
問合 

ほっとランド・きぬ 

からのお知らせ 
 
 6月27日(火)から新型の券売機
を導入することになりました。こ

れに伴い、現在ご利用いただいて

おりますプリペイドカード（回数

券）が新型の券売機では使用でき

なくなります。現在お手持ちのプ

リペイドカード（回数券）は次の

とおり交換しますので、ご協力を

お願いします。 

 
既存のプリペイドカード 

(お手持ちのカード) 

 

平成18年6月25日(日)まで 

ご利用いただけます 

 

プリペイドカードの交換 

 

平成18年6月27日(火)から
12月28日(木)まで既存の
カード(5,500円・2,200

円)の残金分を100円綴り

の回数券と交換します。 

 
新たにプリペイドカード 

を購入される場合 

 

平成18年6月27日(火)から 
新機種での販売を開始します 

                            

   ほっとランド・きぬ 

     30-4126 

ひとりぐらし高齢者“愛の定期便”

サービス事業がはじまります 
 

 乳製品の配達事業者 

 を募集します 
 

◆事業内容＝ひとりぐらし高齢者

“愛の定期便”事業は、市内在

住の65歳以上のひとりぐらし
高齢者を1日おきに訪問して乳
製品を配達し、安否確認を行う

事業 
◆事業者の業務内容＝ひとりぐらし

高齢者を1日おきに訪問して乳製
品を配達し、安否確認をする。 

◆手続＝市介護保険課窓口でお

こなっています。印鑑をご持

参ください。 

◆募集期間＝平成18年6月30日
(金)まで 

 

   市介護保険課 高齢福祉係 

   内線1537 
 

ひとりぐらし高齢者“愛の定期便” 

サービス事業を希望する方は 
 
◆対象者＝市内在住の65歳以上の
ひとりぐらし高齢者（同一敷地

内に家族等が住んでいる場合は

対象外です） 

◆内容＝1日おきに事業者により
乳製品が配達され、健康の保

持、安否の確認をします。 

◆手続＝市介護保険課窓口でおこ

なっています（市介護保険課へ

おいでになれない方は、代理者

でも結構です。または民生委員

に連絡してください） 
 

    市介護保険課 

    高齢福祉係 

    内線1537 

問合 

農業機械を使用される 

農家のみなさんへ 
 
 農地を農業機械により耕運した

後、ロータリーに付着している土

を落とさず、一般道路を走行する

ため、機械の振動等により土が落

ちて一般車が迷惑を受けるとの苦

情が寄せられています。 

 農地を耕運した後は、必ずロー

タリーに付着した土を圃場内で落

としてから路上を走行するように

心がけてください。 

 
   市農政課 

     内線2617 

問合 

問合 

農用地区域の除外・編入 

の申出受付  
 

 農業振興地域整備計画の変更

にかかる申出を次のとおり受付

します。 
 

◆受付期間＝6月1日(木)～6月30
日(金) ※時間は午前8時30分
～午後5時15分までとし、土・
日曜日は受付しません。 

◆受付場所＝市役所千代川庁舎 農政課 
 

     市農政課 構造改善係 
     内線2614  

問合 

労働力調査にご協力を 
 
 

 労働力調査は、法律で定められ

た統計調査で、国内の就業の状況

を調べる調査です。就業者数、完

全失業者数、完全失業率などの動

向が明らかにされ、経済対策や雇

用失業対策に役立てられます。 

 このたび、次の町内で労働力調査

が実施されることになりました。知

事から委嘱された調査員が調査対象

地区内の各世帯に名簿づくりのため

にうかがいます。この名簿をもとに

調査世帯を選びます。 

 労働力調査の内容をほかに漏ら

すことや目的外に使用することは

硬く禁じられていますので、調査

にご協力いただいた世帯に迷惑が

かかることはありません。ご協力

をよろしくお願いします。 

 
調査地域 ○下栗地内の一部  

     ○本宗道地内の一部 

 
   県企画部統計課 人口労働担当 

      029-301-2649 
問合 

市職員の夏季服装について 
 
 

 地球温暖化防止と省エネルギー

を図るため、本年度もクールビズ

を実施します。6月1日から9月30
日までの間、市職員は、公式行事

への出席等やむを得ない場合を除

き、ノーネクタイ・ノー上着での

執務を励行することとしましたの

で、ご理解をお願いします。 

県立下妻養護学校 

ふれあい教室  
 
 幼稚園や保育園に通園してい

る、就学前の運動機能に障害のあ

る幼児を対象に、保護者と教職員

等がかかわり方などを共に考える

ふれあい教室を開催します。 

  
◆日時＝8月１日(火)  
    9:30～11:30 

◆場所＝県立下妻養護学校 

    ［半谷492-4］ 
◆対象＝運動機能に障害のある就

学前のお子さん       

◆内容＝みんなで遊ぼう 

    ・情報交換など 

◆申込＝7月14日(金)まで 
 

   県立下妻養護学校 

   特別支援部（大関・中山） 

     44-1800  43-9174 

問合 

FAX 

児童手当の現況届 

をお忘れなく 
 
 児童手当を受給している方は、

その後の養育状況及び所得状況等

について、現況届を提出すること

とされています。 
 この届出をしないと、受給資格

があっても6月以降の手当が受け
られなくなりますので、必ず届出

を済ませてください。 
 
◆日時 

○下妻･大宝･騰波ノ江･総上地区 

 6月24日(土)  
  午前9時～11時30分 
  午後1時～4時 
○上妻･豊加美･高道祖･千代川地区 
 6月25日(日)  
  午前9時～11時30分 
  午後1時～4時 
※地区ごとに日程を分けています

が、都合が悪い場合はどちらで

も結構です。    
◆場所＝市役所第二庁舎3階 
    大会議室 
◆持参するもの 
○児童手当現況届（後日送付いた

します） 
○印鑑 
○健康保険証の写し 
 ※厚生年金加入者のみ。福祉事

務所でコピーはできません。  

○受給者と支給要件児童が別居の

場合は、児童の属する世帯の住

民票謄本 

○前住所地の市町村長が発行する

児童手当用所得証明書（平成

18年1月1日以後下妻市に転入
された方） 

◆その他＝6月中旬に個人通知を
送付しますが、詳しくは福祉事

務所児童福祉係までお問い合わ

せください。また、平成18年4
月1日の法改正に伴う認定請求
により、新規に受給された方に

つきましては、今年度の現況届

の提出の必要はありません。 
                         

     市福祉事務所 

内線1573 
問合 

居住費・食費の“介護保険 

負担限度額認定”申請 
 
 介護保険制度では介護保険施設

（介護老人福祉施設・介護老人保

健施設・介護療養型医療施設）入

所者及びショートステイ利用者の

居住費（滞在費）・食費が原則自

己負担となっていますが、市民税

が非課税の世帯に属する方等はこ

れらの負担が軽減されます。 

 申請により「介護保険負担限度

額認定証」を交付しますので、申

請をしてください。 

 なお、施設入所者及びショート

ステイ利用者で「介護保険負担限

度額認定証」の交付対象者と思わ

れる方は通知をします。これ以外

の方で該当されると思われる方は

ご相談ください。 
 

◆減額認定期間 

 平成18年7月1日～平成19年6月
30日（8月以降申請の場合は申
請月から） 

※17年度に認定を受けている方も
毎年申請が必要になりますので

申請をしてください。 
 

  （相談先） 

市介護保険課 介護管理係 

内線1538 

問合 
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不正軽油の罰則を 

さらに強化しました 
 
 今回の制度改正により、不正軽

油についての罰則がさらに強化さ

れました。 

 不正軽油を保管、運搬した場合

に加えて、不正軽油にかかわる資

金・土地・建物・機器・原材料等

を提供した場合にも、最長2年の
懲役、最高1億円の罰金に処され
ることになりました。 

 なお、承認を受けずに軽油に灯

油や重油を混ぜたり、軽油を製造

した場合は最長5年の懲役、最高3
億円の罰金です。 

 

 STOP ！  不正軽油 

  売らない   買わない   使わない 

 
   筑西県税事務所 課税第一課 

   軽油担当  24-9192 
問合 

市民ソフトテニス 

（軟式テニス）教室 
 
 ソフトテニス（軟式テニス）教

室を下記のとおり開催していま

す。経験の有無は問いませんの

で、お気軽にご参加ください。 
 
◆日時＝11月26日(日)までの毎週
日曜日 午前9時30分～正午 (雨
天中止) ※都合の良い日だけ
参加できます。 

◆場所＝柳原テニスコート 
◆対象者＝市内在住、在勤の小学

生から中高年までの方および市

内ソフトテニスクラブに加入し

ている方。ただし、小学生は4
年生以上、先着3名で締め切り
ます。 

◆参加費＝年間1,000円（保険加
入料は別途）ただし、小学生は

無料 

◆用意するもの＝ソフトテニス用

ラケット、テニスシューズ、運

動できる服装 
 

       
市ソフトテニス連盟事務局 
宮本 保  44-2805  
落合和美  44-6225  
        090-1057-3081 
※当日会場でも受付します 

申込 問合 

携帯 

子ども映画会（無料） 
 

 

◆日時＝6月24日(土) 午後2時～ 
◆上映作品＝金色のがちょう／ま

ほうの子うま／あるおかあさん

の物語／わらと炭とそらまめ

（アニメ： 46分）※世界の
国々で語り継がれてきた昔ばな

しの名作4話を上映します。 
◆場所＝市立図書館 映像ホール 
 
   市立図書館  43-8811  問合 

押し花展“夏のマイガーデン” 
  

 

 身近な草や花を、色鮮やかな押

し花絵にしました。ブーケや風

景、ファンタジックな作品などを

展示します。梅雨の晴れ間、散策

を兼ねて、お出かけ下さい。 
 
◆日時＝6月17日(土)～7月17日

(月) 午前9時～午後4時30分 
 ※7月17日(月)は午後3時30分ま

でです 
 ※休館日は毎週月曜日。ただし

7月17日(月)は開館します。 
◆場所＝ネイチャーセンター 

ギャラリーⅠ 
◆共催＝堀江とし子先生と仲間たち 
 
   小貝川ふれあい公園ネイ

チャーセンター  45-0200 
問合 

日本芸術院賞受賞記念展覧会 砂沼大橋

「飛翔」の作者 彫刻家 市村緑郎展 開催 
 
 市教育委員会では、市文化団体

連絡協議会と共催で、本年度日本

芸術院賞を受賞された市内平川戸

出身の彫刻家 市村緑郎氏を紹介

する展覧会 砂沼大橋「飛翔」の
作者 彫刻家 市村緑郎展［会期:6
月24日(土)～8月27日(日)］をふる
さと博物館において開催します。

みなさんのご来館をお待ちしてい

ます。 
 
◆展覧会開催中の休館日 
・月曜日 

  (祝日の場合は、その翌日) 
・国民の祝日の翌日 

  (土・日曜日は除く) 
  6/26，7/3・10・18・24・31， 
  8/7・14・21 
◆開館時間 

 午前9時～午後4時30分 
◆入館料 

 一般   ･･･200円(160円)   
 児童・生徒･･･100円(80円) 
 

※(   )内は、団体(15人以上)料金 
※65歳以上と6歳以下の方は無料
です 

 
   市ふるさと博物館 
     44-7111 
問合 

下妻小学校児童保育クラブ 

夏期特別保育児童募集 

 
◆募集人員＝市内の小学校1年生
から3年生までの児童6名 

※定員になり次第締め切ります。 
◆対象＝夏休みの期間中、児童が在

宅していても保護者不在のため、

十分な保育を受けられない児童／

保護者の送り迎えが可能な児童 
◆開設期間＝7月21日（金） 
       ～8月31日（木） 
※ただし、お盆休み8/13～16、
土・日・祭日は開設しません。 

◆保育時間＝午前8時 
       ～午後5時30分 
◆負担額＝会費 12,000円 
     保険料  3,000円 
◆申込み方法＝児童保育クラブ室

で入所申込書、就労証明書、承

諾書を受け取り、必要事項を記

入の上、6月30日（金）までに
児童保育クラブ室へお申し込み

ください。 
 

       
下妻小学校児童 

保育クラブ指導員 

（斉藤、小竹） 
  44-3704 

（平日14時～18時） 

申込 問合 

わらべうた・あそびランド 

詩集「くさぶえ」作品募集 
 
 わらべうた・あそびランドで

は、子どもたちの心情を育てるた

めに、詩集「くさぶえ」を発行し

ています。29集の発行にあたり作
品を募集します。たくさんの作品

をお待ちしています。（応募作品

の著作権はわらべうた・あそびラ

ンドに帰属します） 

 
◆募集作品 

 口頭詩･･･幼児（2～6才児） 
 自由詩･･･小・中学生 

 表紙絵･･･幼児（2～6才児） 
※画用紙たて書き（サイズA4） 
◆締切＝6月30日(金) 
 

 

     

 市教育委員会 

 生涯学習課 

 内線2834  

申込 問合 

農業大学校平成18年度 

短期研修生の募集 
 

 県立農業大学校では農業生産の

向上を図るため農業機械の進展に

対応した農業機械の利用技能と安

全確保に関する各種研修を実施し

ます。 
①農業機械研修･･･トラクター運

転研修・大型特殊免許取得研

修・農業機械士技能認定研修・

農業用無人ヘリコプター研修・

農業機械基礎研修・指導農業機

械士技能認定研修・農業機械整

備研修・農業機械特別研修 
②農業体験学習･･･一日農業大学

校・児童研修農業体験講座 
※研修期間・受講経費・申し込み

等は筑西普及センターまでお問

い合わせください。 
 

       筑西普及センター    
       24-2211  

申込 問合 

大好きいばらき就職面接会 

 
 

 大学・短大・専修学校の平成19
年3月卒業予定者及び卒業後1～2
年で、就職の決まっていないみな

さんを対象に“大好きいばらき就

職面接会”を開催します。 

当日は、県内の企業が参加し採用

選考を行なうことになっています

ので、履歴書を複数持参のうえ、

ご参加ください。 

 

≪水戸会場≫  

◆日時＝6月26日(月) 午後1時～
午後4時（受付12:00～15:00） 

◆場所＝ホテルレイクビュー水戸 

    ［水戸市宮町1-6-1］ 
◆参加企業＝120社予定   
 

≪つくば会場≫ 

◆日時＝6月29日(木) 午後1時～
午後4時（受付12:00～15:00） 

◆場所＝ホテルグランド東雲 

     ［つくば市小野崎488-1］ 
◆参加企業＝120社予定  
 

留意事項 

○車での来場はご遠慮ください。 

○事前に参加申し込みをする必要

はありません。 

 

    県商工労働部労働政策課  

   029-301-3645 

www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/
syoukou/rosei/index.html  
 

※参加予定企業については、6月12
日以降、上記労働政策課ホーム

ページでご覧になれます。 

問合 

第15回近隣市町村女子ビーチ 

ボールバレー大会参加者募集 
 
◆日時＝7月9日(日) 午前8時30分 
◆市立総合体育館 他 
◆種目 

・女子ヤングの部（40歳未満） 
・女子ミドルの部（40歳以上） 
・女子リーダーの部（50歳以上） 
・女子ベストの部（60歳以上） 
◆チーム登録＝監督を含めて7名
まで、監督も出場できます 

◆参加資格＝15歳以上の女子 
◆参加費 

 1チーム 1,000円（会員） 
 2,000円（会員外） 
 1,500円（市外） 
◆申し込み方法＝所定の用紙に参

加料を添え、市教育委員会ス

ポーツ振興課または市総合体育

館（土・日も受付します）まで

お申し込みください。 

◆申込締切＝6月23日(金) 
▼組み合わせ抽選会＝6月29日

(木) 午後7時より市中央公民館
でおこないますので、代表者は

必ず出席してください 

 

    

市ビーチボール 

バレー連盟 粟野 

 44-2544 

問合 



平成18年度若年者職業訓練 

日本版デュアルシステム 
 
◆対象者＝原則35歳以下の求職者 
◆訓練方法＝専修学校などで教育訓練(3か月)を受講
し、その後職場実習(1～2か月)をおこないます。 

◆訓練科名＝介護サービス科、医療事務科、パソ

コンIT活用科等 
◆費用＝受講料は無料です。ただし、テキスト代

は自己負担となります。 

◆申し込み方法＝公共職業安定所（ハローワー

ク）へお申し込みください。 
 

     独立行政法人 雇用･能力開発機構茨城センター     

    029-221-1294 

第36回 市長杯争奪軟式野球大会 

参加チーム募集 
 
◆期日＝7／2・9・23・30・8／6 (日) 
◆場所＝柳原・砂沼・千代川球場 
◆対象者＝市内在住・在勤で構成する社会人 

 （25人以内） 
◆参加費＝下妻連盟登録チーム    無料 
     千代川連盟登録チーム   5,000円 
     その他のチーム    15,000円 
◆申込期限＝6月23日(金) 午後5時までに参加費
持参の上、お申し込みください。 

◆申し込み方法＝スポーツ振興課、下妻総合体育

館、千代川運動公園ふれあいハウスのいずれか

へお申し込みください。（受付時間：午前8時
30分～午後5時 ※スポーツ振興課：土・日曜
日除く 他施設：月曜日除く） 

※代表者会議は6月23日(金)の午後7時 
より、下妻公民館学習室で開催します 

ので参加チーム代表者は必ずご出席く 

ださい。 
 

   大山 晃  43-0707 

緊急情報  麻しん(はしか)が流行しています 
 
 

 4月から5月にかけて茨城県南部で麻しんが集団
発生しています。千葉県でも患者が多数ではじ

め、関東一円そして全国に広がる可能性が危惧さ

れます。 
 麻しんは感染力がとても強く、空気感染で感染

します。麻しんに対する免疫のない者が発病する

と重症度が高く、肺炎や脳炎を併発し、患者1000
人に対し1人の割合で死亡する場合もあります。 
 また、麻しん予防接種を受けたことがあっても、

100人のうち2～3人は免疫がよくつかなかったり、
予防接種を受けてから数年～10年以上経過すると免
疫力が下がるので流行時にかかってしまうことがあ

ります。発病した後の特異的な治療法はなく、ワク

チンによって予防することが最も重要なのです。 
 予防接種を受けていない方や麻しんにかかったこと

がない方など、“たかが麻しん”と油断することな

く、心配な方は速やかに予防接種を受けましょう。 
麻しんは潜伏期間が約10日程度で、初期症状は発
疹もなく風邪に似ています。発熱等がある場合は

登園、登校、勤務、外出等を控え、早めに医療機

関で受診してください。 
 

＊定期予防接種対象者(生後12か月以上24か月未

満の子)は、早めに予防接種を受けましょう。→市

内指定医療機関での公費接種 
 

＊家族の麻しんワクチン接種歴・麻しん既往歴を確

認し、まだ接種を受けていない方や、かかったこと

のない方は予防接種を受けるようにしましょう。

→自費接種 
 

◇接種を希望する際は、医療機関へ事前に予約を

してから行きましょう。 
◇不明な点につきましては、かかりつけ医や保健

センターへご相談ください。 
                              

    市保健センター   43-1990（直通） 
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キッズくらぶの開催 
 
 

 お友達と楽しく体を動かしませんか。 

 偶数月は親子エアロビ（30組）を、奇数月は親
子リトミック（20組）をおこないます。 
 ７月は“親子リトミック”です。 
 

◆日時＝7月5日(水) 午前10:30～ 
◆対象＝2歳以上の親子 
◆場所＝千代川保健センター 

◆お申し込み開始＝6月26日(月) 午前9時～  
(お申し込みは当人・家族の方のみといたします) 
＊動きやすい服装でご参加ください。 

＊予約制ですので電話でお申し込みください。

（先着20名） 
 

      市保健センター   43-1990（直通） 

 日 時 場 所 問い合わせ 

心配ごと

相談 

7月4日(火)・11日(火) 
・18日(火)・25日(火)  
午後1時30分～3時30分 
(受付 午後1時15分～3時) 
※法律相談は11日と25日 

下妻公民館 

2階和室 

社会福祉 

協議会 
 44-0142 
(予約制) 

行政相談 
秘書課 

内線1212 

人権相談 

(困りごと) 

7月28日(金) 
 

午後1時30分 
   ～3時30分 

●下妻公民館 

   1階 和室 
 

●千代川公民館 

 1階 小会議室 

福祉事務所 

内線1583 

●7月14日(金) 千代川公民館1階 小会議室 
●7月21日(金) 下妻公民館 1階和室 
 

午後1時30分～3時30分  

申込 問合 

航空学生 一般曹候学生 曹候補士 2等陸･海･空士 種目 

 

募集要項 海・空 陸・海・空 陸・海・空 
○平成 19年 3・4月入隊 

○平成 18年 7･8月入隊 

受付期間 8月 1日～9月 8日 8月 1日～9月 8日 8月 1日～9月 8日 1年を通して受付中 

応募資格 
高卒(見込み含む) 

21歳未満 
18歳以上 24歳未満 18歳以上 27歳未満 

18歳以上 27歳未満 

※新卒者は平成 19年 3月･

4月入隊となります。 

第1次試験 9月 23日 9月 16日 9月 16日 

男子 7月 9日・8月初旬 

(新卒者は 9月中旬以降) 

女子 9月 25日 

第2次試験 

10月 14日から 19日 

までの指定する 1日 

（第 3次試験まで） 

10月 7日から 13日 

までの指定する 1日 

10月 7日から 13日 

までの指定する 1日 
 

試 

験 

期 

日 

等 

合格発表 平成 19年 1月 26日 平成 18年 11月 8日 平成 18年 11月 15日 
男子 10月下旬 

女子 11月 17日 

初任給等 
157,500円（学歴・経歴等により増額されます） 

その他各種手当てがあります。ボーナス年 2回（約 4.4か月分） 

衣食住 無料で支給されます。 給

料

等 
その他 

入隊後約 6年間で幹部パ

イロットになります。 

約 2 年間の教育終了後、

全員 3 等陸・海・空曹に

昇任します。 

入隊後約 3年以降、選考

により 3 等陸・海・空曹

に昇任します。 

陸上は 2 年、海上・航空

は 3年 1任期として採用

されます。（以降 1任期 2

年として、継続可能） 

連 絡 先 
自衛隊茨城地方連絡部 筑西募集事務所   22-7239 

ホームページ  www.ibaraki.plo.jda.go.jp  hq1@ibaraki.plo.jda.go.jp 

 




