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広報しもつま 

ごみのポイ捨てをなくし、きれいな街をつくりましょう 

市民清掃デー ５月27日（日） 
 

第26回市民清掃デーに、市民のみなさまのご

協力をお願いします。 

なお、自治区の行事等により当日都合がつか

ない場合は、実施日前後の週末等に自主的に実

施していただきますようお願いします。 

 

●実施日時    ５月27日（日）午前８時～約２時間 

 ※小雨決行 雨天の場合は６月３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、自治区長を通じ、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）に分けて下さい。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下さい。 

●清掃したごみの収集    実施当日のごみの収集は行いません。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

て出して下さい。 

 

事業所のみなさまへ 

ごみゼロの日にあわせた清掃活動にご協力を  

 

5月30日は、関東甲信越静環境美化統一キャンペーンによるごみ

ゼロの日です。 

このキャンペーンに合わせて、5月27日（日）に第26回市民清掃

デーを実施しますので、市内に事業所を有する企業等においても、5

月30日の前後で、自主的な清掃活動にご協力をお願いします。清掃

活動を実施される場合は、ごみ袋の配布等を行いますので、市生活

環境課までお知らせ下さい。 

 

●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（※事業系一般廃棄物・産業廃棄物は除きます） 

●ごみ袋の配布  清掃活動に使うためのごみ袋（可燃・不燃）を

市生活環境課窓口にて配布します。 

●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）に分けて下さい。 

 

問 市生活環境課 内線1424・1425 

６月１日実施 

商業統計調査にご協力ください 
 

 ６月１日、商業統計調査が全国一斉

に行われます。全国の卸売業、小売業

を営むすべての事業所が対象となりま

す。 

 この調査は、商業の実態を明らかに

し、国や都道府県・市区町村における

商業の振興、中心市街地の活性化な

ど、流通産業施策のための重要な基礎

資料として利用されているほか、個々

の事業所が経営指針を作る際にも役

立っています。 

 この調査は、統計法に基づいて実施

される国の重要な調査です。提出され

た調査票を、統計上の目的以外に使用

することはありません。 

 ５月下旬から調査員が各事業所に伺

いますので、ご協力をお願いします。 

 

問 市企画課 統計係 内線1316  

有害鳥獣捕獲を実施します 
 

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

器による捕獲を茨城県猟友会鬼怒支部

千代川分会の協力により実施しますの

で、ご協力をお願いします。 

 

◆期間  ５月27日（日） 

    ～６月24日（日） 

 ＊日の出から日の入りまで 

◆対象地区 千代川地区全域 

 

問   

犬猫の避妊･去勢手術助成事業 ［平成19年度］ 
 

 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頭に達した時点で締め切り 

◆助成対象 県内に在住する犬･猫の飼い主 

※対象は、６月１日以降、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頭に付き4,000円 去勢１頭に付き3,000円 

◆応募方法 各動物病院においてある応募用ハガキに

よる投函 

◆応募期間 ６月１日から助成頭数終了まで 

※電話での受け付けは行いません 
 

問 茨城県獣医師会事務局  

   029-241-6242   FAX029-241-6249  
  又は応募用ハガキの置いてある各動物病院 

農用地区域の除外・編入 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

おり受け付けします。 

 

◆受付期間 ６月１日（金）～６月29日（金） 

◆受付時間 午前８時30分～午後５時15分まで 

      （土・日曜日は受付しません） 

◆受付場所 市農政課（千代川庁舎） 

 

問 市農政課 構造改善係 内線2624･2625 

請負料金（10ａ当り） 

農業労働力  

標準賃金・標準小作料が 

決まりました 
 

平成19年度下妻市農業労働力標準賃金及び標準小

作料を次のとおり決定しました。適正にご活用下さ

るようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市農業委員会 内線2132 

※適正にご活用下さい 

農地の区分 小作料の標準額 備 考 

田 22,000円 10ａ当り 
畑 7,000円 10ａ当り 

労働賃金 

作業別 金 額 

一般作業 7,000円 

摘要 
１日８時間を基準とする

（食事・休憩を含む） 

※整形農地を標準とする 

作業別 金 額 摘 要 

水田耕起 4,000円 耕起１回 

畑耕起 3,500円   
代かき 7,000～8,000円   
田植 7,000円 植え付けのみ 

刈取り 
水稲 18,000円   
麦 16,000円   

乾燥籾すり 1,600円 玄米60kg当り 
籾すり 750円 玄米60kg当り 

標準小作料（平成19年度） 

 

普通自動車税は納期限（５月31日）までに 

納めましょう 
 普通自動車税は、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（木）までに納税してください。今年から、普通自

動車税は、コンビニでも納税できるようになりましたの

でご利用下さい。（軽自動車税は取り扱いできません） 

 なお、市の窓口では普通自動車税は納税できなくなり

ましたので、ご注意ください。 

 また、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されませ

んと、減免は受けられません。 
 

問 筑西県税事務所 収税課（筑西市二木成615）  

   24-9190 

５月は「赤十字運動月間」です 
 

日本赤十字社は、世界の平和と人類の福祉のために

活動しています。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

事業などの活動を行っています。海外では、紛争や災

害で苦しむ方々への救援活動を行っています。 

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、より多くのみなさんに

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ています。 

 

          問 市福祉事務所 社会福祉係 

            内線1585 

案 内 

市農政課 内線2625  

市生活環境課 内線1423 
 



市営住宅 入居者募集 
 

●一般向け空家募集 

 ▼募集期間５月10日（木）～５月24日（木） 

  午前９時～午後４時30分 

  （土・日・祝日は除く） 

●募集住宅 

▼市営石堂住宅 

 場所 小島1153-1・1158-1・1161-1 

 構造 鉄筋コンクリート造４階建 

 規格  公営住宅３ＤＫ 

 戸数 ４戸（１階部分 ２戸 ４階部分 2戸） 

▼市営小島西側住宅 

 場所 小島33 

 構造 木造２階建 

 規格  公営住宅３ＤＫ 

 戸数 １戸 

▼市営今峰住宅 

 場所 下妻丙95-1 

 構造 鉄筋コンクリート造３階建て 

 規格  公営住宅３ＤＫ 

 戸数 １戸（１階部分） 

▼家賃  入居者の収入等により異なります。 

▼敷金 家賃の３か月分。駐車場保証料として駐車

場代の３か月分が必要です。 

▼申込資格 市条例で定める資格に該当する方 

▼申込方法 入居申込書を市建設課に提出して下さ

い。郵送では受け付けません。 

※入居の際には、連帯保証人が２人必要となります。 

 

問 市建設課 内線1713 

幼児用バスを払い下げします 
 

 次により、幼児用バス（保育園バス）

を払い下げします。 
 

●希望者参加条件   

・幼児全席チャイルドシート付き専用バスを欲しいと

思っている方 

・市内在住者又は市内の事業所及び幼稚園・保育園の

経営者 

●参加方法 使用目的、払い下げ希望見積金額、住

所、氏名（事業所名）、連絡先を書面に記入の上封入

し（のり付け又はテープで止める）提出してくださ

い。      

●希望見積書提出期間 ５月23日（水）午後４時まで 

見積書提出に先だち、バスの下見会を実施します。 
 

●日時 ５月21日（月） 

     午後１時30分から３時30分 
 

●場所 市役所本庁舎 東側駐車場 

 

問 市総務課 内線1226 

募 集 

鬼怒川に泳がせる  

  “鯉のぼり” 募集 
 

５月20日（日）の「第16回花とふれあいま

つり」に向けて、鬼怒川の大形橋から鯉のぼり

を泳がせました。今年はあらたに鯉のぼりを利

用して、子供たちが楽しむコーナーを実施する

ことになりました。“お子さんが大きくなり家

庭で鯉のぼりがいらなくなった方、鯉のぼりを

募集しています”提供いただける方は、市都市

整備課（第二庁舎）または市商工観光課（千代

川庁舎）までお持ちください。なお、「吹き流

し」は設置できませんのでご了承ください。 
 

問 花と１万人の会事務局（市都市整備課内） 

  内線1722  

能登半島地震義援金にご協力を 
 

日本赤十字社茨城県支部では、義援金の受

付をしています。ご協力をお願いします。 
 

■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 
 

＊通信欄に「平成19年能登半島地震義援金」と明記して下さい。 

＊受領書希望の場合、「受領書希望」と明記して下さい。 

＊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  

－バスの概要－ 

車  名 三 菱       

型  式 ＫＣ－ＢＥ438Ｆ 

登録年月 平成８年８月    

乗車定員 3＋51／1.5名  

走行距離 172,035キロ 

※東京都ディーゼル規制適合車ではありません    

列車に乗って旅をしませんか 

  =友情列車ひまわり号= 
 

 友情列車ひまわり号は「一度で良いか

ら列車に乗ってみたい」「旅をしてみた

い」という障害者の願いを実現するため

に毎年実施しています。参加を希望する

方は期間内にお申し込み下さい。 

 

●期日 ７月８日（日） 

●行先 上野動物園 

●乗車駅 結城・川島・下館・岩瀬・笠間・友部 

     石岡・土浦・ひたち野うしく・取手の各駅 

●参加人員 障害を持っている方 150名 

同伴者・ボランティア 150名 

●主催 友情列車ひまわり号茨城県西実行委員会 

駅 名 大 人 子 供 

結城～岩瀬 3,500円 2,000円 
笠間・友部 2,800円 1,700円 
石岡・土浦 2,100円 1,500円 
ひたち野うしく 1,700円 1,100円 
取手 1,300円 900円 

※幼児（4才～5才）は無料（運賃・文集

費・ひまわり号ワッペン代・ボランティ

ア保険料等を含む） 

市福祉事務所 内線1577・1578 

市社会福祉協議会 44-0142 

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 

平成19年度に市内全

小 学校（10 校）に 入学

する児童・生徒に対し、

多くの団体から入学祝品

を頂きました。心より感

謝申し上げます。 

 毎日、児童・生徒が安

全に登校できるのは、ご

寄贈くださった各団体を

始め、市民の皆さまのご

協力のおかげです。 

今後とも、市民の皆さ

まのご協力をお願いいた

します。  

新入学児童・生徒へ温かいプレゼント  

●市内全小学校（10校）新入学児童に配布されたもの 

平成19年度  パソコン教室[前期]受講生募集 
 

下妻公民館では、初心者及び初級者を対象に、パソ

コン教室を開催しています。これからパソコンを始め

てみたい方、パソコンを持っていても使い方がよくわ

からない方など、お気軽にご参加下さい。 

 

月 開催日 時 間 コース 

6月   9日（土）   9：00～16：00 パソコン初めて ① 
17日（日）   9：00～16：00 Word初級 ② 

7月   1日（日）   9：00～16：00 Excel初級 ③ 
22日（日） 10：00～15：00 Word中級 ④ 

8月 19日（日） 10：00～15：00 Excel中級 ⑤ 

9月   8日（土） 10：00～15：00 Excel実用編 ⑥ 
30日（日） 10：00～15：00 Word実用編 ⑦ 

■開催場所 下妻公民館 視聴覚室 

■受講料   １講座につき 

   受講料500円 テキスト代350円 

■受講資格 原則として市内在住又

は在勤者 

■募集定員 １講座につき20名 

■申込受付 5月15日（火）から

（定員になり次第締め切ります） 

■申込方法 下妻公民館に来館、又

は電話でお申し込み下さい。なお、

より多くの方に受講していただくた

めに、ひとり３講座までとさせてい

ただきます。 
 

問 申 下妻公民館 43-7370 

 

●会費   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●申込期間 5月10日（木）～5月31日（木） 

 

問 申 

 

 

 

お祝品 ご寄贈くださった団体 

交通安全セーフティハンド （社）茨城県トラック協会 

交通安全クリアファイル 下妻地区交通安全協会・下妻警察署 

黄色いワッペン 

（交通事故傷害保険付き） 

株式会社みずほフィナンシャルグループ・株

式会社損害保険ジャパン・明治安田生命保険

相互会社・第一生命保険相互会社 

交通安全帽子 全国共済農業協同組合連合会 

防犯ブザー 常陽銀行 

なるほどマスコットキーホルダー 交通安全母の会下妻支部 

かけこみ110番クリアファイル 茨城県石油業協同組合 

ランチナプキン 茨城県牛乳共同組合 

冊子「楽しい給食」 茨城県牛乳協同組合 

イカのおすし下敷き 下妻地区防犯協会・下妻警察署 

他に、市から市内全小学校（10校）には、「防犯ブザー」「雨天通学用黄色雨傘」

「ランドセルカバー」を、市内全中学校（３校）には「反射タスキ」を贈りました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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緊急情報 麻しん（はしか）大流行の兆し！ 

予防接種を受けましょう 
 

東京都・埼玉県など関東南部を中心に麻しんが流行しています。麻し

ん（はしか）は感染力がとても強く、空気感染します。例年、春から夏

に患者が増えるため、流行はさらに拡大する恐れがあります。 近の流

行の傾向としては、発症年齢が乳幼児よりも、10～15歳ぐらいの小・

中学生の年代に増えています。 

乳幼児期に予防接種を受けて５～10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 も重要です。“た

かが麻しん”とあなどることなく、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日前後で、初期症状は39度台の高熱や風邪

に似た症状を経て全身に発疹が出ます。発熱などがある場合は、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（１歳以上２歳未満の子・年長児）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（無

料） 
 

＊家族の麻しんワクチン接種歴・麻しん既往歴を確認し、未接種未

罹患者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にご相談

ください。 

                      問 市保健センター 43-1990 

にこにこ体操教室に参加しませんか 
 

高齢者の方がいつまでも元気で楽しく過ごせる

よう、介護予防として体操教室を開催します。 

体操は、楽しくお家でも手軽に出来る軽運動

（約１時間程度）です。 

65歳以上ならどなたでも参加できます。 
 

●対象地区 総上地区・下妻地区 

●募集人員 各地区20名程度 

●日時・場所  

●持ち物 汗拭き用タオル・体育館履き・飲物（水やお茶など） 

●申込締切 ５月18日（金） 
 

※老人クラブに入っている方は、各老人クラブ会長にお申し込みください。 

 他の地区でも今後順次予定します。日程等が決まり次第お知らせします。 
 

問 申 市介護保険課 介護保険係 内線1532 

地 区 月 日 時 間 場 所 

総上地区 
５月22日（火） 
６月19日（火） 
７月24日（火） 
７月31日（火） 

午前９時30分～ 働く婦人の家 

下妻地区 午後１時～ 総合体育館 

はつらつエクササイズ教室（体力・バランス向上コース） 
  

▼日程 ６月27日・７月4日・11日・18日・25日（毎週水曜日） 

▼会場 千代川公民館 

▼時間 午前９時30分～11時30分 

▼内容 ストレッチ体操、フットケア、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） 

▼申込期間 ５月17日（木）～６月12日（火） 
 

         問 申  

 

 

こころの相談 ー精神クリニックー 
常総保健所では、こころに悩み

を抱えるご本人、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 

◆時間  

 第１水曜日  

  午前９時～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水曜日 黒田直明 医師 

 （筑波大学精神保健グループ）  

 第３金曜日 片野綱大 医師 

 （水海道厚生病院） 

◆場所 常総保健所 

 （常総市水海道森下町4474） 
 

問 常総保健所  

  0297-22-1352 

５月      18日（金） 
６月 ６日（水）15日（金） 
７月 ４日（水）20日（金） 
８月 １日（水）17日（金） 
９月 ５日（水）21日（金） 

６月の予防接種 
 

[ポリオ生ワクチン投与]   
●とき ６月12日（火）  

     午後２時から２時30分 

●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

済んでいない子 

※ポリオワクチンは免疫をつけるた

め、２回の投与が決められています。 
 

※ＢＣＧ接種を先に受けましょう。 
 

[ＢＣＧ接種]   
●とき ６月26日（火）  

     午後２時から２時30分 

●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。 
 

●ところ 保健センター 

●持参する物 受診券、予診票（責任

を持って記入してください）、母子健

康手帳、体温計（体温は接種会場で

測ってください）  
 

＊接種間隔に注意しましょう！ 

・ＢＣＧ、ポリオ、麻しん風しん混合

を受けた場合 次の接種は、27日以

上あける 

・三種混合を受けた場合、次の接種

は、６日以上あける 

・ポリオの１回目と２回目の間隔は、

６週間以上あける 
 

＊おたふくかぜ・水ぼうそう・突発性

発疹にかかった場合、治ってから４週

間以上あけないと予防接種を受けるこ

とができません。 
 

＊「予防接種と子どもの健康」をよく

読んでください。 
 

問 市保健センター 43-1990 

パクパク離乳食教室 
 

●とき ６月12日（火） ●ところ 保健センター 

●受付時間 午前９時45分～10時 

●該当者 平成19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（保健師のはなし） 

    ・離乳食のはじめ方について（栄養士のはなし） 

    ・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 

     ※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。 
 

     問 市保健センター  

        43-1990（直通）  内線1554・1555  

歯の何でも電話相談 
 

 ふだん、歯科医師に聞けないこ

と・入れ歯のこと・子どもさんの

歯の悩み・矯正・口臭の悩み・顎

関節症・歯周病のことなど、歯に

ついての悩みや質問を受け付けま

す。匿名でも結構ですので、お気

軽にお電話下さい。 
 

◆とき ６月10日（日）  

     午後２時～５時                             

◆受付電話番号  

   029-823-7930  

   029-835-0737    

◆回答者 歯科医師 

◆相談料 無料 

◆主催 茨城県保険医協会 
 

問 茨城県保険医協会 

   029-832-7930 

  FAX029-822-1341 

平成19年度下妻市民ゴルフ大会 

参加者募集 
 

●と き ６月５日（火） 

●ところ アジア下館カントリー倶楽部 

●参加費 3,000円（連盟未登録者4,000円） 

●募集人員・市内在住、在勤者 

●申込み期間 ５月15日（火）～25日（金） 午前８時30分～ 

●申込み先 市スポーツ振興課 
 

          問 市アマチュアゴルフ連盟事務局（江田）  

                090-1122-4952 

市スポーツ振興課 内線2863  

市保健センター 43-1990 



 

胃がん・大腸がん検診 
 

 胃がん及び大腸がん集団検診を次のとおり実施します。 
 

検診日程 

受付時間 午前6時30分～9時 

●検診料  胃がん検診 500円  大腸がん検診 300円 

●受診券は、平成18年度に希望された方と受診された方に送付します。

新たに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。 

●大腸がん検診を受診しない場合、容器は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、混雑が落着く時間帯（午前８時

～９時）のご来場をおすすめします。 

 

問 申 市保健センター 43-1990 

月 日 曜 会 場 地 区 

６．６ 水 東鯨農村集落センター 大園木・鯨 

７ 木 別府コミュニティセンター 別府・皆葉・五箇・村岡 

８ 金 千代川保健センター 
田下・下栗・本宗道・鬼 怒・

宗道・渋田・羽子 

11 月 千代川保健センター 
見田・唐崎・長萱・伊古 立・

原・鎌庭 

７．２ 月 保健センター 

下妻甲・下妻乙（本宿・小野

子・峰を除く） 

坂本新田・大木新田 

４ 水 上妻市民センター 

黒 駒・柴・江・関 本 下・平

方・黒駒河岸 

尻手・渋井・大木 

５ 木 上妻市民センター 
半 谷・桐 ケ 瀬・赤 須・前 河

原・南原 

６ 金 働く婦人の家 総上地区 

18 水 大宝公民館 
大 宝・北 大 宝・平 川 戸・横

根・坂井・堀篭 

19 木 騰波ノ江市民センター 騰波ノ江地区 

20 金 豊加美市民センター 豊加美地区 

31 火 大宝公民館 
比 毛・平 沼・福 田・大 串・下

木戸 

８．１ 水 高道祖市民センター 本田・原・柏山・新町・小渡 

２ 木 
高道祖市民センター 中台・桜塚・東原 

ふるさと博物館 長塚・石の宮 

22 水 保健センター 

本城町・本宿町・田町・小野

子町・下妻戊 

下妻乙（本宿・小野子） 

23 木 保健センター 
下妻丙・下妻丁・峰・砂沼新

田 

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。 

 なお、今年度から乳がん検診の内容が一部変更になりました。40歳以

上の方で偶数年齢の方は、｢視触診＋エックス線検診｣を受けることがで

きるようになりました。 

受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。 
 

◆受診対象者（平成20年3月31日現在の該当年齢） 

・子宮がん検診  20歳以上 

・乳がん検診   30歳以上 視触診＋超音波検診    

・乳がん検診   40歳以上（偶数年齢） 視触診＋エックス線検診 

◆受診期間 

 ６月１日 ～ 平成20年１月31日 

◆検診機関 

・子宮がん検診は、茨城県医師会登録の医療機関で受診することができます。 

・乳がん検診は、市が委託している医療機関で受診することができます。 
 

◆検診費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※自己負担金については、医療機関窓口でお支払い下さい。  
 

◆申し込みについて 

・６月1日から受付・受診券交付を開始いたします。 

・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、超音波、エックス線の単独での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。 
 

問 市保健センター 43-1990（直通） 内線1552～1553 

検診名 検診費用 自己負担金 

子宮がん検診 
 頸部 
 頸部＋体部 

  
6,466円 
9,350円 

  
1,000円 
1,000円 

乳がん検診 
 視触診＋超音波 
 視触診＋エックス線 

  
6,433円 
6,433円 

  
1,500円 
1,500円 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

人権擁護委員による「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。 

 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行ないます。 

 また、街頭啓発や講演会などを通じて、人権の大切さについて理解を

深めてもらうための活動にも努めています。 

 下妻人権擁護委員協議会下妻部会では、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け付け

ます。 
 

●開設日時   ６月１日（金）午前10時～午後５時 

●場 所    下妻公民館 ２階 学習室  

●人権擁護委員 

 中山 倭王 44-1029  幸田 澄子 44-3980 

 中島 武男 43-4812  横瀬  眞 44-5266 

 菊山 郁子 44-5751  井上  讓 44-2775 

 稲葉 春美 43-3375  中久喜 登 43-4503 
 

         問 市福祉事務所 人権推進室  内線1583 

区 分 日 時 場 所 問い合わせ 

心配ごと 

相 談 

６月５日（火）12日（火） 

     19日（火）26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12日・26日 

 下妻公民館  

 ２階和室 

市社会福祉

協議会 

 
 

44-0142 
（予約制） 

行政相談 

●６月８日（金）  

午後１時30分～３時30分 
 千代川公民館  

 １階 小会議室 
市秘書課 

 
内線

1212 
●６月15日（金） 
午後１時30分～３時30分 

 市役所 第二庁舎  

 3階 小会議室 

人権相談 

（困りごと） 

［特設相談］ 

６月１日（金） 

 午前10時～午後５時 

 下妻公民館  

 ２階  学習室 

市人権推進室 

内線

1583 

納税相談 

●夜間納税相談 

６月７日（木） 

  午後５時30分～７時30分 
●休日納税相談 

６月24日（日） 
  午前８時30分～午後５時 

 本庁舎 １階  

 収納課 

市収納課 

 
内線

1363 

～1365 

６月の相談  

多賀谷時代顕彰会 会員募集・講演会のご案内 
 

 私たちは、多賀谷時代の研究・調査・多賀谷時代まつりの後援、「多

賀谷城跡公園」の清掃活動など多賀谷時代にゆかりのある事業を行うた

めに、顧問に第27代多賀谷氏当主「多賀谷裕惟」氏をお迎えし「多賀

谷時代顕彰会」を設立いたしました。 

この趣旨に賛同いただける方の会員を募集いたします。また、下記の

日程で講演会も予定していますのでご参加ください。 
 

◆講演会（入場無料） 5月26日（土）午後2時～ 

  場所 市ふるさと博物館  講師 佐久間秀樹（学芸員）  
 

◆会員募集 会費（年会費）一般会員1,000円 特別会員5,000円 
 

問 申 多賀谷時代顕彰会 会長 黒川正男 44-3266 


