
問合 

案 内 

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 

都市再生街区基本調査 

に伴う測量実施 
 

 国土交通省の実施する都市再生

街区基本調査の一環として、国土

地理院が次のとおり測量します。

なお、作業員は腕章を身につけ身

分証明書を携帯します。 
 

◆期間＝平成18年6月～平成19年3月 
◆対象地域＝下妻市の市街区域の

一部(本城町･小野子町の一部) 
◆作業内容＝街区基準点測量(測
量基準点の設置)／街区点測量
（街区の角等を測量) 

 

    国土地理院 

関東地方測量部 

測量課   03- 
5213-2051 

調理師試験説明会・予備講習 
 
 

調理師試験説明会 

◆日時＝5月30(火) 午後2時～４時 
◆場所＝市勤労青少年ホーム 

      43-7423 
予備講習会 

◆日時＝7月8日(土)～9日(日)  
 午前8時30分～午後5時30分 
◆場所＝常総市民会館 

      0297-22-2011 
 

    44-2006（横倉） 

44-3661（稲川） 

問合 

ヘキサホール・きぬ仮眠室 

設置のお知らせ 
 
 下妻地方広域事務組合 葬斎場
ヘキサホール・きぬでは、通夜

で斎場を利用される方のための

仮眠室を設置します。7月1日か
らご利用いただけます。ご利用

の際は、斎場と一緒にお申し込

みください。 
 

◆料金＝[組合内住民]1回20,000円 
    [組合外住民]1回40,000円 
◆利用人数＝8名以内 
 

       ヘキサホール・きぬ 

        43-7766 
申込 問合 

 平成18年1月現在、全国の警察から指名手配されている被疑者は約
2,200人にのぼっています。警察では、日々市民のみなさんのご協力を
得ながら、その行方を追っています。なかでも、オウム真理教関連事件

について手配している被疑者3人は、警察庁指定の特別手配を受けた重
要な被疑者で、手配されてから10年以上が経過しました。 
 近所で“ポスターの顔写真によく似た者を見かけた”など、どんな小

さな情報でも結構ですので、最寄りの警察に通報してください。 

 

手配10年･･･このままでは決して終わらせない 
オウム特別手配被疑者に関する情報をお寄せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

懸賞金 
 あなたの情報が検挙に結びついた場合には、民間で組織されたオウム

真理教特別手配被疑者検挙のための懸賞広告実行委員から、手配被疑者

1人当たり200万円の懸賞金が支払われます。 
 

あなたの情報いますぐ１１０番 
 または下妻警察署   43-0110 
 オウム情報フリーダイヤル   0120-006024（オウム24時間） 
 
携帯電話・パソコンから「警察庁指名手配」へのアクセス方法 
 

●ｉモード 

  www.npa.go.jp/wanted/i/index.htm 
●EZweb 
  EZメニュー   トップメニュー   ライフ   ライフ 

     行政サービス   全国   警察庁指名手配 

●Vodafone 
  メニューリスト    くらし･健康    行政    警察庁指名手配 

●AIR-EDGE 

  オフィシャルメニュー   行政   警察庁指名手配 

●パソコン 

  警察庁ホームページ www.npa.go.jp    指名手配 

逮捕監禁致死 

爆発物取締罰則違反 

殺人・同未遂 

逮捕監禁致死 

殺人・同未遂 

ひらた まこと 

平田 信 
40歳 

183cmくらい 

たかはし かつや 

高橋 克也 
47歳 

173cmくらい 

きくち なおこ 

菊地 直子 
34歳 

159cmくらい 

H7撮影 H5撮影 H7撮影 

平成18年度 飼い犬の狂犬病 

予防集合注射の追加実施 
 

 犬の飼い主は生後3か月以上の
犬について登録と狂犬病予防注射

を受けさせることが義務となって

います。今年度の予防注射が済ん

でいない犬について、次のとおり

集合注射を実施しますので、都合

のよい場所で受けてください。  

 

 

 
 

  
 
 

 

 
 

○登録済みの犬の飼い主は、郵送さ

れた申請書（ハガキ）に必ず押印

し注射会場に持参してください。 

○新規登録する犬の飼い主または

申請書（ハガキ）のない飼い主

は、印鑑を持参してください。 

○登録犬を現在飼っていない場合

は、市生活環境課までご連絡く

ださい。 

○当日、犬の体調に気になる点がみ

られるときは、注射を受ける前に

獣医師に申し出てください。 

○手数料はつり銭のないようにご

用意ください。 

 ・登録済みの場合･･･3,300円 
 （内訳：注射料2,950円  
  注射済票交付手数料350円） 
 ・新規登録の場合･･･5,300円 
 （内訳：注射料2,950円  
  注射済票交付手数料350円 
  登録手数料2,000円） 
※予防注射は動物病院等でも受け

ることができます。その際の料

金は集合注射料金と異なる場合

がありますので、病院等にご確

認ください。 

骨髄バンクドナー登録会 
 
 
 白血病や重症再生不良性貧血等

の難治性血液疾患に対する有効な

治療法である骨髄移植を推進する

ため、県常総保健所・骨髄移植推

進財団の主催による骨髄バンクド

ナー登録会を、下記のとおり実施

します。みなさんのご協力をお願

いします。 

 なお、当日は献血も実施してい

ますので、ぜひご協力ください。 

 
◆日時＝6月15日(木) 
◆受付時間＝午前9時30分～11時

30分／午後1時～3時30分 
◆場所＝市本庁舎1階  市民ホール 
◆その他＝予約は必要ありません 
 
   県常総保健所 

     0297-22-1351 

有害鳥獣駆除のお知らせ 
 
 

 収穫前の果実(スイカ･メロン)や
野菜(かぼちゃ･とうもろこし)をカ
ラス･ドバトの食害から守るため、

銃器による駆除を茨城県猟友会鬼

怒支部千代川分会の協力により、

次のとおり実施しますので、みな

さんのご協力をお願いします。 

 
◆期間＝5月27日(土)～6月25日(日)  
 日の出から日没まで 

◆対象地区＝千代川地区全域 

 
    

●市農政課 

   内線2614 

●市生活環境課 

   内線1423 

問合 

問合 

問合 

○雨天により中止する場合は、防

災無線にてお知らせします。 
 
   市生活環境課 環境衛生係 

   内線1423 

月日 時 間 実 施 場 所 

6/10 

(土) 
9:30～11:30 千代川保健センター 鬼怒 

9:30～ 9:50 常願寺 高道祖 

10:10～10:30 農協大宝支店 大串 

10:50～11:10 農協騰波ノ江支店 若柳 

11:30～11:50 農協上妻支店 黒駒 

1:10～ 1:30 砂沼サンビーチ駐車場 長塚 

1:50～ 2:10 農協総上支店 小島 

2:30～ 2:50 農協豊加美支店 加養 

6/18 

(日) 

3:10～ 3:30 多賀谷城跡公園 本城町 
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行事・イベント 

６月の市立図書館 おはなし会 
 
  

 市立図書館の6月のおはなしの
花たば（おはなし会）は次のとお

りです。参加は自由ですので、お

気軽にお越しください。 

 

◆日時＝6月10日(土) 午前10時30分
～11時30分／午後2時～3時 

 ※午後の部は4才以上のお子さ
んが対象です。 

◆場所＝市立図書館 児童室 
    (おはなしコーナー) 
 

   市立図書館  43-8811 問合 

６月の公民館 おはなしの会 
 
  

 下妻公民館では、毎月第3土曜
日に公民館 おはなしの会を開催
しています。是非親子でご参加く

ださい。      

 
◆日時＝6月17日(土) 
    午後1時30分～ 
◆場所＝下妻公民館図書室 
    児童図書室 

 
    下妻公民館  43-7370 問合 

さつまいも定植大会の開催 
 
  

 鬼怒フラワーラインに1,500本の
さつまいもを植えます。10月に、
おいしいさつまいもを収穫するた

めに、苗を植えてみませんか。ご

近所お友達お誘い合わせのうえ、

ぜひご参加ください。 

※参加くださる方は軍手、長靴を

ご持参ください。 

問合 

◆日時＝6月11日(日) 午前9時 
◆場所＝鬼怒フラワーライン 

    (大形橋下鬼怒川河川敷) 
◆主催＝花と1万人の会 
 

    花と１万人の会事務局 

   （市都市整備課内）内線1722 

ライブラリーシアター（無料） 
 
 

◆日時＝6月20日(火) 14:00～ 
◆場所＝市立図書館 映像ホール 
◆上映作品＝ホーム・スイート

ホーム（2000年 日本 110分） 
 監督･･･栗山富夫  

 出演･･･神山繁・酒井美紀・小

林稔侍・風吹ジュン 他 
◆あらすじ＝元オペラ歌手、山下

宏(75歳)は認知症である。部屋で
も街頭でも、力の限り歌い徘徊

する毎日。取り巻く息子夫婦と

孫娘達との苦悩は限界に達し、

ある決断をする。それは岩手の

グループホーム「おばんでがん

す」の前に宏を置き去りにする

ことだった。宏は1通の手紙を持
たされ、たたずむ。『おじい

ちゃんを預かってください。お

じいちゃんがいると我が家は全

滅、このままでは家族崩壊で

す』壮麗な岩手山、グループ

ホームを舞台に、それぞれの人

生を歩んできた老人たちが織り

なすふれあいと再生のドラマ。 
 

   市立図書館  43-8811  問合 

裁判所事務官Ⅲ種試験 
 
 

◆受付期間＝7月10日～18日 
◆受験資格＝昭和60年4月2日か
ら平成元年4月1日までに生ま
れた者 

◆第1次試験日＝9月10日(日) 

◆第1次試験種目教養・適正試験
(択一式)、作文試験 

◆第二次試験＝10月中旬～下旬 
◆第二次試験種目＝口述試験 

（個別面談） 

 
    

水戸地方裁判所事務局 

総務課人事第一課 

  029-224-8417 
www.courts.go.jp 

問合 

案 内 

国民健康保険からのお知らせ 
 
 

入院時の食事負担方法が 

変わりました  
 

 これまで保険診療で入院する場

合の食事療養費の標準負担額は、

1日単位で1日当たり780円の定額
負担となっておりましたが、平成

18年4月1日より一食単位に変更
され1食当たり260円となりまし
た。改正内容については次のとお

りとなります。 

 

 

 

 

 

 

 
 

※住民税非課税世帯の方には、

申請により食事療養費が減額

になる標準負担額減額認定証

を交付します。該当する世帯

の方は、申請されますようお

願いします。なお、標準負担

額減額認定証は、毎年申請し

ていただくことになっており

ます。申請が遅れた場合は申

請月からの該当となりますの

で、ご注意ください。 

 

◆標準負担額減額認定期間 

平成17年8月1日～平成18年7月31日 
◆申請に必要なもの 

・保険証 

・印鑑（ゴム印不可） 

・申請日現在で過去1年間の入院
日数が90日を越えている方は、
入院日数が確認できるもの（医

療機関の領収書等）をお持ちく

ださい。 

 
 

保険年金課 保険係 

内線1516 

申請 問合 

交通遺児育英会 

奨学生の募集 
 
 交通遺児育英会では、保護者

が交通事故で死亡したり、重い

後遺障害などで働けないなどの

経済的理由で就学が困難な高等

学校以上の生徒・学生に奨学金

を貸与して、教育の機会均等と

人材育成を目的に奨学金制度を

実施しています。 

 奨学生の募集には、進学前に奨

学金の貸与を予約する予約募集

（高校・大学・専修学校・各種学

校）と、進学後に申し込む在学募

集があります。 

 奨学金、入学一時金の返還は、

いずれも最終学校卒業後6か月据
え置いてから20年間の割賦返済と
なっています。長期返済で無利子

のため遺児たちの負担は比較的軽

く、順調に返還がおこなわれてい

ます。 

 
   (財)交通遺児育英会［東京都千

代田区平河町2-6-1 平河町ビル3階］    

  03-3556-0773 
  0120-521286 
www.kotsuiji.com 

募 集 

問合 

 
 

 市施行、下妻東部第一土地区画整理事業により造成した宅地を分譲し

ています。 

 市役所や体育館・文化施設などの公共施設に隣接し、常総線下妻駅や

下妻小学校にも近く利便性の良い宅地です。＜分譲区画１７区画・坪単

価155,000円より＞ 
 
≪分譲概要≫ 

◆所在地＝本宿町2丁目、田町1丁目、田町2丁目 
◆分譲区画＝全41区画 
      今回17区画   
◆分譲面積＝165.00㎡(約50坪)～333.43㎡(約101坪) 
◆価格＝776万円～1,923万円  
◆坪単価＝15.5万円～19.9万円 
◆最多価格帯＝1,100万円台 8区画 
◆上下水道完備＜加入負担金あり＞ 

 

≪現地見学会開催≫  

◆日時＝6月10日(土)・11日(日) 
    午前9時～午後5時 
◆受付場所＝下妻東部第一土地区画整理事業地内テント＜下妻駅と田町

を結ぶ駅前田町線と、事業地を南北に走る東部中央通り線の交差点東

部に設置＞ 

 ※現地見学会開催日以外も随時受付、現地案内をしています。 

◆分譲価格表【17区画】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※用途地域・容積率/建ぺい率  

①第一種住居地域 200/60        ②第一種低層住居専用地域 100/50 

③第二種中高層住居専用地域 200/60  ④第二種住居地域 200/600 
 

◆申し込み方法＝保留地買受申込書に身分証明書・

住民票抄本・納税証明書を添え市役所第二庁舎2階
都市整備課区画整理係までお申し込みください。 

 

      市都市整備課  区画整理係 内線1726 申込 問合 

宅地 

番号 

面積 

（㎡） 

販売価格 

（円） 

用途 

地域 

宅地 

番号 

面積 

（㎡） 

販売価格 

（円） 

用途 

地域 

1 216.47 11,451,263  ① 17 333.43  17,171,645 ② 

2 208.41 11,358,345  ① 21 232.05  11,579,295 ② 

3 165.01 7,755,470  ④ 23 232.06  11,579,794 ② 

6 165.00 7,986,000  ④ 33 196.71  10,504,314 ② 

10 189.49 11,445,196  ③ 35 244.78  12,924,384 ② 

11 189.49 11,066,216  ③ 36 244.61  12,915,408 ② 

12 189.49 11,066,216  ③ 37 229.95  12,509,280 ② 

13 189.49 11,066,216  ③ 38 229.96  12,509,824 ② 

15 326.37 19,223,193  ③     

 

区 分 
変更前 

1日につき 

変更後 

1食につき 

一般世帯の方 780円 260円 

住民税非課税世帯の方 

90日までの入院 

(過去1年間で90日 

を超える入院) 

650円 

（500円）

210円 

（160円） 

 



平成18年度 第1回甲種 

防火管理新規講習会 
 
 今回の講習会は、消防法で定め

る防火管理者が必要な事業所のみ

対象となります。 

◆日時＝7月13日(木)～7月14日(金) 
 ［1日目］8:30～16:40 
 ［2日目］8:30～16:40 
◆場所＝広域中央運動公園(総合運
動公園) 屋内温水プール棟2階研
修室［古河市下大野2528］ 

◆受付期間＝6月19日(月)～ 
◆受付場所＝下妻消防署・古河消

防署・坂東消防署 

◆定員＝下妻署25人、古河署30
人、坂東署25人 ※なお、定
員になり次第締め切ります。 

◆受講料＝4,000円(テキスト代
を含む)を申請受付時に徴収し
ます。 

 

    

下妻消防署予防係 43-1551 
古河消防署予防係  0280-47-0120 
坂東消防署予防係 0297-35-2129 

あなたもシルバー人材セン 

ターの会員になりませんか 
 

シルバー人材センターでは 

会員を募集しています 
 
 多くの高齢者の方が、長年培っ

た知識や経験を生かし、働くこと

を通じて、自らの生きがいを得る

第２２回  下妻オープン 

テニス大会 参加者募集 
 
◆開催日＝6月25日(日) 
    ［予備日7月2日(日)］ 
◆開催場所＝砂沼サンビーチテニ

スコート（ハードコート4面） 
◆集合時間＝8時45分集合 
      9時試合開始 
◆種目＝男女ダブルス 

◆試合方法＝トーナメント方式、6
ゲームマッチ（6－6タイブレー
ク）※申し込み数により変更あり 

◆参加費＝1ペア3,000円、高校生
は2,000円 

◆表彰＝男子1～3位／女子1～2
位／その他参加者全員に参加賞

あり 

◆申込期間＝5月25日(木) 
        ～６月18日(日) 
◆申込方法＝申込用紙に必要事項

を記入し、参加費を添えてお申

し込みください。 

◆主催＝下妻市テニス連盟 

道路除草ボランティアの募集 
 
  

 県常総土木事務所では、県管理

の道路（国道125号、294号、354
号等）の草刈りをしてくださる道

路除草ボランティアを募集してい

ます。ボランティア活動をしてみ

たい方は、ぜひご連絡ください。 

※刈り払い機・オイル・刈り払い

機の刃は用意します。 

※万が一の事故に備えて損害保険

に加入します。 
 

 

県常総土木事務所 用地管理課  

［常総市新石下1317-10］ 

  0297-42-2621  

申込 問合 

問合 

募 集 

下妻市砂沼湖上花火大会 

記念花火募集 
 
 今年も、夏恒例の花火大会を砂

沼湖上にて開催します。花火大会

の中で、打ち上げ玉に願い事を書

いた記念花火を打ち上げます。誕

生記念、健康祈願などの記念やお

祝いに！または告白、仲間内や同

窓生一同で花火大会のなかで、あ

なただけの記念花火を打ち上げて

みませんか。 
 

◆開催日＝8月5日(土) 
◆場所＝砂沼湖上 

申込 問合 

市民ゴルフ大会参加者募集 
 
  

 市アマチュアゴルフ連盟では

「平成18年度下妻市民ゴルフ大
会」を開催しますので、みなさん

の参加をお待ちしています。 
 

◆期日＝6月22日(木) 
◆場所＝アジア下館カントリー倶楽部 

◆競技区分 

 1 一般(ネット及びグロス) 
 2 シニア(60歳以上・グロス) 
 3 レディース(グロス) 
 4 団体戦 (グロス・連盟加盟

チーム上位5人の成績) 
 5 アトラクション 
   (DC、NP各2個） 
◆競技方法＝18ホールストローク
競技／新ぺリア方式 

◆参加費＝3,000円(連盟未登録者
4,000円)パーティ及び賞品代 

◆募集対象者＝市内在住、 

       在勤に限る 

◆申し込み期間＝6月1日(木)～15
日(木)（午前8時30分～） 

◆申込み方法＝所定の申込用紙に

必要事項（住所・氏名・生年月

日・勤務先）を記入の上、参加

費を添えて、市教育委員会ス

ポーツ振興課（千代川庁舎2
階）まで申し込みください。 

 
市アマチュアゴルフ連盟 

事務局 江田  090-1122-4952 

ハーモニーカレッジ 

受講生を募集します 
 
 県では、男女共同参画の視点を

持った地域のリーダーを育成する

ため、ハーモニーカレッジを開講

します。 

 

◆受講期間＝平成18年7月 
       ～19年2月(10回)  
 日程 
【H18】7/11・7/29・8/29・9/9･

9/28・10/17・(11月中)・12/11  
【H19】1/17・(2月中)  
 ※1回の講座は10:00～15:00 
  (第7回、第10回を除く)                

 ※日程については、若干の変更

がある場合もあります。 

◆会場＝県庁 

    県立青少年会館  他 
◆内容 

  ・男女共同参画関連講座 
  ・地域活動関連講座 
  ・コミュニケーション関連講座  他 
◆受講料＝無料 

◆募集人員＝40名 
◆応募資格＝県内在住で、修了後

地域活動をしたいと考えている

方。原則として、全日程を通し

て参加可能な方。 

◆応募方法＝受講申込書(市企画
課にあります)を茨城県女性青
少年課に提出 

◆応募締切＝6月16日(金) 
 

 

●県女性青少年課    029-301-2178 
●市企画課      内線1312 

問合 

勤労青少年ホーム特別講座 
 

ゆかたの着付教室 

 
◆日時＝［女性対象］6/23(金)・

30(金)・7/7(金)・14日(金) 
 ［男性対象］7/14(金)のみ 
 ※各日とも午後7時～9時 
◆場所＝勤労青少年ホーム  
    2階和室 

相 談 

とともに、地域社会に貢献してい

ます。 

 60歳以上で、働く意欲のある方
ならどなたでも会員になれます。 

手続きは簡単です。事務所にお越

しいただくか電話でお問い合わせ

ください。 

 
 

(社)下妻地方広域シルバー人材センター 

   44-3198  
※事務所は市役所 

本庁舎の東側です。 

申込 問合 

 

宮本 保 

［長塚38－1］ 
  44-2805 

問合 

◆時間＝現在調整中 

◆申込締切日＝6月16日(金) 
◆記念花火代＝20,000円より 
※当日、雨天の場合は順延もしく

は打ち上げ時間が早まる場合がご

ざいます。メッセージを添えてお

申し込みください。 
 

 

市商工会事務局 

[〒304-0056 
 長塚74-1] 
  43-3412 
  43-3168 

６月の納税相談 
 
 

◆日時 

 休日納税相談･･･6月25日(日) 
  午前8時30分～午後5時 
 夜間納税相談･･･6月29日(木) 
  午後5時30分～7時30分 
◆場所＝本庁舎1階収納課 
 

    市収納課 

    内線1363～1365 

こころの健康相談 
 
 

 こころの病に関する相談に、専

門医が応じます。眠れない、イラ

イラする、気分が落ち込む、やる

気が出ないなどうつ状態や自律神

経失調症などの症状がある方、一

人で悩まずにご相談ください。

(秘密は守ります。本人が来られな
い時は、ご家族の方でも結構です) 
 

◆日時＝毎月第2水曜日（6月は
14日になります) 午後1時～3
時 (予約制) ※日時は変更にな
る場合もありますので、予約時

にご確認ください。 

◆場所＝市役所第二庁舎 小会議室 
◆申し込み方法＝予約制ですの

で、福祉事務所までお申し込み

ください。(匿名でも結構です) 
 

      市福祉事務所 障害福祉係  

内線1577  

問合 

問合

◆講師＝国府田 美智子先生 
◆募集人数＝15名 
◆用意するもの 

 ゆかた、半巾帯、腰紐３紐 

◆申込方法＝6月20日(火)までに
青少年ホーム備え付けの申込

書に記入の上、お申込みくだ

さい。 
 

   勤労青少年ホーム 

     43-7423  

問合 

申込 問合 

FAX 
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平成18年度こころの相談 

(精神クリニック) 
 
 ストレス現代社会の中で生活し

ていると、身も心も苦しくなるこ

ともあります。そこで、保健所で

はその苦しい思いをしているご本

人、そのことを支えているご家

族、周囲の方々の支援方法等につ

いての相談に応じています。 
 

◆日程＝【平成18年】6/6(火 )・
6/16(金)・7/4(火)・7/21(金)・
8/1(火 )・8/18(金 )・9/5(火 )・
9/15(金)･10/3(火)･10/20(金)･
11/7(火)･11/17(金)･12/5(火)・
12/15(金)【平成19年】1/9(火)・
1/19(金)・2/6(火)・2/16(金)・
3/6(火)・3/16(金)  

◆時間＝【第1火曜日】午前9時30
分～12時(予約制)【第3金曜日】
午後1時30分～3時30分(予約制) 

◆担当医＝［第1火曜日］ 
 黒田 直明 (筑波大学付属病院) 
［第3金曜日］ 
 片野 網大 (水海道厚生病院) 
◆場所＝常総保健所  
 

      常総保健所健康指導課  
  0297-22-1351     0297-22-8855  

健 康 

ＢＣＧ接種を実施します 
 
 

◆該当者＝生後3か月から6か月未満
で、まだ、BCG接種を受けていな
い子（※6か月を過ぎた場合は、医
療機関での自費接種となります） 

◆日時＝6月14日(水) 午後2時～2時30分 
◆場所＝市保健センター 

◆持参する物 

①受診券 

②予診票（青色です。責任をもっ

て記入してください｡『保護者

のサイン』に押印又はサインを

しておいてください) 
 ③母子健康手帳 

④体温計（体温は接種会場で

計ってください） 
 

○「予防接種と子どもの健康」を

よくお読みになってください。 

○おたふくかぜ・水ぼうそう・突発性

発疹にかかった子は治ってから約1
か月(4週間以上)あけないと他の予防
接種を受けることができません。 

○次に該当する子も接種間隔により今回

のBCGは受けることができません。 
 ①5月18日(木)以降に医療機関

で麻しん・風しんを受けた子

(27日以上あいていない） 
 ②6月8日(木)以降に医療機関で

三種混合・日本脳炎を受けた

子(6日以上あいていない) 
○BCGを受けた場合、27日以上
あけないと他の予防接種を受け

ることができません。 

○次回のBCG接種は、7月11日
(火)に実施します。 

 

市保健センター    43-1990(直通) 

ポリオ（小児まひ）の生ワク 

チン投与を実施します 
 
◆該当者＝生後3か月から90か月(7
歳6か月)未満で、2回の投与がま
だ済んでいない子。ポリオワクチ

ンは免疫を十分につけるため、2
回の投与が決められています。 

※BCG接種が済んでいない子
は、先にBCG接種(6月14日実
施)を受けてください。 

◆日時＝6月20日(火)  午後2時～2時30分 
◆場所＝市保健センター 

◆持参する物  

 ①受診券 

   ②予診票（白色です。責任を
もって記入してください。

『保護者のサイン』は記入し

ないでください。 

③母子健康手帳 

   ④体温計（体温は接種会場で
計ってください） 

 

○「予防接種と子どもの健康」を

よくお読みになってください。 

○おたふくかぜ・水ぼうそう・突

発性発疹にかかった子は治って

から約1か月(4週間以上）あけ
ないと他の予防接種を受けるこ

とができません。 

○次に該当する子は接種間隔によ

り今回のポリオは受けることが

できません。 

 ①5月24日(水)以降に医療機関
で麻しん・風しんを受けた子

(27日以上あいていない) 
  ②6月14日(水)以降に医療機関

で三種混合・日本脳炎を受け

た子(6日以上あいていない) 
 ③5月16日(火)に保健センター

でポリオを受けた子(6週間以
上あいていない） 

○ポリオを受けた場合、27日以上あ
けないと他の予防接種(ポリオ以外)
を受けることができません。 

○次回のポリオは、7月18日(火)
に実施します。 

 

市保健センター    43-1990(直通) 問合 

乳がん・子宮がん 

医療機関検診          

  
  医療機関検診は、市が発行する受

診券をお持ちになって病院・医院等

で検診を受ける方法です。受診を希

望する方はお申し込みください。 
 

◆受診対象者 

 子宮がん検診 20歳以上 
 乳がん検診  30歳以上 
◆受診期間＝平成18年6月1日～ 
平成19年1月31日 

◆検診機関＝市が委託している医療機関 

◆検診費用 

 子宮がん検診      1,000円 
 乳がん検診(視触診･超音波)  1,500円 
 ※医療機関窓口でお支払いください。  

◆申し込み方法＝6月1日から受付・受診
券交付を開始します。保健センター窓

口でお申し込みください。その際、受

診券を発行します。乳がん検診は視触

診及び超音波の単独のお申し込みはで

きません。9月～12月に実施する集団
検診と医療機関検診の両方の受診はで

きません。どちらか一方をお申し込み

ください。 
 
    市保健センター 内線1552・1553     

     43-1990(直通) 
問合 

※検診料 

 胃がん検診  500円 
 大腸がん検診 300円 
※受診券は、2月に配
布した「集団健康診

査申込書」にもとづ

いて送付します。そ

の後検診を希望する

方は、市保健セン

ターにお申し込みく

ださい。 
※大腸がん検診容器は

受診しない場合、保

健センターに返却し

てください。 
※大腸がん検診のみを

ご希望の方には、受

付の混雑が緩和する

時間帯 (午前8:00～
9:00）のご来場をお
すすめします。 

 
 

 
       
市保健センター 

   43-1990（直通） 

◆持参するもの 

 ①食品衛生責任者管理記録簿（グリーンの手帳） 
 ②検査検体  ③腸内病原細菌検査連名簿 
◆検査手数料 

 ①または②を希望により選んで受けてください。 
 ①赤痢・サルモネラ･･･700円(税込) 
 ②赤痢、サルモネラとO-157･･･1000円(税込) 
◆検査機関＝(財)茨城県総合健診協会 
◆結果通知＝検査の結果については、連名簿に記

載されている事業所の住所地へ受診者全員通知

されますので、連名簿の住所・事業所名は正確

にご記入ください。検査成績書が必要な場合、

当日受付に申し出てください。 

実施月日   実施場所 対象地区    受付時間 

旧下妻保健所 午前10時～11時30分 
6/13(火) 

千代川保健センター 
下妻市 

午後1時30分～3時 

午前10時～11時30分 
15(木) 旧下妻保健所 下妻市 

午後1時30分～3時 

午前10時～11時30分 
22(木) 常総保健所 全地区 

午後1時30分～3時 

 

問合 

申込 問合 

申込 問合 
FAX 

問合 

◆実施日時・場所 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※旧下妻保健所は現在霞ヶ浦用水事業

推進事務所です。 
 

 

 

 

    常総保健所  健康指導課  0297-22-1351 

月日 曜 受 付 時 間 会 場 地    区 

6/ 9 金 午前6:30～9:00 千代川保健センター 原・宗道・渋田・田下・下栗 

15 木 午前6:30～9:00 千代川保健センター 
鎌庭新宿・見田・唐崎・長萱・伊古立 

本宗道・鬼怒 

21 水 午前6:30～9:00 東鯨農村集落センター 大園木・鯨・羽子 

22 木 午前6:30～9:00 別府コミュニティセンター 別府・皆葉 

千代川保健センター 鎌庭西・鎌庭東 
23 金 午前6:30～9:00 

別府コミュニティセンター 五箇・村岡 

7/19 水 午前6:30～9:00 高道祖市民センター 高道祖地区 

24 月 午前6:30～9:00 上妻市民センター 
黒駒・柴・江・平方・南原・関本下 

黒駒河岸 

25 火 午前6:30～9:00 上妻市民センター 尻手・渋井・桐ｹ瀬・半谷 

26 水 午前6:30～9:00 上妻市民センター 赤須・前河原・大木 

27 木 午前6:30～9:00 大 宝 公 民 館 大宝・北大宝・大串 

28 金 午前6:30～9:00 大 宝 公 民 館 
坂井・平沼・平川戸・横根・福田 

下木戸・比毛・堀篭 

8/ 1 火 午前6:30～9:00 勤労青少年ホーム 長塚・石の宮 

2 水 午前6:30～9:00 働 く 婦 人 の 家 総上地区 

 3 木 午前6:30～9:00 下妻市保健センター 下妻丁・砂沼新田 

4 金 午前6:30～9:00 下妻市保健センター 下妻甲・下妻乙（栗山・西町・小野子を除く） 

28 月 午前6:30～9:00 豊加美市民センター 豊加美地区 

29 火 午前6:30～9:00 騰波ノ江市民センター 騰波ノ江地区 

30 水 午前6:30～9:00 下妻市保健センター 下妻丙・下妻戊・田町 

31 木 午前6:30～9:00 下妻市保健センター 
本城町・下妻乙（栗山・西町・小野子） 

坂本新田・小野子町・本宿町・大木新田 

 


