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指定ごみ袋引換券/平成19年度 引換期間のご案内
●市に住民登録・外国人登録をしている世帯を対象に配布した「平成19
年度指定ごみ袋引換券①」の引換期間が６月30日（土）までになり
ますので、指定ごみ袋取扱店舗での引き換えをお願いします。引換期
間が過ぎた券は、指定ごみ袋取扱店舗での指定ごみ袋との引き換えがで
きなくなります。
●本年度から、引き換え忘れた「平成19年度指定ごみ袋引換券」につい
て、生活上必要な場合は、市生活環境課窓口に限り、指定ごみ袋と引き
換えすることとしました。なお、市生活環境課窓口で指定ごみ袋と引き
換えられるのは、引換期間経過後の「平成19年度指定ごみ袋引換券」の
みで、引換期間内の引換券や平成18年度以前の引換券については、従来
通り引き換えできません。
●引換券は、その引換期間内に実際に使うごみ袋を引き換えるもので、
期間が過ぎても、次の引換券での引き換えが可能となるように、各券に
重複する引換期間を設けてあります。ついては、計画的に指定ごみ袋と
引き換えするとともに、ごみの減量化に努め、リサイクルできるものは
資源物として分別するようにしましょう。
●指定ごみ袋引換券は、特段の事情のない限り、再発行できませんの
で、紛失しないようにご注意ください。
券の区分

引換期間

平成19年度指定ごみ袋
引換券①

平成19年３月１日から６月30日まで

平成19年度指定ごみ袋
引換券②

平成19年６月１日から９月30日まで

平成19年度指定ごみ袋
引換券③

平成19年８月１日から11月30日まで

平成19年度指定ごみ袋
引換券④

平成19年10月１日から20年１月31日まで

平成19年度指定ごみ袋
引換券⑤

平成19年12月１日から20年３月31日まで

平成19年度指定ごみ袋
引換券⑥

平成19年４月１日から20年３月31日まで

平成19年度指定ごみ袋
引換券⑦

平成19年４月１日から20年３月31日まで

問

市生活環境課

内線1424・1425
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文化財の保護に
ご協力ください
文化財は、地域の歴史や文化の
成り立ちを理解するうえで欠くこ
とのできない私たちの貴重な歴史
的財産で、将来の文化の向上・発
展の基礎をなすものです。市内に
は、国・県・市指定の文化財や遺
跡など多くの文化財が所在してい
ます。
これらの貴重な文化財を保護す
るために、県では文化財保護指導
委員を置き、委員による文化財の
巡視を年３回行っていますので、
ご協力をお願いします。
●巡視する文化財
◆指定文化財
・国指定建造物 大宝八幡宮本殿
・国指定史跡 大宝城跡
・県指定史跡 駒城跡
◆遺跡・古墳等
・多宝院遺跡（坂本）・前河原古
墳群（前河原）・多賀谷城跡（本
城町）・渋井遺跡（渋井）・旭遺
跡（旭）・若 柳 本 田 北 遺 跡（若
柳）・五宝寺遺跡（大串）・柴崎
遺跡（村岡）・鎌庭木仙房Ｂ遺跡
（鎌庭）・新地遺跡（皆葉）・中
台 遺 跡（別 府）・中 浜 遺 跡（田
下）・伊古田遺跡（鯨）
●巡視する時期
第１回目 ７月～８月
第２回目…９月～12月
第３回目…12月～２月

問

県教育庁文化課 文化財担当
029-301-5453
市生涯学習課 文化係
内線2833

身体障害児者生活相談
補装具巡回相談を
受け付けます
身体障害者相談員が身体障害児
者の生活等全般の相談に応じま
す。ま た、補 装 具（補 聴 器・義
肢・装具など）の巡回相談も併せ
て受け付けますので、お気軽にお
越しください。
●とき ７月10日（火）
午後１時～３時
●ところ 下妻公民館 １階和室

問

市福祉事務所
内線1578

飲用井戸の衛生確保に
努めましょう
飲用井戸等から供給される飲用
水については、感染症の原因とな
る微生物等の感染媒体となる恐れ
がありますので、設置者又は管理
者は次により徹底を図ってくださ
い。
（１）飲用井戸の検査をしてくだ
さい。
（２）大 腸 菌 群 が 発 見 さ れ た 場
合、必ず煮沸飲用してください。
（３）簡易専用水道の受水槽につ
いては、残留塩素濃度を測定する
と共に、点検･清掃に努めてくだ
さい。
※検査容器の貸出、検査日程等詳
し く は 県 常 総 保 健 所（(029722-1351）にご確認ください。

問

市生活環境課
内線1421～1425

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

案内

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14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１４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】7月15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。
宅地
番号
1

２１６．４７

１１，４５１，２６３

用途
地域
①

2

２０８．４１

１１，３５８，３４５

①

3

１６５．０１

７，７５５，４７０

④

6

１６５．００

７，９８６，０００

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
38

２４４．６１
２２９．９６

１２，９１５，４０８
１２，５０９，８２４

②
②

面積（㎡）

販売価格（円）

※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

年金加入記録について
社会保険庁からのお知らせ
皆さまの大切な年金に関して不
安を与え、心よりお詫び申し上げ
ます。年金記録をもう一度確認さ
せてください。
●お電話でのお問い合わせは
「ねんきんあんしんダイヤル」

0120-657830

７月から 平成19年度の
国民年金保険料の免除・納付猶予申請受付が始まります
経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合は、市役所（本庁舎・千
代川庁舎）国民年金担当窓口に申請し、社会保険事務所で承認されると
保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶
予制度」があります。
●保険料免除を申請される場合は、ご本人、配偶者、世帯主の前年所得
が、それぞれ一定の基準額以下であることが条件です。
◆全額免除（納付猶予）や一部納付の所得基準の「めやす」

（24時間、土日も受け付けています）
●来訪でのお問い合わせは下館社
会保険事務所［筑西市菅谷1720］へ
持参する物
相 談 に お 越 し の 際 は、年 金 手
帳・基礎年金番号通知書・年金証
書・認印などをご持参ください。
ご家族などの代理の方がお越しに
なる場合には、ご本人からの｢委任
状｣も必要になります。
●インターネットのID・パスワー
ド方式による方法については社会
保険庁ホームページ
（www.sia.go.jp/）をご利用くだ
さい。

問

下館社会保険事務所
年金給付課
25-0834

あなたの年金は大丈夫
年金セミナー
■日時 ７月17日（火）
午後１時30分～３時30分
■場所 市商工会千代川支所
研修室［宗道94-1］
■内容
「年金の現状と有利な受給法」
■講師 田中章二 氏
（田中総合年金研究所所長）
■受講料 無料

問 申
市商工会
43-3412 FAX 43-3168
市商工会千代川支所
44-4431 FAX 43-4168

世帯構成

全額免除
（納付猶予）

一部納付
1／4納付

1／2納付

3／4納付

４人世帯
（ご 夫 婦、お 子
さん２人）

162
（257）万円

230
（354）万円

282
（420）万円

335
（486）万円

２人世帯
（ご夫婦のみ）

92
（157）万円

142
（229）万円

195
（304）万円

247
（376）万円

単身世帯

57
（122）万円

93
（158）万円

141
（227）万円

189
（296）万円

所得ベース概算（

）内は収入ベース

●若年者納付猶予制度について
20歳代の方（学生を除く）で、本人および配偶者の所得が一定額以
下の場合、世帯主の方の所得にかかわらず申請により保険料の納付が猶
予されます。
●保険料免除・若年者納付猶予申請に必要なもの
年金手帳、印鑑、今年１月以降に転入された方は課税証明書、失業の
場合は、雇用保険の「雇用保険受給資格者証」または「離職票」などの
写しを添付してください。
代理の方がお越しの際は、身分証明書（免許証、健康保険証等）をご持
参ください。
●免除された保険料等の追納について
免除または猶予された保険料については、10年以内に納付すること
ができます。承認された年度から３年度目以降に納付する場合は、経過
した年数に応じた一定の加算額が加わります。
●全額免除・納付猶予の継続申請について
全額免除・若年者納付猶予を承認された方（該当月から平成19年６
月まで）は、申請時に継続審査を希望された場合、平成19年度の全額
免除・若年者納付猶予の申請をあらためて行わなくても、継続して申請
があったものとして自動的に審査を行います。
ただし、納付猶予に該当した方のうち、平成19年６月までに30歳にな
る方、失業の場合や天災等を理由として承認された方、一部納付または
却下に該当した場合は、継続審査とならないため、従来通り毎年申請が
必要です。

問

下館社会保険事務所 国民年金業務課
市保険年金課
内線1513・1515

資源物の出し方についてのお願い
◆家庭から出される資源物（飲料
用 缶・ガ ラ ス び ん、ペ ッ ト ボ ト
ル、古紙）は、資源回収用コンテ
ナ等での分別回収を行っています
が、決められたもの以外の異物の
混入がみられます。
◆飲料用缶・ガラスびん及びペッ
ト ボ ト ルは、右 表 のと お り 分別
し、キャップ等を取り、中を水洗
いして、資源回収用コンテナ等に
出してください。減容化のため、
缶やペットボトルはつぶしてくだ
さい。
◆古紙は、新聞紙・雑誌・段ボー
ルごとに分別して十文字に縛って
出すとともに、変色したものや汚
れたもの、感熱紙・カーボン紙等
のその他紙製品やプラスチック製
品・発泡スチロール等の紙製品以
外のものは対象外になります。
◆決められたもの以外の異物の混
入があると、円滑なリサイクルを
行えなくなるばかりか、異物の選
別に余計なお金がかかってしまい
ますので、市民の皆さまのご協力
をお願いします。

案内
資源物分別種類

出す場所

スチール缶

各地区指定の資源コンテナ

アルミ缶

各地区指定の資源コンテナ

無色透明のガラスびん

各地区指定の資源コンテナ

茶色のガラスびん

各地区指定の資源コンテナ

緑・青・黒色のガラスびん

各地区指定の資源コンテナ

飲 料 用
缶

飲 料 用
びん

旧下妻市地区：回収協力店・施設
旧千代川村地区：各地区指定の資
源コンテナ

ペットボトル

新聞紙
古

紙

雑誌

各地区指定の古紙回収庫

段ボール
市 役 所 本 庁 舎 1 階 市 民 ホ ー ル、
千 代 川 庁 舎 １ 階、下 妻 公 民 館、
大宝公民館、勤労青少年ホーム、
働く婦人の家

アルミニウム使用を
除く紙パック
（牛乳パック等）

市で収集できないごみ
●最近、一部のごみ集積所に収集できないごみが置
かれているとの連絡が多く寄せられています。下表
のごみは、ごみ処理施設「クリーンポート・きぬ」
に搬入できないため、ごみ集積所に出されても収集
しません。

●市指定ごみ袋に入らない大きさの粗大ごみも、ごみ
集積所での収集ができませんので、ごみ処理施設「ク
リーンポート・きぬ」（ 43-8822）に直接搬入す
るか、シルバー人材センター（ 44-3198）に有料
戸別収集の依頼をしてください。

収集・搬入できないごみ
（販売店や廃棄物処理業者に相談して、処分を行ってください）
自動車部品（アルミ・スチールホイールを除くタイヤ、バッテ
リー、ハンドル、オイルエレメント等一切の自動車部品）、オイ
ル等をしみこませたもの、廃油、農薬類、劇薬、火薬、塗料、シ
ンナー類、消火器、ピアノ、パソコン、農業機械（農機具等）、
農業資材（農廃ビニール、ビニールハウス等）、コンクリート、
ブロック、瓦、石膏ボード、焼却灰、土砂類、ガスボンベ（穴を
開けた卓上ボンベを除く）、医療廃棄物、保温材、その他産業廃
棄物

シール貼付の例

25-0811

問

市生活環境課

内線1424・1425
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固定資産税（家屋）の減額が受けられます
耐

震

バリアフリー

対象期間

H18.1.1～H27.12.31

H19.4.1～H22.3.31

建築年

S57.1.1以前建築の
住宅

H19.1.1以前建築の
住宅

居住面積割合

1／2以上

1／2以上

工事内容

地震に対する安全
性の向上を目的とし
た改修工事

高齢者等の居住の安
全性、介助の容易性の
向上に資する改修工事

証明書

国の定める証明書が
必要

省略することができる

30万円以上

30万円以上
（介護給付、補助金等
除く）

限定なし

高齢者・障害者、要介
護又は要支援者

軽減期間

工事時期に応じ
１～３年間

翌年度分のみ

減 額

1／2（120㎡限度）

1／3（100㎡限度）

的

市税務課 固定資産税係
内線1353～1357

分

物

象 要 件

問

区

対

住宅の耐震改修又はバリア
フリー改修を行い、右表の要
件に該当する場合には、改修
を行った住宅に対する固定資
産税の減額が受けられる制度
があります。減額を受けるに
は、工事完了後３か月以内に
市へ申告することが必要で
す。ただし、減額の対象とな
るのは改修を行った住宅分の
税額のみで、住宅以外の家屋
及び土地については対象外で
す。

工事費
人的

居住者

軽 減

鬼怒川・小貝川クリーン大作戦
毎年７月に実施している「鬼怒川・小貝川クリーン大作
戦」を、今年も実施します。
鬼怒川・小貝川の沿岸市町村と県及び国土交通省下館河川
事務所などで構成する｢鬼怒川・小貝川サミット会議｣の広域
イベントのひとつとして、また７月が｢河川愛護月間｣である
ことから、沿川住民、河川敷占用者、河川利用者の他、各種
団体の協力を得て、河川敷のゴミを一掃することにより常に
河川を美しく保ち正しく安全に利用する運動を推進するもの
です。
地域の皆さんの河川清掃へのご協力をお願いします。

◆日時 7月14日（土）午前７時～ 9時
（小雨決行）
◆場所 鬼怒川・小貝川河川敷
※豪雨等により中止の場合は防災無線で
連絡します。

問

男女共同参画チャレンジ
支援セミナーを開催します

介護保険負担限度額認定の申請案内

県では、女性の経済的自立をめ
ざして、セミナーを開催します。

介護保険では介護保険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
世帯で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。
18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。

●日時 7月17日（火）
午前10時30分～12時30分
●場所
県女性プラザ男女共同参画支援室
（いばらき就職支援センター内）
※お車で来場の際は、県三の丸庁
舎駐車場をご利用ください。
●テーマ ｢女性のチャレンジと
暮らし－あなたのライフプランを
考えてみませんか？再就職、年金
のことなど－｣
●講師 川田労務行政コンサルタ
ンツ代表 川田志津子氏
●募集人員 30名
（先着順受付）
●参加費 無料

問

県女性青少年課女性プラザ
男女共同参画支援室
029-233-3982

●とき ７月７日（土）
午前9時～12時
●ところ 下妻公民館 ２階和室
●参加費 300円（材料費）
●用意するもの 不用なティー
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
●締め切り ７月４日（水）
※ただし、定員になり次第締め切
りとします
●主催 市生涯学習ボランティア
サークル「ポピーの会」

問 申
市建設課

内線1714・1715

◆減額認定期間 ７月１日～平成20年６月30日
現在申請受付中です ※８月以降申請の場合は申請月から

問

市介護保険課 介護管理係

市生涯学習課

個人事業税及び自動車税の
納税は口座振替で

この制度は、中小企業で働く従
業員のための外部積立型の国の退
職金制度です。
掛金助成や税法上の優遇など、
有利な特典がいっぱいです。
安全・確実な中退共制度をぜひ
ご利用ください。

個人事業税及び自動車税の納税
は、公共料金と同じように預金口
座から自動的に納税ができ大変便
利です。
お申し込みは、預金口座のある
金融機関で簡単にできますので、
印鑑をご持参のうえお出かけくだ
さい。

中小企業退職金共済事業本部
03-3436-0151

問

県筑西県税事務所 収税課
24-9190

７月14日（土）
砂沼サンビーチ オープン
◆開園期間 ７月14日（土）
～９月２日（日）
◆開園時間 午前９時～午後５時
＊毎週土・日・８月13日～16日は
午前８時30分から午後５時まで
◆イベント情報
砂沼サンビーチ大抽選会
７月28日（土）８月４日（土）８月11日（土）
＊先着500名様（入場の際、抽選券を配布します）に
空くじなしの豪華景品が当たる大抽選会を開催

問
内線2832

内線1537

知っていますか
“中退共”制度

問（独）勤労者退職金共済機構
布わらじを作ろう
ポピーの会エコ教室
（第２回）

案内

－介護保険施設入所者の居住費・食費－

砂沼広域公園管理事務所

43-6661

茨城西南広域消防職員採用試験の案内/平成19年度
●採用予定人員 消防官 若干名
●受験資格
◆年齢 昭和57年４月２日から平成２年４月１日
までに生まれた人
◆資格・免許等
高校、短大（高等専門学校、専
修学校含む）、大学を卒業した人、または平成20
年３月卒業見込みの人
●試験日
１次試験 ９月16日（日）
２次試験 10月下旬予定
●試験の方法
１次試験 教養試験、適性検査、体力測定
２次試験 口述試験、作文試験（課題式）、身体検査
●申込期間 ７月19日（木）～８月９日（木）
※郵送の場合は８月９日消印有効
●受験申込書の請求先
消防本部及び古河消防署、総和消防署、下妻消防署、坂東消防署並びに
広域圏の各消防分署に用意してあります。

問 申

茨城西南地方広域市町村圏事務組合 消防本部総務課
［〒306-0053 古河市中田1683-9］
0280-47-0124

茨城県警察官採用試験の案内
警察官採用試験（第２回）

試験区分

男性警察官Ａ 女性警察官Ａ 男性警察官Ｂ 女性警察官Ｂ

受験資格

受付期間

昭和53年４月２日以降 昭和53年４月２日から平
に生まれた人で、学校教育 成２年４月１日までに生ま
法による大学（短期大学を れた人で、警察官Ａの受験
除く）を卒業した人若しく 資格に該当しない人
は平成20年３月31日まで
に卒業見込みの人又は人事
委員会がこれと同等と認め
る人
７月１日（日）～８月17日（金）

第１次試験日 ９月16日（日）
口述試験・適正検査・身体精密検査
第２次試験日 ・第１回 10月13日（土）・14日（日）のうち１日
・第２回 10月15日（月）～17日（水）のうち１日
最終合格発表 11月27日（火）予定

問

下妻警察署 警務課

43-0110

裁判所事務官 Ⅲ種
試験の案内
◆受付期間
7月17日（火）～25日（水）
◆受験資格
昭和61年４月２日～平成２年
４月１日までに生まれた者
◆第一次試験日
９月16日（日）
◆第一次試験種目
教養・適性検査（択一式）
作文試験
◆第二次試験日
10月中旬～下旬
◆第二次試験種目
口述試験（個別面接）

問

水戸地方裁判所事務局
総務課人事第一係
029-224-8421
ホームページ
www.courts.go.jp/

介護支援専門員（ケアマネジャー）実務研修受講試験の案内/平成19年度

案内

■受験資格 保健・医療・福祉分野で通算５年以上かつ900日以上、または10年以上かつ
1800日以上の実務経験がある方（国家資格等の有無、勤務先、業務内容等により条件が
異なります）
■試験日程等
・試験日 10月28日（日）午前10時
・試験会場 水戸地区（水戸市）、日立地区（日立市）、土浦地区（つくば市、土浦市）
■受験案内
「受験案内書」は、７月３日（火）から、下記問い合わせ先及び各保健所、各地方総合事務所福祉課で配布し
ます。郵送希望の方は、390円分の切手を貼った角２サイズ（A4判用）の返信用封筒（住所、氏名を明記）を
同封の上、請求してください。
■願書受付
７月９日（月）から31日（火）までに、県社会福祉協議会調査研修部あて簡易書留で郵送されたもののみ受け
付けとなります。（当日消印有効）
介護支援専門員（ケアマネジャー）とは
介護が必要な方の相談に応じながら、介護サービスの計画作成・介護サービス事業者との連絡調整な
どの仕事を行います。活動は、実務研修受講資格を確認する「実務研修受講試験」に合格したうえで、
実務研修（平成20年１月～３月に７日間44時間予定）を修了し、県に登録されてからとなります。

問

県社会福祉協議会 調査研修部
〒310-8586 水戸市千波町1918
029-243-8539

県保健福祉部 長寿福祉課 介護保険室
〒310-8555 水戸市笠原町978-6
029-301-3343

給水装置工事主任技術者試験の案内/平成19年度

職業訓練指導員試験の案内

水道法第25条の12第１項の規定に基づき「給水装置工事主任技術者
試験」を実施します。

職業能力開発促進法に基
づ き、職 業 訓 練指 導員 の 資
格を取得するための試験で
す。合 格 者 に は、申 請 に よ
り職業訓練指導員免許証が
交付されます。

■試験期日 10月28日（日）
■試験地区 関東地区（習志野市、東京都杉並区）他
■受験資格 給水装置工事に関して３年以上の実務の経験を有する方
■受験手数料 16,800円
■受験願書の請求方法
・直接下記財団へお越しの場合 1部200円
・郵送を希望の場合 1部500円（送料含む）を現金書留にて下記財団
へ送金してください。
■受験願書等の取り扱い先
財団法人 給水工事技術振興財団 国家試験部国家試験課
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町４番７号 日本橋安藤ビル
(03-5695-2511 FAX 03-5695-2501
ホームページ www.kyuukou.or.jp
■願書頒布期間 ７月６日（金）まで
■願書受付期間 ７月13日（金）まで（土・日を除く）
郵送の場合は、配達記録郵便をもって送付すること。
（７月13日（金）までの消印のあるものに限り受け付ける）
■提出書類及び受験手数料は、受験に関する書類の受付後においては返
却しません。

問 申
県職業能力開発課（指導・振興担当）
［〒310-8555水戸市笠原町978-6］
029-301-1111

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ください。
加入者名
日本赤十字社 石川県支部
口座番号
00780-1-3
＊通信欄に「平成19年能登半島地震義援金」と明記してください。
＊受領書希望の場合、「受領書希望」と明記してください。
＊郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。

問

日本赤十字社 茨城県支部
市福祉事務所 社会福祉係

029-241-4516
内線1585
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保育士 （夏季臨時職員） を募集します
募 集 職 種

保育士（臨時職員）

募 集 人 員

臨時職員２名

業 務 内 容

保育業務

応募資格等

保育士資格を有する人

勤

市立下妻保育園（１名）
市立きぬ保育園（１名）

務

地

勤 務 時 間

午前９時30分～午後４時30分

賃

時給賃金制、時給910円

金

等

雇 用 期 間

７月12日（木）～９月28日（金）

試 験 内 容

面接

募 集 期 間

７月６日（金）まで

提 出 書 類

・履歴書、
・保育士資格を確認できる書類（保育士証写し）

提

問

出

先

市人事課

〈日時 ７月10日（火）午前９時～〉

市役所人事課
（※土日を除く８時30分から午後５時15分までの
間に書類を提出してください）
内線1241

下妻小学校児童保育クラブ 夏季指導員募集
下妻小学校児童保育クラブでは夏休み期間中の指導員を募集しています。
●指導員 募集人員 １名
◆対象
・年齢、資格は問いませんが、１年生から３年生までの子育て経験の
ある方
・夏休み期間中の月曜日から金曜日まで勤務ができ、明るく活発な方
◆時給 770円
◆勤務時間 午前８時～午後６時30分
●申し込み方法
電話連絡の上、履歴書をご持参いただき、面接します。

問 申

下妻小学校児童保育クラブ指導員（小竹）
44-3704（平日午後２時～６時）
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下妻市高校生会
会員募集
高校生会を知っていますか？
市高校生会は、子ども会の行
事やキャンプ等で、子ども達と
レクリエーションやゲームをし
て遊んだり、遊びの企画を立て
たり、市のイベントのお手伝い
を行うグループです。
会では、現在、会員の募集を
しています。ボランティアに興
味がある人や子どもが好きな
人、他校生との交流を増やした
い人は、ぜひ遊びに来てくださ
い！
◆活動内容
・定例会
（毎月第１水曜日午後６時～）
・子ども会行事への派遣（ゲー
ムやレクリエーション、キャン
プでの指導など）
・市のイベントや地域の行事の
手伝い
・他市町村の高校生会等との交
流会や研修会への参加
・その他のボランティア活動
※活動は､その時に参加できる会
員で行っていますので、運動部
に入っていても､無理なく参加で
きます。
◆募集要項
・市内に在住、又は市内の高校
に在学し、市内での活動に参加
できる人

問
市生涯学習課 青少年担当（川井）
内線2834
Eメール
kawai@city.shimotsuma.lg.jp

鬼怒川流域交流Ｅボート大会/第12回
茨城県大会参加チーム募集

ふるさとまつり連合渡御
参加団体募集

●日時 ８月５日（日）
午前７時30分受付開始（小雨決行）
予備日 ８月19日（日）
●場所 鬼怒川河川敷（大形橋上流左岸）
●競技方法 10人による手漕ぎ方式で、予選・決勝
300ｍを競う
●チーム編成 １チーム10人以上13人以下で
登録してください
※小学校４年生以上・男女混合可
●参加費 8,000円
（小中学生のみのチームは4,000円）
●募集チーム数 60チーム（先着順）
一般の部 40チーム
女性の部・小学生の部 20チーム
●申込期限 ７月19日（木）必着
●申込先 市商工観光課［千代川庁舎］
※参加申込書は市商工観光課で取り扱っています。
また、市ホームページからもダウンロードできます。
www.city.shimotsuma.lg.jp

市内の山車や神輿が一同に会し、沿道を練り歩
く 恒 例 の 夏 祭 り「ふ る さ と ま つ り 連 合 渡 御
2007」が開催されます。まつりに参加を希望す
る団体の方（代表者）は、下記によりお申し込み
ください。

問

市商工観光課

内線2632・2633

募集

●日時 ７月28日（土）
予備日 ７月29日（日）
●場所
千代川公民館前広場・市役所千代川庁舎前通り
●参加者の要件 市内に居住または勤務している
方（大人神輿・山車に限る）
●申込期限 ７月６日（金）
●参加費 10,000円
●参加者の決定 ふるさとまつり実行委員会にお
いて協議し、通知します。
●申込先 市商工観光課 観光係
※器材の運搬費を若干支給します

問

市商工観光課
内線2632・2633

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

文化祭参加団体募集
－平成19年度－
市文化祭実行委員会では、
今年度の文化祭に参加する団
体を募集します。
■文化祭期間
10月26日（金）
～11月20日（火）

県身体障害者スポーツ大会
出場選手募集

夏休み こどもいけ花
体験教室 参加者募集

身体障害者スポーツ大会を通じ
て、機能の回復と体力の維持増強を
図り、自立と社会参加を促進すると
ともに、交流を広めることを目的に
開催されます。みなさんふるってご
参加ください。

◆日時 ７月28日（土）
午前９時30分～11時30分
◆場所 下妻公民館 大会議室
◆対象
・幼稚園児（保護者同伴）
・小中学生
◆参加費 １人700円
（教材費として）
◆用意するもの はさみ
（器のある方は持参可）
◆申込締切日 ７月14日（土）
◆主催 下妻市華道文化協会

■申込方法 市生涯学習課
［千代川庁舎２階］に参加申
込書がありますので、必要事
項を記入の上、持参または郵
送でお申し込みください。

●日時 ９月９日（日）
開会式９時30分
●場所 笠松運動公園
［ひたちなか市佐和2197-28］
●対象 12歳以上の身体障害者手帳
所持者（内部障害者を除く）
●競技種目
陸上競技、水泳、卓球他
●申込期限 ７月６日（金）

問

問 申

■募集受付期間
７月２日（月）～20日（金）

市生涯学習課
内線2833

市福祉事務所 障害福祉係
内線1577・1578

問 申
下妻市華道文化協会（坂井）
44-4356
※知り合いの華道文化協会の先生
方に申し込んでも結構です。

講座のご案内/受講生募集

募集

受講希望の方は、お早めにお申し込みください。

筑西産業技術専門学院
講座名
ガーデニング
基礎

定員
20名

ワード応用

20名

機械製図基礎

10名

JW-CAD基礎

20名

実施日時
7/19（木）～7/20（金）
９時～16時
7/25（水）～7/27（金）
13時～17時
8/2（木）～8/3（金）
9時～16時
8/21（火）～8/24（金）
18時～21時

受付期間
7/6まで
6/27～7/13
7/2～7/20
7/17～8/10

◆受講料 2,900円（教材費含む）
◆申し込み 土日・祝日を除く午前９時から午後５時まで電話にて受付

問 申

県筑西産業技術専門学院

24-1714

古河産業技術専門学院
講座名

定員

実施日時

第一種電気工事士
受験対策（学科）

20名

9/1（土）～9/2（日）
９時～17時

第一種電気工事士
受験対策（実技）

20名

9/15（土）～9/16（日）
９時～17時

ビルクリーニング
（基礎）
イ ン テ リ ア
コーディネーター
受験対策（Ⅰ）
イ ン テ リ ア
コーディネーター
受験対策（Ⅱ）

20名
10名

10名

9/11（火）～9/12（水）
９時～17時
9/14（金）9/15（土）
9/16（日）
９時～17時
11/9（金）11/10（土）
11/11（日）
９時～17時

受付開始日

県古河産業技術専門学院

図書館おはなし会/７月

公民館おはなしの会/７月

≪ライブラリーシアター≫
■とき ７月24日（火）
午後２時～
■上映作品 『われらの歪んだ英
雄』（1992年韓国 119分）
監督 パク・ジョンウォン
出演 チェ・ミンシク コ・ジョ
ンイル 他
■あらすじ 原作は世界11か国
で 翻 訳 さ れ た 同 名 小 説。1960
年、都会の名門校から田舎の小学
校に転校したビヨンテの入ったク
ラスにはソクテという級長がお
り、彼がクラスを牛耳っていた。
前の学校では優等生として楽しい
学校生活を送っていたビヨンテだ
がソクテに逆らったことにより酷
いいじめを受けるようになる…。
学校という小宇宙で少年が体験し
た屈辱と解放の時を描いた感動
作。モントリオール国際映画祭最
優秀製作者賞ほか多数受賞作。

市立図書館の７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。

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。ぜひ親子でご参加
ください。

●とき ７月14日（土）
午前10時30分～11時30分
午後２時～３時

◆とき ７月21日（土）
午後１時30分～

●ところ 市立図書館 児童室
（おはなしコーナー）

問

≪子ども映画会≫
■とき ７月28日（土）
午後２時～
■上映作品 『十五少年漂流記／
チチロの願い』（アニメ約70分）
※世界の名作童話アニメより２話
を上映します。

7/17（火）
９時～
先着順

■ところ 市立図書館
映像ホール

◆受講料 2,900円
◆申し込み 受講願書に受講料を添えてお申し込みください。定員にな
り次第締め切ります。

問 申

図書館映画会/無料

問

市立図書館

43-8811

0280-76-0049

～国蝶オオムラサキを見に行こう～
オオムラサキ観察会
オオムラサキと森の文化の会では、小貝川ふれあい公園自然
観察ゾーンにて、国蝶オオムラサキの生息保護活動を続けてい
ます。今年も６月下旬から７月上旬にかけてオオムラサキが羽
化し、８月中旬まで、青紫色の羽を広げ雄大に飛び交う姿を見
ることができます。
オオムラサキと森の文化の会では次のとおり観察会を実施し
ますので、ぜひこの機会にオオムラサキに会いに来てくださ
い。

●とき ７月15日（日） 午前９時30分～
●ところ 小貝川ふれあい公園
上流コアゾーンあずまや
※参加費無料、予約の必要はありません。
※観察会以外でも、オオムラサキの森にて随
時観察できます。

問

オオムラサキと森の文化の会（石倉）
44-0470

問

市立図書館

◆ところ 下妻公民館 児童図書室
下妻公民館

43-7370

43-8811

図書館アカデミー
『人形劇』

行事

市立図書館では下妻母親クラブ
と共催で人形劇を行ないます。参
加は自由ですので、お気軽にお越
しください。
●とき ７月４日（水）
午前10時30分～11時30分
●ところ
市立図書館 映像ホール
●共催
市立図書館・下妻母親クラブ

問

市立図書館

43-8811

健康

はつらつエクササイズ教室
日頃の運動不足解消を目的に、はつらつエクササイズ教室（夜・はつ
らつエアロコース／ウォーキング＆健康運動コース）を開催します。
普段一人ではなかなか運動ができないという方、みんなで楽しく身体
を動かしましょう。

夜・はつらつエアロコース

ウォーキング＆健康運動コース

▼講座名 はつらつエクササイズ教室
（はつらつエアロコース）
▼日程 ７月26日、８月２日、９日、23日、30日
９月６日（木曜日）
▼会場 千代川公民館
▼講師 佐藤玲子先生（エアロビクスインストラクター）
▼時間 午後７時30分～９時
▼内容
ストレッチ体操、エアロビクス運動、血圧測定等
▼受講対象 市内在住・在勤の方
▼募集人数 30名
▼参加費 1人 500円（保険代）
▼申込方法 電話にてお申し込みください。
定員になり次第締め切ります。
▼持ち物 運動靴、タオル、飲み物
ストレッチマット（お持ちの方）
▼申込期間 ６月28日（木）～７月13日（金）

▼講座名 はつらつエクササイズ教室
（ウォーキング＆健康運動コース）
▼日程 ８月７日、21日、28日、９月４日
9月11日（火曜日）
▼会場 大宝公民館
▼講師 トータルヘルスプラザ健康運動指導士
▼時間 午前９時30分～11時30分
▼内容
ストレッチ体操、エアロビクス運動、血圧測定等
▼受講対象 市内在住・在勤の方
▼募集人数 30名
▼参加費 1人 500円（保険代）
▼申込方法 電話でお申し込みください。
定員になり次第締め切ります。
▼持ち物 運動靴、タオル、飲み物
ストレッチマット（お持ちの方）
▼申込期間 ６月28日（木）～７月13日（金）

問 申

市スポーツ振興課

内線2863

市保健センター

43-1990

