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休日の証明書発行業務

を停止します 
 

コンピュータシステムの点検

作 業 を 行 う た め、８ 月 18 日

（土）は休日の証明書発行業務

を一時停止します。 

ご迷惑をおかけしますが、ご

協力をお願いします。 

＊８月19日（日）は従来どお

り行います。 

（午前10時～午後４時） 

 

問 市情報政策課  

   内線1252 

字の名称変更に ご意見をお寄せください 
 

市では、地元住民の要望により、合併後の自治運営をより円滑に進め

られる気運を高めていくため、加養地区の一部（亀崎自治区）で、字の

名称変更にかかる作業を進めています。 

下表の範囲に土地や建物を所有される方は、ご確認いただき、ご意見

をお寄せください。 
 

問 市企画課 新市建設計画推進室 内線1313 

 
名称を変更する範囲（予定区域） 

犬の飼い方とルールを守りましょう 
 
犬の放し飼いはやめましょう 

◆犬の放し飼いは県条例で禁止されています。必ず

つないで飼ってください。 

◆犬の運動は、引き綱をつけて行ってください 。  
 

犬の脱出を防いで、迷い犬をなくしましょう 
◆飼い主宅を脱出した犬は，飼い主の知らないところで迷惑をかけて

います。 

◆交通事故にあってけがをしたり、死亡することもあります。 

◆脱出防止：クサリやオリの点検をしましょう。  

◆迷い犬防止：首輪に「注射済票」をつけ、「飼主名」「電話番号」

等を書いてください。 
 

散歩中の犬の「ふん」は飼主が始末してください 
◆犬の「ふん」の始末は飼い主の責任です。公共の場所（公園や道路

等）や他人の土地、建物を汚さないようにしましょう 。 

◆犬小屋の周囲は常に清潔にし、ハエや悪臭の発生を防ぎましょう。  

◆小さな命を大切に！捨て犬をやめましょう。  

◆「捨て犬」をする行為はみんなの迷惑になります。捨てないで飼い

主を見つけるか、県動物指導センターに相談してください。 

◆子犬が生まれて困るより、生まれない手術をしましょう。 
 

愛犬をしつけましょう  

◆犬も家族の一員です。 

◆むやみにほえたり、かみついたりしないようしつけること、飼い主

の命令に従わせるよう、「訓練」が必要です。飼い主の飼育管理やし

つけにより大半が改善できます。 

 

  問  

 

下妻警察署協議会の開催結果（平成19年第２回）を 

お知らせします 
 

 警察署協議会は、警察署の管轄区域内における警察の事務処理に  

関し、警察署長の諮問とともに、警察署長に対して意見を述べる機関  

です。 
 

平成19年第２回下妻警察署協議会は、６月25日（月）午後３時30

分から５時まで、下妻警察署で開催されました。 
 

 出席者は、警察署協議会委員が、端 恒一会長、山本宗一副会長、柴

森米光さん、相沢純子さん、山内幸子さん、木村 勉さん、警察署側

が、猪狩三男署長他８名です。 
  

 会議では、下妻警察署の業務重点等説明並びに組織犯罪対策について

の諮問がされ、委員からは、●暴力団に対する取締りを強化してほしい

●外国人に対する適正な指導教養を強化してほしい●暴走族の実態につ

いて知りたい●後部座席ベルトの装着状況について教えてほしい等の意

見・質疑が出され、今後の業務に反映していくことにしました。 

 

警察署協議会ホームページ 

  www.pref.ibaraki.jp/kenkei/kouan/kyougi.htm 

 

問 下妻警察署 43-0110 

図書館・閉館時刻 

変更のお知らせ 
 

８月４日（土）は、下妻まつ

り（千人おどり・花火大会）開

催のため、午後５時に閉館しま

す。 

また、交通規制により、駐車

場の利用ができませんのでご注

意願います。 

花火大会が順延になった場

合、４日は通常通り午後９時閉

館となり、５日（日）は午後５

時閉館となります。 

 

問 市立図書館  

   43-8811 

旧 新 

大字 字 大字 字 

加 養 

亀崎、亀崎東、 

猫堤、正木田、 

三所、白山、 

堤外の全区域 

亀 崎 

亀 崎、亀 崎 東、猫 堤、

正 木 田、三 所、白 山、

堤外の全区域 

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、ひとりで悩ま

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 ８月８日（水） 

   午後１時～３時（予約制） 

＊毎月第２水曜日 

＊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 

●相談担当者 精神科医 

●申し込み 

 予約制、下記にお申し込みくだ

さい。（匿名でも結構です） 

           

 

就職のプロが教える 

無料就労相談 
 
 一定期間無業の状態にある若者

の自立支援を促進していくことを

目的に、全国50箇所に「地域若者

サポートステーション」を設置し

て、総合的な相談・支援を実施し

ています。一人で悩ます、専門家

に相談してください。 
 

 

    問  

 

＊秋田犬、土佐犬、紀州犬、ジャーマン・シェパード、ドーベルマ

ン、グレートデン、セントバーナード、アメリカン・スタッフォー

ドシャー・テリアの８犬種の外、大型犬を「特定犬」に指定して、

一般の犬より厳重な飼育管理が義務付けられています。特定犬は、

オリの中で飼いましょう。  

＊犬の本能や習性・生理をよく理解して飼いましょう。  

＊事故が発生したら「県動物指導センター」へ届け出てください。 

 

県動物指導センター 0296-72-1200 

市生活環境課 内線1423 

案 内 相 談 

問 申  

市福祉事務所 障害福祉係  

   内線1577 

 

 いばらき若者サポートステー

ション（NPO法人すだち内） 

029-259-6860 

ホームページ saposute.jp/ 



あなたは愛する人を救えますか 
-AEDを使った普通救命講習会- 
 

あなたは、目の前で倒れた人を救える自身がありま

すか。下妻消防署ではAEDの使用を含めた救命講習

会を行っています。希望する方は連絡ください。 

 

◆日時 ８月26日（日） 午後１時～４時 

◆場所 市役所 ３階 大会議室 

◆定員 20名 

◆締め切り ８月19日（日） 
 

問 申 下妻消防署  

     43-1551 

水生生物観察会を実施します 
 

 川などに生息する生物などを調べるとともに、川の

汚れなどを診断し、自然保護への関心を高めていくた

めに水生生物観察会を実施します。 
 

●日時 ８月26日（日） 午前８時（現地集合） 

＊小雨決行、中止の場合は個別連絡します。 

●場所（集合）  

 小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター 

●対象 小学生（原則４・５年生） 

●募集人員 25名程度 

     （保護者同伴・多数の場合は抽選） 

●締め切り ８月10日（金） 

●参加費 無料 

●申し込み 住所・氏名・年齢・学年・電話番号・ 

保護者名を電話でご連絡ください。 
 

問 申 市生活環境課  

     内線1422 

伝統文化子ども教室 参加者募集 
－文化庁委嘱事業－ 

 

各地域で伝統的な文化を子どもたちに体験・修得

させる機会を提供し、これらの文化を将来にわたっ

て確実に継承し発展させることを目的とした伝統文

化子ども教室が開催されます。 

参加者を募集しますので、ぜひご参加ください。 

 

下妻市日本舞踊こども教室 
日本が誇る伝統文化のひとつである「日本舞踊」

を体験し、その素晴らしさを感じてもらい、体得し

た成果の発表を目的とします。 

◆期間 ７月29日（日）から 

    平成20年３月２日（日）まで 

＊原則として指定した日曜日の午後４時から５時

30分まで 

＊全12回（千人おどりにも参加します） 

◆場所 市立下妻公民館 

◆対象者 ３歳～中学３年生 

◆参加費 無料  

・けいこ用の着物（浴衣・現在お持ちの着物で可） 

・足袋は各自用意  

・扇子等は希望者のみ実費購入 

・貸付も可能 

 

問 申 

西﨑幸樹舞踊研究所（西﨑幸樹）  

44-2548 

＊申し込みは随時できます 

家族ふれあい農業体験 参加者募集 
 夏に種をまき、秋に収穫しよう！ 
 （ジャガイモ・大根・白菜 など） 

 

●参加費 １組１坪 1,000円（収穫全量持ち帰り） 
 

●募集定員 50組（先着順） 
 

●種植え付け 

日時 ８月26日（日） 午前10時～   

場所 ビアスパークしもつま農園 

＊種まき終了後、希望者は梨またはぶどうの収穫が

体験できます（実費） 
 

●収穫・調理実習 

日時 11月11日（日） 午前10時～   

場所 ビアスパークしもつま農園 

＊収穫後、昼食用カレーライス調理実習 

 （参加費１人300円） 
 

●持ち物 軍手・長靴、汚れても良い服装   

＊温泉入浴可（有料） 

＊両日とも小雨決行します 

 

問 申 

ビアスパークしもつま  

30-5121  

FAX30-5122 

［〒304-0056 長塚乙70-3］ 

近隣市町村 

ビーチボールバレー 

シニアリーグ戦 参加チーム募集 
 
▼とき  ８月19日（日） ９月16日（日）  

▼ところ 市総合体育館 他 

▼種目 男女混合（男子50歳以上） 

▼会費 1チーム3,000円 

▼募集数 先着順30チーム 

    （原則として１クラブ１チーム） 

▼参加規定 ・女子は年齢を問いません 

      ・試合の棄権をしないこと 

      １チーム８名以上とする。 

     （８名以下では受け付けません） 

▼申込方法 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で 

▼申込締切 ８月３日（金） 

▼監督者会議 ８月９日（木）下妻公民館  

       午後７時～ 

 

問 市ビーチボールバレー連盟（澤部） 

   090-7827-1756 

アクアスプラッシュ 参加者募集 
 アクアビクス・バージョンアップ 

 特別プログラム 
 

お待たせしました！ 

皆さまの熱いご要望にお応えし、特別プログラム

として、バージョンアップしたアクアビクスを行い

ます。 

高校生以上の方であればどなたでも参加できま

す。ぜひ一緒に楽しみましょう！ 

 

◆とき ９月13日（木） 午後２時～２時55分 

◆ところ ほっとランド・きぬ 室内プール 

◆定員 35名（事前予約が必要です） 

◆対象 高校生以上 

◆受付開始日 ８月21日（火）午前11時～ 

◆受付場所 ほっとランド・きぬ フロント 

＊電話での申し込みはできません。 

◆参加費 無料（入館料が必要です） 

＊詳しくはお問い合わせください。 

 

問 ほっとランド・きぬ 30-4126 

布わらじを作ろう 
ポピーの会エコ教室/第３回  
 

●とき ８月５日（日）午前９時～12時 

●ところ 下妻公民館 １階和室 

●参加費 300円（材料費） 

●用意するもの  

 不用な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 20名 

●締切 ８月２日（木） 

＊定員になり次第締め切ります。 

●主催 市生涯学習ボランティアサークル 

   「ポピーの会」 

 

問 申 市生涯学習課 内線2832  

講座の案内/受講生募集 
 

ＪＷ－ＣＡＤ応用 定員20人 

 実施日 ９月11日～14日（18時～21時） 

 受付  ８月13日～31日 
 

第一種電気工事士受験対策 定員10人 

 実施日 ９月19日～22日 

    （18時～21時 土曜９時～18時） 

 受付  ８月13日～９月５日 
 

■受講料 2,900円（教材費含む） 

■申し込み 土・日・祝日を除く９時～17時  

 電話でお申し込みください。 
 

問 申 県筑西産業技術専門学院 24-1714 

近隣男子ビーチボールバレー大会 

（第13回）参加チーム募集 
 

▼とき  ９月30日（日） 午前８時30分集合 

▼ところ 市総合体育館 

▼種目 男子Ａの部（50歳未満） 

    男子Ｂの部（50歳以上） 

▼試合方法 ３チームまたは４チームのリーグ戦  

      リーグ戦１位による決勝トーナメント 

▼チーム編成 １チーム４名 

      （登録は監督を含めて７名まで） 

▼抽選会 ９月９日（日）下妻公民館 午後７時 

▼参加資格 県内の男子（学生も可）各自スポーツ

傷害保険に加入のこと 

▼参加費 連盟登録チーム1,000円 市内未登録

チーム2,000円 市外の未登録チーム1,500円 

▼申込方法 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・日受

付できます）まで 

▼申込締切 ８月２４日（金） 

▼監督者会議 ９月９日（日）下妻公民館  

       午後７時～ 
 

問 市ビーチボールバレー連盟（粟野） 

        44-2544 

 

 

 

 

募 集 
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公民館 

おはなしの会/８月 
 

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。お話、紙芝居、折

り紙を親子でお楽しみください。 

 

●とき ８月18日（土） 

    午後１時30分～ 

 

●ところ  下妻公民館 児童図書室 
 

問 下妻公民館 43-7370 

図書館映画会 

/無料 
 
《ライブラリーシアター》 
 

●とき ８月21日（火） 

    午後２時～ 

●上映作品 『硫黄島』 

〔ドキュメンタリー作品〕 

（1976年 アメリカ 100分） 

●あらすじ めざすのは生か死

か…爆音に怯え泣きだす兵士。

日米49,619名の戦死傷者の血

と骨の上にいったい誰が勝利し

たのだろうか。この映画は太平

洋戦争において、日米両軍が国

を賭けた硫黄島攻防戦の凄惨な

全貌を米司令部の６人のカメラ

マンが決死の撮影をしたドキュ

メントである。 

妊娠期子育て講座 
 
楽しい♪ ベビーマッサージ 
～ベビーとママのリラクゼーション～  
 

 ベビーマッサージは赤ちゃんと

ママがスキンシップを通し、お互

いに安らぐことができます。心地

よい刺激が赤ちゃんの心や体の発

達によい影響を与えます。ぜひベ

ビーマッサージを体験しません

か？ 
 

◆日時 ８月29日（水） 

   午前10時～11時30分 

  （９時30分～受付） 

◆対象 市内にお住まいの生後３

か月～９か月の赤ちゃんとその家

族（先着30組） 

＊保育を希望する方はご相談くだ

さい。 

 

妊娠中も 快適ライフ！ 
～アロマでリラックス  

   快適なマタニティライフを～  
 

優しい香りに包まれて、心地よ

いひと時を過ごしませんか？アロ

マセラピーは妊娠中の不快症状や

ストレスなどを緩和します。健康

な妊婦さんならどなたでも参加で

きます。お気軽にご参加くださ

い。 
 

◆日時 ９月５日（水） 

   午前10時～11時30分 

  （９時30分～受付） 

◆対象 市内にお住まいの妊娠  

    16週以上の妊婦さん 

   （先着30名） 

 

◆場所 市保健センター 

◆講師 セラピスト  

    告 真紀子 先生 

◆主催 下妻市地域家庭教育推進

協議会・市保健センター 

◆締切 ８月22日（水） 

＊これらの講座は文部科学省から

の委託事業「家庭教育支援総合推

進事業」として実施しています。 

 

問 申 市保健センター  

     43-1990（直通） 

     内線1554・1555 

乳がん集団検診の案内 
 

乳がんの集団検診を実施します。希望される方は

市保健センターにお申し込みください。 

 

●会場・検診日 

 千代川保健センター 9月20日（木）・21日（金）・25日（火） 

 

 市保健センター 10月15日（月）・16日（火）・17日（水） 

            18日（木）・19日（金）・22日（月） 
 

●対象者・検査内容・検査料金 

＊対象者の年齢は、平成20年3月31日現在の年齢です。 
 

＊マンモグラフィの検査は40歳以上の偶数年齢の方が対象です。59歳

以上の奇数年齢の方は、集団検診の対象にはなりませんので、医療機関

検診をお受けください。 

 

●申込方法  電話または来所（市保健センター）申し込み 
 

●申込開始  ７月25日（水）午前９時～ 

      （定員になり次第締め切ります） 
 

＊希望日と受診時間（午前・午後）を確認します 

＊予約後の変更はできません。 

                  

問 申 市保健センター  

     43-1990（直通）  

     内線1552～1555 

図書館おはなし会/８月 
 

市立図書館の８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。 

 

●とき ８月11日（土） 

 午前10時30分～11時30分 

 午後２時～３時 
 

●ところ 市立図書館 児童室 

    （おはなしコーナー） 
 

問 市立図書館 43-8811  

対象者 検査内容 検査料金 

30歳～39歳 
超音波   500円 41・43・45・47・49・

51・53・55・57歳 

40・42・44・46・48歳 
超音波 

X線（マンモグラフィ

２方向） 
1,300円 

50・52・54･56歳 
超音波 

X線（マンモグラフィ

１方向） 
1,000円 

58歳以上の偶数年齢の方 X線（マンモグラフィ

１方向）   500円 

秋季短歌大会を開催します 
 

第51回秋季短歌

大会を次のとおり

実施します。皆さ

まのご出詠、ご参

加をお待ちしてい

ます。 

 

 

■とき 10月６日（土） 

    午前10時 

■ところ 下妻公民館 大会議室 

■作品 自作・未発表の作品一首 

■講師 大塚 布見子 先生 

    （サキクサ宰） 

■主催 下妻短歌会 

 

問 申  

外山とく子 44-4466 

［〒304-0067 下妻乙344-1］ 

＊出詠される方は８月25日（土）

必着でお願いします。 

 

《子ども映画会》 
 

●とき ８月25日（土） 

    午後２時～ 
 

●上映作品 『ガリバー旅行記

／青ひげ／巨人退治のペテル／

ファ ウスト』（アニメ  約46

分） 

＊世界の名作童話アニメから４

話を上映します。 

 

●ところ 市立図書館  

     映像ホール 

 

問 市立図書館 43-8811 

木材祭りを開催します 
 

国内材の利用推進、国土緑化を

目的に、「木材祭り」が開催され

ます。 

 

●とき ８月４日（土） 

    午前10時～午後４時 

●ところ 丸宇木材市売 

 （つくば下妻第二工業団地内） 

●内容 日曜大工教室、もちつき

大会、住まいの相談室など 

＊日曜大工教室は小学生が作成で

きるキットが用意されています。 

●費用 入場料100円 昼食を

用意しています 

 

問 丸宇木材市売㈱  

   30-7001 

 

 

健 康 

注意事項   
・申し込みは原則本人・家族のみ受け付けます。 

・平成20年3月31日現在の年齢により、受診内容が違います。 

・乳がん医療機関検診を受診された方は受けることができません。 

・しこりなど、自覚症状のある方は医療機関にて受診してください。 

・人工ペースメーカーを使用している方は、マンモグラフィ検査は 

 受けられません。 

・シリコンを注入している方は、医療機関での検診をお勧めします。 

 

行 事 

 



最適なライフステージで… 

快適な暮らし始めて見ませんか 
 

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13区画・坪単価15.5万円から> 

 

◆分譲概要 

【所在】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１３区画   

【分譲面積】165.00㎡（約50坪）～333.43㎡（約101坪） 

【価格】775.6万円～1,922.4万円  

【坪単価】15.5万円～19.9万円 

【最多価格帯】1,100万円台 ７区画 

【上下水道完備】加入負担金･受益者負担金あり 

◆現地見学会開催  

【日時】 ８月12日（日）  午前10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。 

◆申し込み 

 保留地買受申込書に身分証明書・住民票抄本・納税証明書を添え都市整

備課（市役所第二庁舎２階）までお申し込みください。 
 

◆分譲価格表＜13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 200/60 
 

問 市都市整備課 区画整理係 内線1726  

宅地 

番号 面積（㎡） 販売価格（円） 
用途 

地域 
1 216.47 11,451,263 ① 

2 208.41 11,358,345 ① 

3 165.01 7,755,470 ④ 

10 189.49 11,445,196 ③ 

11 189.49 11,066,216 ③ 

12 189.49 11,066,216 ③ 

13 189.49 11,066,216 ③ 

15 326.37 19,223,193 ③ 

17 333.43 17,171,645 ② 

23 232.06 11,579,794 ② 

33 196.71 10,504,314 ② 

36 244.61 12,915,408 ② 

38 229.96 12,509,824 ② 

敬老福祉大会（第38回）の案内 
 
◆日時 ９月17日（月・祝）午前９時～ 

◆場所 市総合体育館 

 

＊市内に在住する高齢者の方ならどなたでも参加

できます。芸能発表会も予定していますので、ぜ

ひご参加ください。 

＊老人クラブ会員の方は、単位老人クラブの役員

にお申し込みください。 

＊老人クラブ会員以外の方は、８月24日（金）

までに直接、市介護保険課にお申し込みくださ

い。 

＊参加される方は、上履きをご持参ください。 

 

問 市介護保険課 高齢福祉係 内線1538  

戦没者・原爆死没者の慰霊と世界恒久平和 

祈念の黙とうを… 
 

８月15日は「戦没者を追悼し平和を祈念する日」で

す。日本武道館で全国戦没者追悼式が行われ、正午を合

図に１分間の黙とうが行われます。市民の皆さまも、家

庭や職場などで黙とうを捧げましょう。 

 また、広島市と長崎市では、毎年、原爆死没者の慰霊

式と平和祈念式を行っており、原爆が投下された時刻に

１分間の黙とうを捧げています。 

両市では、平和を祈る輪を広げるため、全国各地で黙

とうが捧げられるよう協力の呼びかけを行っています。 

 

 原爆が投下された日時 

  広島 ８月６日 午前８時15分  

  長崎 ８月９日 午前11時２分 

砂沼花火大会を特設会場で 
 

市心身障害児者福祉推進協

議会では、「第42回しもつ

ま砂沼花火大会」を障害児者

がくつろぎながら観覧できる

ように特設会場を用意しま

す。皆さんも楽しい夏のひと

ときを過ごしませんか？ 

 

●対象者 市内在住の障害児者及び家族の方 

●日時 ８月４日（土）午後７時30分 

   （荒天の場合は５日） 

●場所 広域老人福祉センター「砂沼荘」庭園 

＊駐車場 ㈱茨城富士駐車場（障害者手帳を確認

します） 
 

問  市福祉事務所 内線1575・1577 

環境影響評価書案の    

縦覧案内 
〈仮称〉環２再開発（虎ノ門

街区）建設事業 
 

 東京都環境局から新橋・虎ノ門

地区市街地再開発事業における高

層建築物の新築が環境（電波障

害）に影響を及ぼすおそれのある

地域に、下妻市の一部地域（東部

地域）が含まれるため、東京都条

例に基づき、表示事業の影響評価

書案について、以下の通り縦覧及

び意見の募集を行います。 

 

■縦覧・閲覧期間 

  ７月17日（火） 

  ～８月15日（水） 

＊土・日曜日は休みです 
 

■縦覧・閲覧時間 

 午前９時30分～午後４時30分 
 

■縦覧・閲覧場所 

市生活環境課（本庁舎）    

市くらしの窓口課（千代川庁舎） 
 

■意見書の提出 

◆提出期間 

  ７月17日（火） 

  ～８月30日（木） 
 

◆提出方法 

事業名、住所、氏名、及び環境保

全の見地からの意見を記載し、持

参または郵送（当日消印有効）で

提出してください。 
 

◆提出先 

〒163-8001  

東京都新宿区西新宿2-8-1 

東京都環境局  

環境影響評価課 調整係 

 03-5388-3440（直通） 
   

問 市生活環境課 

   内線1422 

電気設備の定期安全調査を実施します 
 

電気事業法に基づき、各家庭の電気設備の安全調査を

実施しています。制服（薄緑色）着用で腕章、写真入調

査員証をつけた調査員が伺いますので、ご協力くださ

い。なお、物品等の販売や金銭等を請求することは一切

ありません。 

 

■日程 

９ 月 ／ 坂 本 新 田・長 塚・石 の 宮・半 谷・下 妻 丙・   

下木戸・平沼・福田・平川戸・横根・大宝・大串 

10 月 ／ 長 塚・下 妻 丁・下 妻 丙・下 妻 乙・二 本 紀・    

中居指・砂沼新田・今泉 

■訪問時間  午前９時～午後４時頃 

 

問 （財）関東電気保安協会下館事業所 22-5525 

  

能登半島地震義援金にご協力ください 
 

■受付期間  ９月28日（金）まで 

■振り込み先口座 

郵便局に備付の振込用紙で下記口座に振込みして

下さい。 

加入者名  日本赤十字社 石川県支部 

口座番号  00780-1-3 
 

問  

日本赤十字社 茨城県支部 029-241-4516 

市福祉事務所 社会福祉係 内線1585  

 

 

案 内 


