
八間堀川沿岸土地改良区 

総代総選挙のお知らせ 
 
 八間堀川沿岸土地改良区総代の

任期が、7月3日に満了するのに伴

い、次のとおり総選挙が予定され

ていますので、お知らせします。 
 

◆告示日＝5月29日（月） 

◆立候補受付＝5月29日～30日 

  （2日間）午前8時30分～午後5時 

◆受付場所＝市役所本庁舎2階 

市委員会事務局 

 ※立候補届出用紙は市委員会事

務局に用意してあります。 

◆投票日＝6月5日（月） 

◆投票時間＝午前8時～午後4時 

◆投票場所＝ 

 ［旧下妻地区］ 

  本庁舎1階 市民ホール 

 ［旧千代川地区］ 

  千代川庁舎1階 市民ホール 

◆被選挙権 

 ①組合員であること  

 ②年齢が満25歳以上であること

（昭和56年6月6日以前出生） 

 ③成年被後見人、被保佐人及び

禁錮以上の刑に処せられて執

行中の者でないこと 

◆選挙すべき総代の数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
●市選挙管理委員会 内線1132 

●八間堀川沿岸土地改良区事務所   

   0297-42-2149 

案 内 

区別 区   域 総代数 

第１区 

（旧下妻） 

加養・新堀・柳原・ 

谷田部・山尻・肘谷・ 

樋橋・袋畑 

６人 

第２区 

（旧千代川） 

田下・下栗・本宗道・ 

宗道・渋田・見田・ 

唐崎・長萱・伊古立・ 

原・羽子・大園木・鯨 

１２人 

 
問合 

求人受理説明会の開催 
 
 

 平成19年3月新規学校卒業予定

者を対象とする求人受理説明会を

開催いたします。事業主のみなさ

ん、若年労働力確保の絶好の機会

です。是非ご参加ください。 
 

◆日時＝6月9日（金） 

 午後1時30分～（受付1時～） 

◆場所＝しもだて地域交流セン

ター・アルテリオ 

◆内容＝昨年度の学卒者の取扱い

状況と今年度の取扱いなどにつ

いて 
 

    ハローワーク筑西 求人係 

      22-2188 

問合 

5月は赤十字運動月間です 
 
 

 日本赤十字社は、1877年創立以

来、人道博愛の精神で、世界の平

和と人類の福祉のため活動してい

る民間団体です。 

 国内では災害救護、救急法な

どの講習会、ボランティアや青

少年の育成、医療事業、血液事

業などの活動をしています。ま

た、海外へは世界各国にある赤

十字のネットワークを活かして

の紛争や災害で苦しむ方々への

救護活動など、国の内外を問わ

ず幅広い人道的な活動をしてい

ます。 

 このような日本赤十字社の活動

を支える財源は、社員や寄付者か

ら寄せられる活動資金です。 

 赤十字では、毎年5月を赤十字

運動月間として、より多くの人に

活動を理解していただくととも

に、社員に加入していただき赤十

字へのご協力をお願いします。 
 

    市福祉事務所 社会福祉係 

    内線1576・1578 
問合 

県西方面で高齢者を狙った 

窃盗事件が発生しています 
 

地域で守ろう安心安全なまち 
 
 県西の古河市や猿島郡で、電気

検針員を装って高齢者宅を訪問

し、家の中に上がり家の人が目を

離した隙に現金等を盗まれる事件

が発生しています。 

手口：「テレビがちらついている

と役所から頼まれてきた」「テレ

ビを操作してくれ」等と言葉巧み

に家の中に上がりこみ、家の中を

歩き回る。「外のブレーカーをみ

てくる…」等と言って逃げ去る。 

男が帰った後で、家の中を調べて

被害に気づいた。 

 この手の事件が今後多発するこ

とが予測されますので、次の点に

注意してください。 
 

  頼みもしない事については、

毅然と断ること。 
 

  知らない人は、家の中には不

用意に上げない。 
 

  不審と思ったら相手の身分証

明書等の確認を求めること。 

 

  不審な来訪者があった場合は、

早期に警察へ通報してください。 
 

  まだまだ振り込め詐欺の相談

があります。息子が痴漢をした等

と示談金を振り込むよう、警察や

弁護士、息子を装った電話がか

かってきたら、「振り込め詐欺」

と思って、現金を振り込むことな

く警察へ連絡してください。警察

では、示談を要求するようなこと

はしていません。 

 
     
下妻警察署  
生活安全課 

 43-0110 

問合 

平成１８年度犬猫の避妊･ 

去勢手術助成事業の実施 
 
 社団法人茨城県獣医師会では、

動物愛護事業の一環として、愛

犬･愛猫の避妊･去勢手術の助成事

業を次のとおり実施しますので、

ご希望の方はご応募ください。 
 

◆助成頭数＝850頭（先着） 

 犬猫・雄雌の区分なし。 

※応募頭数が850頭になり次第、 

 締め切ります 

◆助成対象＝県内に在住する犬･

猫の飼い主（対象は、平成18年

6月1日以降、茨城県内の動物病

院で避妊･去勢手術を受けた犬･

猫） 

◆助成金額＝避妊1頭につき4,000

円、去勢1頭につき3,000円 

◆応募方法＝所定の応募ハガキで

応募してください 

◆応募期間＝6月1日から助成頭数

終了まで（※電話での応募受付

はしません） 

 
    県獣医師会事務局  029-
241-6242 または応募ハガキの

置いてある動物病院へ 

問合 

 国保（国民健康保険）は、いざというときの病気やケガに備えて加入者が保
険税を出し合い、必要な医療費にあてる助け合いの制度です。国保に加入する

とき、やめるとき、また家族に異動があったときなどは、必ず届け出を出してく

ださい。 

こんなときは14日以内に届け出を！ 
 

●国保に加入するとき 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●国保をやめるとき  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

●その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国民健康保険税は世帯主に納める義務が発生する為、療養費・出産一

時金・国保税還付金は世帯主の方へお支払となります。 
 

   市保険年金課 内線1519 

 手続きに必要なもの  

他市町村から転入してきたとき 他の市町村の転出証明書、印かん 

職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書、印かん 

家族の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者からはずれた証明書、印かん 

子どもが生まれたとき 保険証、母子健康手帳、印かん 

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印かん  

外国籍の人が加入するとき 外国人登録証明書  

 

 手続きに必要なもの 

他の市町村に転出するとき 保険証、印かん 

職場の健康保険に入ったとき 

家族の健康保険の被扶養者になったとき 

国保と加入した健康保険の両方の 

保険証、印かん 

国保の被保険者が死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの、印かん 

生活保護を受けるようになったとき 保護開始決定通知書、保険証、印かん 

外国籍の人がやめるとき 保険証、外国人登録証明書 

 

 手続きに必要なもの 

住所、世帯主、氏名などが変わったとき 

長期旅行などで別個の保険証が必要なとき 

退職者医療制度に該当しなくなったとき 

保険証、印かん  

修学のため、他の市町村に住所を移したとき 保険証、在学（園）証明書、印かん 

保険証をなくしたり、汚れて使えなくなった

とき 

本人であることを証明するもの（運転免

許証など）、印かん 

退職者医療制度に該当したとき 保険証、年金証書、印かん 

 

加入の届け出が遅れると… 
 

 加入資格が発生した時点までさかの

ぼって保険税を納めなければならなくな

ります。また、その間の医療費は全額自

己負担となります。 
 

 1月に資格が発生して、 

      届け出を7月に行った場合 

 

脱退の届け出が遅れると… 
 
・  保険証が手元にあるため、うっかりそ

れを使って診療を受けてしまう人がい

ます。この場合、国保が負担した医療

費は、あとで返していただくことになり

ます。 

・  新たに加入した職場の健康保険など

と国保の両方に保険料（税）を二重に

納めてしまうことがあります。  

問合 
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問合 

問合 

問合 

問合 

行事・イベント 

軽自動車税の減免 
 
 下妻市市税条例(第90条)により、心身に障害のある方が使用する軽自

動車、またこれらの方と生計を一つにする方が障害のある方のために使

用する軽自動車は、一定の要件を満たす場合(下記参照)に、軽自動車税

が減免されます。要件にあてはまり、減免を希望される場合は、申請

締切日までに市税務課までお越しください。 

◆申請締切＝5月24日(水) 

◆持参する物＝納税通知書(5月中旬に送付します)・運転免許証(運転す

る方)・障害者手帳等・車検証・印鑑 

※減免の対象となる軽自動車は、これまでは原則として障害のある方本

人が所有するものに限られていましたが、平成18年度からは障害のあ

る方と生計を一つにしている方(ご家族)が所有する軽自動車について

も減免の対象となります。 

※減免できる車は、普通自動車または軽自動車(バイクも含む)のど

ちらか一台になります。 

※普通自動車の減免申請については、筑西県税事務所へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

申請 

障害の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 

視覚障害 
1 級から４級ま

での各級 
特別項症から第４項症までの各項症 

聴覚障害 2 級および３級 特別項症から第４項症までの各項症 

平衡機能障害 3 級 特別項症から第４項症までの各項症 

音声機能障害 

3 級(喉頭敵出によ

る音声機能障害が

ある場合に限る) 

特別項症から第２項症までの各項症 

（喉頭敵出による音声機能障害があ

る場合に限る) 

上肢不自由 1 級および２級 特別項症から第３項症までの各項症 

障害のある方が運転す

る場合 

1 級から６級ま

での各級 

特別項症から第６項症までの各項症およ

び第１款症から第 3 款症までの各款症 
下肢 

不自由 
生計を一にする方また

は常時介護する方が運

転する場合 

1 級から３級ま

での各級 
特別項症から第３項症までの各項症 

障害のある方が運転す

る場合 

1 級から３級まで

の各級および５級 

特別項症から第６項症までの各項症およ

び第 1 款症から第３款症までの各款症 
体幹 

不自由 
生計を一にする方また

は常時介護する方が運

転する場合 

1 級から３級ま

での各級 
特別項症から第４項症までの各項症 

上肢機能 1 級および２級  乳幼児期以前の非

進行性脳病変によ

る運動機能障害 
移動機能 

1 級から 6 級 

までの各級 
 

心臓機能障害 1 級および３級 特別項症から第３項症までの各項症 

じん臓機能障害 1 級および３級 特別項症から第３項症までの各項症 

呼吸器機能障害 1 級および３級 特別項症から第３項症までの各項症 

ぼうこうまたは直腸の機能障害 1 級および３級 特別項症から第３項症までの各項症 

小腸の機能障害 1 級および３級 特別項症から第３項症までの各項症 

ヒト免疫不全ウイルスによる免

疫機能障害 

1 級から３級ま

での各級 
 

知的障害者 療育手帳をお持ちの方で重度「Ａ」「Ａ」と記載されている方 

精神障害者 
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で障害等級が１級

と記載されている方 

 

問合 (2) 公開、非公開、 

 不服申立て等 

 の状況  

 

 

 

 市総務課 文書法制係  内線1222  

 
平成17年度 情報公開・個人情報保護制度の実施状況 

 

 市では、市が保有する公文書の公開請求について定める情報公開条例

を平成13年10月から、市が保有する個人情報の取扱いについて定める個

人情報保護条例を平成17年4月から施行し、公正で開かれた市政の推進

と個人の権利利益の保護を目指しています。 

 このたび、平成17年度における情報公開制度及び個人情報保護制度の

実施状況がまとまりましたので、お知らせします。 

 

１ 情報公開 
 

(1) 実施機関別の 

 公開請求の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 公開、非公開、 

 不服申立て等 

 の状況 

 
 

２ 個人情報保護 
 

(1) 実施機関別の 

 開示請求の状況 

 

 

 

 

 

 
※右の開示請求は旧千代 

 川村におけるものです。 

 

スコーレ母親講座 

 
テーマ “子供の心に自信を育てる” 
～共感の愛は子どものエネルギー源～ 
 

◆講師＝（社）スコーレ家庭教育振

興協会茨城地区責任者 平石喜美子  

◆日時＝5月26日（金） 

    午前10時～午前11時30分 

◆場所＝下妻公民館 1階和室 

◆主催＝（社）スコーレ家庭教育振

興協会 ※（社）スコーレ家庭教

育振興協会は文部科学省認可の公

益法人・生涯学習団体です。 

※受講無料 託児あり 
 

    24-7797（平石）  

    22-3066（平出） 

5月28日（日）は 

第25回市民清掃デーです 
 
 第25回市民清掃デーを予定して

いますので、市民のみなさんのご

協力をお願いします。 

 なお、自治区の行事等により都

合がつかない場合は、実施日前後

の週末など自主的に実施してくだ

さい。ごみのポイ捨てをなくし、

きれいなまちをつくりましょう。 

 

◆日時＝5月28日（日）午前8時か

ら約2時間 ※小雨決行。雨天

の場合は、6月4日（日）に延

期。防災無線で連絡。 

◆清掃対象ごみ＝道路・広場等に

散乱しているカン、ビン、紙く

ずなど 

◆ごみ袋の配布＝清掃活動に使う

ための市指定ごみ袋（可燃・不

燃）をお知らせ版5月10日号と

あわせて各世帯に配布します。 

◆ごみの分別＝燃えるごみ（紙く

ず等）と燃えないごみ（かん、

びん、金属、ガラス類）に分け

てください。粗大ごみ等の収集

できないごみは、集積所には出

さないでください。 

◆清掃したごみの収集＝実施当

日のごみの収集はおこないま

せん。清掃したごみは、当日

出さずに、可燃ごみ・不燃ご

みの収集日に合わせて出して

ください。 

 
    

市生活環境課 

内線1424・1425 

自動車税は納期限までに 
 
 

自動車税の納期限は5月31日です 
 

 自動車税は、毎年4月1日現在の

所有者（登録名義人）に課税され

ます。納税通知書が届きました

ら、5月31日までに納税してくだ

さい。 

 なお、身体障害者等の方で一定

の要件を満たす場合は、申請によ

り税を減免する制度があります。

ただし、納期限（5月31日）まで

に減免申請書等を提出しないと減

免を受けることができません。 

 
   筑西県税事務所 県税第二

課  （〒308-8511 筑西市二木成

615）  24-9197 

 

■軽自動車の減免  市税務課 内線1347   

■普通自動車の減免 筑西県税事務所   24-9197 
       ［要件についての問い合わせ･･･市福祉事務所 (第二庁舎1階) 内線1575･

実施機関名 
公開請求 
件  数 

公開請求 
処理件数 

公開請求の内容 

議     会 － －  
市 長 部 局  2  2 法定外公共物関係 

教 育 委 員 会  1  8 中学校教科書採択関係 

選挙管理委員会  － －  
公 平 委 員 会 － －  
監 査 委 員 － －  
農 業 委 員 会 － －  
固 定 資 産 評 価 
審 査 委 員 会  

－ －  

水 道 事 業 所 － －  
合   計  3 10  

 

 公開請求件数 10 

 公開件数  2 
 部分公開件数  1 

 非公開件数（文書の不存在を含む。）  7 

 不服申立件数  1 

 

実施機関名  
開示請求 
件  数 

開示請求 
処理件数 

開示請求の内容 

議     会 － －  
市 長 部 局 － －  
教 育 委 員 会  1 1 学籍簿 
選挙管理委員会  － －  
公 平 委 員 会 － －  
監 査 委 員 － －  
農 業 委 員 会 － －  
固 定 資 産 評 価 
審 査 委 員 会  

－ － 
 

水 道 事 業 所 － －  
合   計  1  1  

 

 開示請求件数  1 

 開示件数 －  

 部分開示件数  1 
 不開示件数（文書の不存在を含む。） －  

 不服申立件数 －  

 



申込 問合 

問合 

ふるさと博物館展覧会“博物館
保管資料による下妻の二大領主
多賀谷氏と井上氏”展 開催中 
 
 市ふるさと博物館では、当館が

保管する下妻の二大領主 多賀谷

氏と井上氏に関する資料を展覧す

る「博物館保管資料による 下妻

の二大領主多賀谷氏と井上氏」展

（6月4日（日）まで）を開催して

おります。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）5/15・22・29 

◆開館時間＝午前9時～午後4時30分 

ポピーの会エコ教室 

 
布わらじを作ろう 

 

◆日時＝5月21日（日） 

    午前9時～12時 

◆場所＝下妻公民館 2階学習室 

◆参加費＝300円（材料費） 

◆用意するもの＝不要なTシャツ3

枚又は不用の浴衣などの綿の

布、裁ちバサミ 

◆定員＝15名 

◆締切＝5月18日（木） 

◆主催＝市生涯学習ボランティア

サークル「ポピーの会」 
 

市生涯学習課 内線2832 

行事・イベント 

下妻市民文化会館 

からのお知らせ 
 

みなさんからの市民参加事業 

の企画を募集します 

 

 市民文化会館では、鑑賞型事

業に加え市民主体の市民参加型

事業にも取り組み、すでに市民

からの企画により8事業を実施

し「オリジナリティー文化の創

造」に大きく貢献しています。

今年も市民参加事業を予定して

いますので、みなさんからの企

画を下記の要項で募集します。

是非お寄せください。 

 

◆募集要項 

1 ジャンルは特に問いません。  

2 企画内容は市文化事業にふさ

わしい内容であること。 

下妻市まちづくり女性スタッフ(第

6期)のメンバーを募集します 
 

 市では、女性の豊かな感性と生

活体験を通した意見を市政に取り

入れ、人にやさしい夢のあるまち

づくりを推し進めることを目的と

して、下妻市まちづくり女性ス

タッフ（第6期）のメンバーを募

集します。 

第18回 連盟杯争奪ビーチボー

ルバレー大会 参加者募集 
 
◆日時＝6月11日（日） 

◆場所＝市総合体育館他3会場。 

◆種目 

・男女混合Aの部（前回Aのベスト

16、Bの1・2・3位、Cの1位） 

・男女混合Bの部（上記以外の

チーム） 

・男女混合シニアの部（男子50歳

以上） 

・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） 

※年齢は当日の年齢による。 

◆チーム登録＝監督を含めて7

名まで。（監督も選手として

出場可） 

◆参加資格＝市内在住在勤者、及

びこれに準ずるチーム。（傷害

スポーツ保険加入者） 

◆参加費＝1チーム1,000円（会

員）、2,000円（会員以外） 

※締め切り後の返却はしません。 

◆申込方法＝所定の申込書に参加

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）または、市総合体育館窓口

（土・日も受付します）まで申

し込みください。 

◆申込締切＝5月26日（金）必着 

◆組み合わせ＝6月2日（金）午後

7時から下妻公民館にて実施

（チーム代表者の出席要） 

◆連盟登録＝組み合わせ当日、ま

たは講習会当日に連盟会員登録

の受付もします。登録の申込み

用紙は、スポーツ振興課、総合

体育館にあります。 
 

審判講習会のお知らせ 
 

 大会審判の講習会を5月31日

（水）午後７時から下妻公民館に

おいて実施します。（ルールブッ

ク所有者はご持参ください） 
 

   市ビーチボールバレー連盟 

（粟野） 44-2544 

新潟県中越地震災害 

義援金の受付について 

 
 日本赤十字社茨城県支部では、

義援金を受け付けしています。ご

協力お願いします。 

 

◆募集期限＝10月24日(火)まで 

◆送金先＝郵便局に備付の振込用

紙をご利用ください。 

［名義］日本赤十字社 

    新潟県支部 

［口座番号］00530-2-2000 

 

※通信欄に「新潟地震」と明記し

てください。 

※郵便局窓口で取り扱いの振替手

数料は免除されます。 

 

     日本赤十字社 茨城県支部 
      029-241-4516  

５月の公民館おはなしの会 
 

 

 下妻公民館では、毎月第３土曜

日にボランティア サ－クルによ

る絵本や紙芝居などによる読み聞

かせ「公民館 おはなしの会」を

開催しています。ぜひ親子でご参

加ください。 

 

◆日時＝5月20日（土） 

    午後1時30分～ 

◆場所＝下妻公民館 児童図書室 

 

   下妻公民館  43-7370 

農業経営基盤強化促進法 

による認定農業者募集 

 
 現在の農業経営を見直し、経

営規模の拡大や集約化、合理化

等により魅力ある経営づくりを

目指す意欲ある農業者を支援す

るために、「認定農業者制度」

があります。 

 認定を受けるには、一定の条件

が必要ですが、農業のプロとして

意欲的にやっていきたい方は、下

記により受付をしますので、『農

業経営改善計画認定計画書』を提

出してください。 

 

◆申込期間＝5月15日（月） 

      ～5月31日（水） 
 

   

市農政課  
構造改善係 

 （千代川庁舎） 

内線2612・2613  

◆任期＝2か年度（平成18年委嘱の

日から平成20年3月まで） 

 ※1年につき3万円の謝金を支払

います。 

◆募集人員＝18名以内 

◆応募資格＝市内に居住または勤

務する20歳以上の女性 

◆応募作文＝いま身近に感じて

いること（400字詰原稿用紙 

 2枚程度） 

◆応募締切＝6月5日（月） 
 

 

       
市企画課 

内線1312 

 

初心者のための洋蘭の夏の栽培 

及び管理についての講習会 
 
◆内容＝洋蘭のなかでも比較的や

さしいシンビジュームとデンド

ロビュームの栽培方法及び管理

の仕方について 

◆日時 

［第1回］5月20日（土） 

      午前9時30分～11時30分 

［第2回］6月24日（土） 

     午前9時30分～11時30分 

◆場所＝下妻公民館 2階学習室  

 ※公民館が工事で使用できない

場合は、第2回が市立図書館に変

更する場合があります。 

◆参加費＝500円（材料費） 

◆用意するもの＝園芸用のはさみ・

ナイフ（実技指導があります） 

◆定員＝20名（初心者・先着順） 

◆締切＝5月17日（水） 

◆主催＝市生涯学習ボランティア

サークル「ポピーの会」 
 

   

市生涯学習課 

内線2832 

3 参加者は幅広い年齢層が参加

できるもの。 

4 予算に制限がありますので、

その範囲内で実施できる企画

であること。 

5 提出用紙サイズはA4とし、企

画の具体的内容、公演に係る

予算内訳を整理し、住所・氏

名・年齢・連絡先を記入し提

出すること。 

6 提出は郵送か直接6月30日

（金）までに市民文化会館ま

でお届けください。 

 

       

 市民文化会館 

 （〒304-0064 本城町3-36） 

   43-2118 

申込 問合 

◆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 

申込 

問合 
問合 

申込 問合 

申込 問合 
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申込 

問合 

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＝5月23日（火） 

    午後2時～2時30分 

◆場所＝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 

人権擁護委員による「全国一斉

特設相談」を実施します 

 

 昭和24年（1949年）6月1日に人

権擁護委員法が施行されました。

そこで、法務省と全国人権擁護委

員連合会は、毎年6月1日を「人権

擁護委員の日」と定め、人権擁護

委員制度の周知と人権尊重思想の

普及高揚を呼びかけています。人

無料法務総合相談所 

開設のお知らせ  
 
 登記、供託、戸籍・国籍、人権

擁護など法務局の取り扱う業務全

般について、法務局職員及び人権

擁護委員が相談に応じます。秘密

は固く守ります。 
 

◆日時＝6月4日(日)  

    午前10時~午後4時 

◆場所＝道の駅しもつま2階研修室   

◆相談内容＝境界争い、相続・贈

 日  時 場  所 問い合わせ 

心配ごと 

相談 

6月6日(火)・13日(火) 
・20日(火)・27日(火)  
※法律相談は13日と27日 
 午後1時30分～3時30分 
 (受付 午後1時15分～3時) 

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 
6月16日(金) 
午後1時30分～3時30分 

下妻公民館 

1階和室 
秘書課 

内線1212 

人権相談 

(困りごと) 
6月23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 

６ 月 の 相 談 

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。6月は“親

子エアロビ”です。 

 

◆日時＝6月14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 

◆申し込み開始＝6月5日（月） 

 午前9時～（お申し込みは当

人・家族の方のみとします） 

※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30名） 
 

 

  
市保健センター  

  43-1990（直通） 

パクパク離乳食教室 
 

 

◆日時＝6月13日（火） 

◆場所＝市保健センター 

◆受付時間＝午前9時45分～10時 

◆該当者＝平成18年2月～3月生ま

れの赤ちゃんのお母さん・家族

の方 

◆内容 

・乳児の健康と予防接種の受け方

（保健師の話） 

・離乳食のはじめ方について（栄

養士の話） 

・基本の離乳食の作り方（デモン

ストレーション） 

・離乳食を食べてみよう（お母さ

んの試食） 

◆定員＝20名 

◆その他＝母子健康手帳をお持ち

ください。参加希望の方は、電

話でお申し込みください。 
 

   市保健センター  

   内線464・465 
     43-1990（直通） 

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。 

 ①4月26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） 

 ②5月17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(27

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、6月14日

（水）に実施します。 

 

   市保健センター 

     43-1990（直通） 

問合 

権擁護委員は、地域住民の人権が

侵害されないよう常に注意を払

い、もし、人権が侵害されたとき

は、その相談を受け、被害救済の

ためにすみやかに適切な処理をお

こないます。 

 また、人権の大切さについて、

街頭啓発や講演会などを通じて、

理解を深めてもらうための活動に

も努めています。 

 全国人権擁護委員連合会では、

6月1日に「全国一斉特設相談」を

開催し、全国的に人権擁護委員の

周知を図ります。茨城県人権擁護

委員連合会でも「人権擁護委員の

日」にちなんで、下記の人権擁護

委員により特設相談を実施します

ので、人権問題等でお困りの方の

ご相談を受付しています。 

 

◆開設日時＝6月1日（木） 

      午前10時~午後5時  

◆場所＝市役所第2庁舎3階中会議

室／千代川公民館１階小会議室   

◆人権擁護委員 

 中山 倭王  横瀬 眞   井上 讓       

 菊山 郁子  幸田 澄子 中久喜登       

 稲葉 春美 中島 武男   
 

    市福祉事務所 内線1583 

与・売買などの登記手続、抵当

権の抹消手続、地代家賃の供託

手続、戸籍の届出方法、成年後

見制度、サラ金の取立て問題、

夫婦・親子などの家庭内の問

題、近隣とのトラブル、セクハ

ラ、子どものいじめ、DV問題な

ど 

◆料金＝無料 

◆その他＝法務局では、平日の業

務取扱時間中、いつでも窓口及

び電話による相談に応じていま

すが、特に6月1日(木)から9日

(金)までの間、平日午後5時か

ら6時まで、専用の電話番号

（℡029-227-9920）でも相談を

受付していますので、ご利用く

ださい。 
 

   水戸地方法務局総務課 

    029-227-9911 

夜間納税相談窓口 

を開設します 

  
◆日時＝5月25日（木）  

    午後5時30分～7時30分 

 ※毎月末の木曜日に予定してい

ます。 

◆場所＝市本庁舎1階 収納課 

 

    市収納課 内線1362～1365 

歯の何でも電話相談 
 

 歯の衛生週間にちなんで歯の何

でも電話相談を開設します。 

 治療内容や治療費に関するこ

と、歯の健康相談、医療機関の紹

調理師試験のお知らせ 
 

 

≪願書受付≫ 

◆日時＝6月29日(木)～6月30日(金)  

午前9:00～4:30 

◆場所＝常総保健所 
 

≪試験日時≫ 

◆日時＝8月9日（水） 

    午前10:00～12:00 

◆場所＝県立医療大学講義棟 
 

≪受験資格≫ 

 中学校卒業以上等で、飲食店、

魚介類販売業、そうざい製造業ま

たは集団給食施設で2年以上調理

業務に従事している方 

 

   常総保健所 衛生課 

     0297-22-1351 

問合 

問合 

問合 

介などお気軽にご相談ください。 

 

◆相談日時＝6月11日（日）  

      午後2時～5時                            

◆受付電話番号＝   029-832-7930 

          029-835-0737    

◆回答者＝歯科医師 

◆相談料＝無料 

◆主催＝県保険医協会 

 

    

県保険医協会 

  029-832-7930 
  029-822-1341 

問合 

問合 

FAX 

相 談 

問合 

※5月26日（金）の人権相談は、下妻公民館のほか千代川公民館（1階 小会議室）でも実

施します。 

健 康 


