までに、
准看護学科の場合は11月14日
（金）
までに、保健
センター
（☎282-2797）
へ申し込みください。
■募集人員 看護学科または准看護学科でいず
れか１人。※試験日は、看護学科が12月11日
（木）
、准看護学科が12月４日
（木）
です。なお合
否は、村長推薦書と入学試験の成績を総合して
判定されます。
■ 申 し 込 み･問 合 せ 入試の手続きについて
は、指定の出願書類に村長推薦書を添え、看
護学科の場合は12月２日
（火）から３日
（水）ま
でに、准看護学科の場合は11月25日
（火）から
26日
（水）
までに、受験者本人が日立メディカ
ルセンター看護専門学校
（☎0294-59-3200
ウ ェ ブ サ イ トhttp://www.hitachi-medical.or.jp/
kangogakuin/）
で行ってください。

●

21

税 務 署からのお知らせ
平成20年11月４日
（火）
から、納税者の皆さんか
らの電話による国税に関する質問・相談は、国税
局
「電話相談センター」
でお受けします。
これに伴い、税務署の代表電話が自動音声案
内に変わりますので、音声案内に従ってお問い合
わせください。なお、
平成20年10月24日
（金）
をもっ
て、税務相談室水戸分室・土浦分室は閉鎖とな
ります。
■問 合 せ 太田税務署
（☎0294-72-2171）

住民基本台帳ネットワークに関する業務が停止
10月30日
（木）
は、
「住民基本台帳ネットワーク
システム」の機器更改作業のため、関連機器が
終日停止します。この作業は茨城県から指定さ
れた日に行われるもので、当日は一部業務のお
取り扱いができなくなります。住民の皆さんに
は、ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力
をお願いします。
■停止する業務 ①住民基本台帳カードの交付
②広域交付住民票の交付 ③住民基本台帳
ネットワークを利用した付記転入届・付記転
出届 ④電子証明書の発行・更新 ※住民票
の交付・印鑑登録、印鑑登録証明書の交付、
転入届、転出届・転居届などは、通常どおり
受け付けします。
■問 合 せ 福祉部住民課住民担当
（内線1124）

中学１年･高校３年生に相当する男性･女性の皆さんは

２回目の麻疹･風疹予防接種を！
感染力が非常に強く、かかると症状の重い
麻疹
（はしか）
は、予防接種を行うことで感染を
防ぐことができます。今年４月から、中学１年生
と高校３年生に相当する年齢の方に２回目の接
種をする機会が設けられましたので、過去に一
度接種している方であっても、麻疹･風疹の免疫
力を高めるためにもう一度接種するようにしてく
ださい。また一度も受けていない方も、この機
会に予防接種を受けるようにしましょう。なお、
対象年齢の方は、接種期間内
（平成21年３月31日
まで）
は無料で接種を受けることができます。
平成 20 年度対象者
第 １ 期 １歳から２歳未満（１歳児）
平成 14 年４月２日から平成 15 年４月１日までに
第 ２ 期 生まれ、小学校就学前１年間に相当する幼児
平成７年４月２日から平成８年４月１日までに生
第 ３ 期 まれ、中学１年生に相当する男女
平成２年４月２日から平成３年４月１日までに生
第 ４ 期 まれ、高校３年生に相当する男女
■問 合 せ 保健センター
（☎282-2797）
ま し ん
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