ネットワーク
情報 INFORMATION

あなたの命のために、大切な人の命のために、

新型コロナワクチン接種について正しく知りましょう
新型コロナワクチン接種は、皆さんに受けていただくようおすすめしていますが、強制で
はありません。しかし、ワクチンについて誤った知識、科学的根拠のない情報には注意が必
要です。ワクチンの有効性や安全性について、正しく知った上で接種の判断をしましょう。

誤情報

■「ネットのうわさ
「ネットのうわさ」
」を信じる前に、行政・専門家からの情報を確認しましょう
■厚生労働省
新型コロナワクチン
注意が必要な誤情報▶

●接種が原因で多くの人が亡くなっている
●不妊症や流産の原因になる
●臨床試験（治験）が終わっていないので
安全性が確認されていない など

■県ホームページ
「新型コロナワクチンに
ついて正しく知ろう」
動画配信中▶

インターネットなどで広まるこれらの情報は、科学的
根拠がなく、信頼できる情報源に基づいていません。

９月の入札結果

130 万円以上の工事の入札結果を掲載しています（単位：万円）
問 本 契約検査課 ℡ 23-7286

事業名〔履行場所〕

予定価格

落札金額

請負業者

R2 国補・R3 市単公下合併第 1 号工事〔田島二丁目〕

2,330

2,044 ㈱進貢

R3 単・市道 A0113 号線

1,996

1,757 千代田建設㈱

R3 単・東成井地内

マンホール設置工事〔東大橋〕

990

871 ㈲磯設備工業

R3 単・市道 B4389 号線

道路改良工事〔中戸〕

920

828 ㈱広伝

R3 単・市道 B0216 号線

道路改良工事〔片岡〕

790

693 ㈲サンユー建設

441

401 白田建設㈲

令和 3 年度

排水路整備工事〔東成井〕

防火水槽設置工事（鯨岡 2 号）
〔鯨岡 855 番地 1〕

R3 単・市道 A1174 号線

排水整備工事〔若宮二丁目〕

325

284 ㈱堀越

R3 単・市道 A5115 号線

道路改良工事〔大谷津〕

228

199 常南グリーンシステム㈱

R2 繰単・高浜第 1 排水機場ポンプ設置工事〔高浜〕
R2 国補特環舗装本復旧第 1 号工事〔山崎〕
R3 市道 A4055 号線（村上・六軒線）道路舗装工事〔東大橋〕
R2・R3 国補
R3 石岡中学校

LED 照明改修工事〔総社一丁目 3 番 17 号〕

消防設備修繕工事〔東石岡四丁目 2 番 1 号〕

R3 石岡小学校プール

2,000 斎藤商事㈱

577

501 九島産業㈱

424

八郷水処理センターリモート I/O 盤改築工事〔根小屋〕

R3 石岡小学校プール

2,105

循環設備改修工事〔総社一丁目 3 番 17 号〕

368 ㈱川又造園土木

5,234

5,230 ㈱トミデン

954

858 狩谷電機㈱

253

227 狩谷電機㈱

6,572

6,020 中沢機工㈱

問水道課 ℡ 43-1118
事業名〔履行場所〕

予定価格

落札金額

請負業者

令和３年度八郷地区上水道 電気計装設備更新工事〔小桜・下林・山崎・園部〕

2,388

2,238 ㈱つくば電気通信

令和３年度 太田送水管布設替工事〔太田〕

2,246

1,969 白田組土木㈱

広告掲載欄
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くらし・手続き

みんなで知ろう！広めよう！

石岡セレクト認証品
問商工課

▲石岡セレクト認証品
についてはこちら

℡ 23-5501

募

こいせライス
昭和 25 年に創業し、地元のお米を

集

取り扱うほか、米加工品の製造販売を
行う米穀店。

販売する八郷産の厳選コシヒカリ

講座・教室

「恋瀬姫の舞」は、国内で高く評価され
た味や、いしおか恋瀬姫のパッケージ
で人気が高く、ふるさと納税返礼品と
して、出荷数量全国３位の実績もあり

▲「恋瀬姫の舞」は、都内の茨
城県アンテナショップ「茨城
マルシェ（現 茨城センス）」
でも注目を集めました。

ます。また、そのお米が使われている

相

「古代米玄米ポンせん」も、おいしくヘ
ルシーで幅広い世代から好評です。

＼こいせライスのセレクト認証品はこちら／
今月号の読者プレゼント

お米と石岡の魅力を広く発信する３
かつゆき

談

代目の田﨑克 幸さん。「将来的には国
外にも輸出を」と目標を話します。

【概要】

お し ら せ

こいせライス

住所：石岡市若宮 3-2-7

古代米玄米ポンせん

電話：24-1821

▲料理にもマッチする古代米玄
米ポンせん。
いばらきフラワー
パークの「レストラン ローズ
ファーム ハウス」のランチメ
ニューにも使われています。

「恋瀬姫の舞玄米」を使用し
ているほか、黒米、きび、あ
わ、大麦、ハト麦などの雑穀
入り。そのままでも、お湯を
かけてもおいしく食べられま
す。低カロリーで栄養も豊富。
フラワーパーク直売所、大地
のめぐみ、まちかど情報セン
ターなどで購入できます。

健

まちかど情報センターニュース
● 11 月のコミュニティ

●ギャラリー
「アトリエハートタイム水彩画展」

康

期間：11 月２日火～ 14 日日

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によ
イベント・催し

り、中止になる場合があります。

●パソコン教室「仲間とワハハで脳活ＯＫ」

みんなで楽しみながらパソコンを学びま

しょう。初めての人も大歓迎！
日時：11 月８日・22 日月
①午前 10 時～正午
③午後 3 時～ 5 時

②午後 1 時～ 3 時

資料代：500 円

まちかど情報センター周辺に、趣味の手作

り品などが並ぶフリーマーケットです。
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日時：毎週水曜日

午後 1 時～ 1 時 50 分

②まちかどバザール（毎月第１水曜日）
日時：11 月３日水

午前 10 時～

問まちかど情報センター（木曜休館）
住所：国府 3-1-16
電話：27-5171

開館時間：午前 10 時～午後６時

※新型コロナウイルス感染症の拡大状
況によって変更または休館になる場

●第サン・ド曜日の市「サンド市」

日時：11 月 20 日土

①オンラインで健康相談

午前 11 時～午後３時
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合があります。

※パソコン・図書・新聞閲覧の利用は、
当面の間休止しています。

