
外国人向けごみの出し方 

パンフレットの配布 

 
●外国人向けごみの出し方パンフ

レットについては、平成19年2月

1日現在で市内に住民登録のある

外国人世帯向けに郵送いたしまし

た。 
●外国人の方がお住まいのアパー

ト等の賃貸物件所有者・管理者の

方や自治区で、ごみの出し方の周

知のために同パンフレットが必要

な場合は、市生活環境課窓口にて

配布していますので、ご利用くだ

さい。 
●外国人向けごみの出し方パンフ

レットは、英語、スペイン語、ポル

トガル語、中国語の4種類です。 
 
   市生活環境課 

   内線1424・1425 

ヒナは拾わないでください 

 
 野鳥にとって4月から7月は子育

てシーズンの真最中です。 

 飛ぶ力が十分でない“巣立ちヒ

ナ”が地面にいるのを見かけるの

が多くなる時期です。 

 この時期、｢ヒナを拾ったけど

どうすればいいの？｣という問合

せも相次ぎます。近くに姿が見え

なくても、親鳥はヒナのもとへ

戻って世話をします。人が近くに

いると親鳥はヒナに近づくことが

できません。そのままにしてそっ

と離れて下さい。ネコが近くにい

る場合は、ネコが近寄れない木の

枝等の上にとまらせて下さい。 

人が野鳥を育てるのは大変難しい

ことです。 

 また、許可なく野鳥を飼うこと

は法律で禁止されています。 

 
  ●県西地方総合事務所  

   環境保全課  24-2111 

  ●市生活環境課 内線1423  

平成19年度介護保険料の 

減免について（65歳以上の方） 

 
 第1号被保険者（65歳以上の

方）の保険料は前年の合計所得金

額（地方税法の規定による）や世

帯の状況に応じて6段階に設定さ

れています。 

 所得の低い方や無収入の方は低い

保険料が適用されますが、当市に

は、第1段階（生活保護者を除く）･

第2段階・第3段階の方で、収入等が

少なく生活が著しく困窮している方

を対象に、介護保険料の減免制度が

ありますのでお知らせします。 

 なお、平成19年度の介護保険料

の納付書等は、7月に郵送にてお

届けする予定ですが、減免申請は

4月10日から受付します。 

 

◆対象者 介護保険料の所得段階

が第1段階（生活保護者を除く）・

第2段階及び第3段階の方で、次の減

免基準をすべて満たす方 

◆減免基準 

①世帯員全員が市民税非課税であ

ること。 

②世帯員全員に地方税法の規定に

よる所得がないこと。 

③世帯の年間収入金額が93万円以下

であること。（世帯員が2人以上の

ときは、93万円に世帯主を除く世帯

員1人につき28万円を加算した額） 

④市民税課税者に扶養されていな

いこと。 

⑤市民税課税者と生計を共にして

いないこと。 

⑥資産等を活用してもなお生活が

困窮している状態にあること。 

⑦原則として、減免前の保険料に

未納がないこと。 

⑧預貯金等の総額が、100万円

（2人以上の世帯の場合は、150
万円以下）以下であること。 

◆減免対象保険料 

 減免を申請した日において、納

期限が過ぎていない保険料 

◆減免額 

①第1段階及び第2段階の方 

納付すべき保険料の2分の1の額 

②第3段階の方 

納付すべき保険料の3分の1の額 

 
   市介護保険課 

   内線1536・1538 

母子・父子家庭児童学資金 

制度をご存じですか？ 

 
 この制度は、事故や疾病、離婚

またはその他の事由により、母

子・父子世帯となった家庭、ある

いは両親のいない児童の養育者に

対し、義務教育（小中学校）課程

の児童を対象に支給される、下妻

市独自の制度です。 

◎支給額 

対象児童1人につき 月額3,000円 

◎支給月 

4月、7月、10月、1月に指定金融

機関に振込みになります。 

申請がまだお済みでない方は、市

役所第二庁舎1階 福祉事務所で手

続きをしてください。なお、手当

は申請月分からの支給となりま

す。 

 
申請時に必要なもの 

 ○戸籍謄本 

 ○印鑑 

 ○申請者名義の通帳 

  （郵便局を除く) 
また、既に受給されている方は現

況届の提出が必要となります。個

別通知を送付いたしますので必ず

提出してください。（届出がない

と次期手当から受給できなくなり

ます） 
  

   市福祉事務所 児童福祉係 

   内線1574 

自動車税の納税証明書は 

車検のときまで大切に保管を 
 

 納税通知書（5月発送）で自動

車税を納めると、領収書と一緒に

納税証明書（継続検査用）が付

き、車検のとき便利です。 

 この納税証明書は車検のときま

で大切に保管してください。 

 また、自動車を譲渡する場合

は、譲受者に納税証明書も一緒に

必ず渡してください。 

 なお、納税証明書に自動車のナ

ンバー等が印刷されていないもの

は使用できませんので、ご注意く

ださい。 

 

  筑西県税事務所［筑西市二木

成615］   24-9184 
 

 

 下妻市施行 宅地分譲中 
 

 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155,000円より> 
 

◇ 分譲概要             ◇分譲価格表【14区画】 

◆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～1922.4万円  
◆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 4月14日(土)・15(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。 
◇お申し込みは 

 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 

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 

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 

36 244.61 12,915,408 ② 

38 229.96 12,509,824 ② 

 

 図書館では、近年関心が高まっている環境問題と健康の関わりについ

て理解を深めるための講演会を開催します。 
 

◆日時 4月22日(日) 午後1時30分～3時（午後1時開場） 
◆場所 図書館2階 映像ホール 
◆演題 「環境とアレルギーについて」 
講師：独立行政法人国立環境研究所 理学博士・医学博士 藤巻秀和氏 
◆入場 事前予約と当日参加の2通りあります。 
【事前予約の場合】定員70名。図書館のカウンターにて直接お申込みい

ただくか電話でお申し込み下さい。氏名・電話番号のみお知らせくださ

い。団体での申し込みも受け付けます。 
【当日参加の場合】定員約60名。先着順入場、定員に

なり次第締め切ります。 

※入場無料です。 
 

    市立図書館  43-8811 
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こども環境フェスティバル2007 

 
霞ケ浦環境科学センターでは、

ゴールデンウィークに「こども環

境フェスティバル」を開催しま

す。次代を担うこどもたちが霞ヶ

浦や環境問題について楽しみなが

ら学べる催しを、盛りだくさんに

用意して皆様をお待ちしていま

す。ぜひご来場ください。 
 

◆日時 5月5日(土) 
    午前9時30分～午後3時 
◆会場 

茨城県霞ケ浦環境科学センター

［土浦市沖宿町1853］ 
◆内容 

・霞ヶ浦こどもシンポジウム 
・研究室の一般公開 
・体験教室（アクリルタワシ、マ

イバッグ、竹とんぼ、投網、ペー

パークラフト、押し花など） 
・外来魚の試食  

・クイズラリー 
・飲食コーナー 
・ミニコンサート、大道芸 など 
◆入場料 無料 
◆会場へのアクセス 

土浦駅東口から無料送迎バスを運

行（30分に1本程度。時間はお問

い合わせください）。 
 

  霞ケ浦環境科学センター 企画・交流課 
  029-828-0961   029-828-0967 
www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp 

ふるさと博物館展覧会「戦国武

将  多賀谷氏の至宝」開催中  
 

 市ふるさと博物館では、多賀谷家

第27代当主多賀谷裕惟氏が所蔵する

｢戦国武将 多賀谷氏伝来の家宝｣、並

びに当館所蔵の｢多賀谷氏関連資料｣

を一堂に会する展覧会、｢戦国武将 多
賀谷氏の至宝｣（4月7日(土)から6月3
日(日)まで）を開催しています。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） 
 4/9,16,23,5/1,7,14,21,28, 
◆開館時間 

 午前9時～午後4時30分 
◆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 

ふれあい農業体験教室 
第3回5月コース＜畑作＞ 

耕作から収穫までを 

 

◆日時  

 5月13日(日) 午前10時～12時 

◆作付品種 サツマイモ＆ナス  

◆作業工程 

 耕作～苗植え、マルチ 

◆参加費   1人500円（先着30名） 

◆場所 ビアスパーク農園 

    （小雨決行） 

◆持参物 軍手、長靴、帽子、タ

オル等汚れても良い服装 

＊収穫時持ち帰り有り（6月下旬

頃から） 

 
   ビアスパークしもつま 

   ［長塚乙70-3］  

    30-5121   30-5122 

ベートーベン 第九を歌おう 
～「第九」を歌ってみたい、 

 そんなあなたの夢叶えます～ 

 

◆日時 5月20日(日)から各月2
回、12月まで実施 

毎回日曜日、10:00～12:00 

講座修了後、当センターのクリス

マスコンサート（12/16）に参加

予定です。 

◆実施場所 県西生涯学習セン

ター［筑西市野殿1371］ 

受講料 16回（32時間）6,000円 

（別途：楽譜代1,000円程度） 

小中学生の受講料は半額、高校生

は5,000円 

◆応募期間  

 4月1日(日)～5月11日(金) 
◆応募方法 

 往復はがき、FAX、電子メール

で応募してください。 

 

   茨城県県西生涯学習セン

ター［〒308-0843 筑西市野殿

1371］ 24-1389    24-1450 
info@kensei.gakusyu.ibk.ed.jp 

小貝川ふれあい公園 

春の山野草展 
 

 一足早い春を感じて見ませんか。

下妻市自然愛護協会の方々が丹精こ

めて育てた、身近な山野草を約300点

展示します。春のふれあい公園の散

策を兼ねて、ぜひご来館ください。 
 
◆日時 4月20日(金)～22日(日) 
    午前9時～午後4時30分  
※22日(日)は午後3時まで（入館

無料） 
◆場所  ネ イ チャ ー セン タ ー 

ギャラリーⅠ 
◆共催 市自然愛護協会／小貝川

ふれあい公園ネイチャーセンター 
 
 小 貝 川 ふ れ あ い 公 園  ネ イ

チャーセンター  45-0200 

フリーマーケットを開催します 

 
4月21日(土)･22日(日)･28日(土)
29日(日) 
午前9時～午後4時 
ビアスパークしもつま 

ふれあい広場（雨天決行） 
 

  ビアスパークしもつま 

 ［長塚乙70-3］  30-5121 

市立図書館「図書館春の集い」 
 

 市立図書館では、｢図書館春の集

い｣を4月22日(日)に開催します。次

の催し物をおこないますので、みな

さんのご来館をお待ちしています。 
 

10:00～ 本のリサイクルフェア 

      （1階交流ホール） 
10:00～ 子ども映画会「パディ

ントンベア」（2階映像ホール） 
11:00～ おはなし会 

 （1階児童室おはなしコーナー） 
12:00～  紙芝居おじさん 

（1階交流ホール） 
12:30～ あおむしクラブのパネ

ルシアター（2階映像ホール） 
｢どこでねるの｣（ひかるパネル）

｢パンダ・ウサギ・コアラ｣他 
13:30～ 講演会｢環境とアレル

ギーについて｣（2階映像ホール） 
講師：理学博士・医学博士 藤巻 秀和

氏（独立行政法人  国立環境研究所） 

◆講演会の申し込み方法 

事前予約･･･図書館カウンターま

たは、電話にてお申し込みくださ

い。（定員70名） 

当日参加･･･先着順入場。定員にな

り次第締め切ります。（定員60名） 
 

  市立図書館  43-8811 

新消費者団体会員募集 
 

 これまでの｢消費生活連絡協議

会｣、｢消費者くらしの会｣が合併

し、平成19年度より“新消費者団

体”が発足します。この団体の目的

は、私たち消費者をとりまく身近で

さまざまな問題（衣食住、金融、契

約、その他）について学習や研修を

とおして、消費者問題の啓発に役立

てていただこうというものです。 

 新団体発足にともない、新たに

会員を募集します。年齢20歳以上

で消費生活に興味のある方の入会

をお待ちしています。 
 

   商工観光課 商工係  内線2634 

 

 

≪改正の内容≫ 

 3歳未満の乳幼児に対する児童手当及び附則第6条第1項の特例給付（厚生年金

保険等加入者で一定以上の所得がある方）の額が次のとおり増額となります。 
 

◆0歳児から3歳未満の児童に対する児童手当等 

第1子・第2子（現行）月額5千円 →（改正後）月額1万円（5千円増額） 
第3子以降   （現行）月額1万円 →（改正後）月額1万円（現行どおり） 
◆改正期日 平成19年4月1日 
◆改正例 1歳及び2歳（4月に満3歳）の児童を養育している場合 
6月支払期（6月8日支払予定）の支給額は次表のとおりです。 

 

 

＊満3歳の誕生月の翌月分からは5千円

となります。 
＊平成16年4月が誕生月の児童について

は4月分のみ1万円となり、5月分からは

5千円となります。 
 

※今回の改正に伴う特別な手続は必要ありません。 
※満3歳以上の児童に対する給付は従来どおりです。 
 

  市福祉事務所 児童福祉係 内線1573 

対象月 1歳児分 
2歳児分 

(4月に満3歳) 
2月分 5,000円 5,000円 

3月分 5,000円 5,000円 

4月分 10,000円 10,000円 

5月分 10,000円 5,000円 

計 30,000円 25,000円 

 市民の方から、近所の野外焼却（野焼き）によるばい煙と悪臭のため

「窓も開けられない」「洗濯物に臭いがついてしまう」など、野焼きに

関する苦情がたくさん市に寄せられています。 
 ドラム缶や簡易な焼却炉を使った野外でのごみ焼却は、ダイオキシン

等の有害物質の発生を招くことなどから、一部の例外〔祭事や災害対

策、農業者が行う稲わらの焼却（この場合も近所に迷惑をかけないよう

に行うこと）等〕を除いて禁止されています。 
 

■野外焼却は火災の原因や近所迷惑に 

 「昔からの習慣や少量だから」とか「敷地が広いので、ついつい庭先

で焼却をしてしまう」、ということでしょうが、煙は風向きによりかな

り遠くまで飛び、予想外のところで迷惑をかけています。 
 野外焼却（野焼き）は、火災の原因や近所迷惑にもなりますので、家

庭から出るごみは、必ず市指定のごみ袋に入れ、各地区のごみ集積場に

出すようにしてください。 
 住みよい環境を守るために、市民のみなさんのご協力をお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  生活環境課 内線1422 
FAX 

FAX 

FAX 



はつらつエクササイズ教室 

【夜の部】下妻コース 
  

 市スポーツ振興課・保健セン

ターでは、昨年度のご好評にお応

えし、はつらつエクササイズ教室

【夜の部】を開催します。 

 普段、働いていて運動をする機

会の少ない方、手軽にできるスト

レッチ体操やエアロビクス運動、

筋力トレーニングをして日ごろの

運動不足を解消しましょう。 

  

◆講座名 はつらつエクササイズ

教室【夜の部】下妻コース 

◆日程  

 5月16日(水)･23日(水)･30日(水) 
 6月  6日(水)･13日(水)･20日(水) 
◆会場 市総合体育館 

◆講師 木本 裕 

   （パーソナルトレーナー） 

◆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、筋力トレーニング、

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） 

◆申し込み方法 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、スト

レッチマット（お持ちの方）、飲み物 
◆申し込み期間  

4月16日(月)～5月2日(水) 
 

 

●市保健センター  43-1990   

●市スポーツ振興課 内線2863 

第５回連盟杯ソフトテニス大会 
 

◆日時 5月20日(日) 8時30分集合 

※雨天の場合 5月27日(日) 
◆場所 

市営柳原球場テニスコート 
◆試合種目 一般男子の部、シニ

ア男子の部 
一般女子の部、ママさんの部 
ジュニア（小学生）の部 
◆参加資格 市内在住または在勤

する者、もしくは下妻市ソフトテ

ニス連盟に加入している者 
◆参加費 1チーム2,000円、但し

小学生は1,000円 
◆申し込み締切 

平成19年5月9日(水)厳守 
 

   宮本  44-2805 
   落合  44-6225 

鯉のぼりを鬼怒川に泳がせよう 
～鯉のぼり設置参加者募集～ 
 

 5月20日(日)の「第１６回花とふれ

あいまつり」に向けて、今年も鬼怒

川の大形橋から鯉のぼりを泳がせま

す。そこで、親子で鯉のぼり設置に

参加してくれる方を募集します。 

 鯉のぼりを自分の手で設置して鬼

怒川で泳がせてみませんか。 
 

◆日時  4月22日(日) 午前8時30分

集合 ※雨天決行 

◆集合場所 

鬼怒川大形橋下（鎌庭側） 

◆持ち物 飲み物、弁当、軍手 

◆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 

いばらき営農塾 受講者募集 
 

 県では、茨城県内で近く農業を始

める方や農業を始めて間もない方を

対象に、農業技術の基礎を体系的に

学べる研修をおこないます。 
 

◆研修内容と対象者 

○定年帰農者等支援研修 

 （水稲入門コース） 

 期間：6月19日(火)～11月2日(金)原
則、平日の夜間と土曜日の日中に開講 

対象者：農産物を販売し収入を得

ようとする概ね65歳までの方 

○営農支援研修（Aコース） 

期間：7月4日(水)～10月20日(土)
原則、水曜日の夜間と土曜日の日

中に開講   

対象者：野菜を中心とした本格的な

農業経営を目指す概ね45歳までの方 

◆場所 茨城県立農業大学校 

［茨城町長岡4070-186］ 

◆内容 農業基礎知識の講義と実習 

◆定員 定年帰農者等支援研修 

（水稲入門コース）：20名 

営農支援研修（Aコース）：15名 

◆受講料 無料（ただし、テキス

ト代等は受講者負担） 

◆受講申し込み方法 最寄りの農

業改良普及センターを経由して、

県立農業大学校にお申し込みくだ

さい。申し込み者多数の場合は選

考の上、決定します。 

◆申し込み締切 

○定年帰農者等支援研修（水稲入

門コース）･･･5月31日(木)必着 

○営農支援研修（Aコース）･･･6
月14日(木)必着 
 

  県立農業大学校 研修科 

 029-292-0010     029-292-0903 

www.ibanodai.ac.jp 

 
 

 
 肺がん･基本健診を、下記の日程によ

り実施します。 
 
 受診の際は、「受診券」を必ずお持

ちください。 
  受診券が送付されていない方も、受

診することができます。事前に保健セ

ンターにお申込みいただくか、健診当

日直接会場にお越しください。 
 基本健診の検査項目は、尿検査・血

圧測定・眼底検査・血液検査・心電図

検査です。 
健診費用は500円です。 
 40歳以上の方には肺がん検診として

胸部レントゲン検査を実施します。肺

がん検診単独は受け付けませんので基

本健診と併せて受診してください。  
また、40歳未満の方の胸部レントゲン

検査は実施しません。 
 平成19年度に人間ドック(国民健康保

険)を希望される方は、集団健康診査の

お申込はご遠慮ください。 
5 下記のがん検診もご希望によりできま

すので、受付でお申し込みください。 
①前立腺がん検診［対象:50歳以上の男性］    
健診時に採取した血液で、前立腺がん

や前立腺肥大症の検査ができます。 
検査費用は500円です。 
②肺がんの喀たん細胞診検査［対象:50
歳以上の方および自覚症状のある方］ 
 健診当日喀たん容器を受け取り、後

日｢たん｣を採取して保健センターに届

けてください。タバコを多く吸う方に

おすすめします。 
検査費用･･･容器代 300円（健診当日）  
検査代･･･500円（後日保健センターへ）   
 ③肝炎ウイルス検診［対象:40歳の方

及び41歳から75歳のこれまでに肝炎ウ

イルス検査を受けていない方など］ 
   健診時に採取した血液で、C型肝炎

ウイルスとB型肝炎ウイルスが同時に検

査できます。検査費用は500円です。 
 健診は平成20年3月31日における年

齢(受診券に表示されています)で実施

します。  

 

  市保健センター   43-1990 

期 日 受 付 時 間 会  場 実 施 地 区 

 9:30～11:30 大園木 
4/20(金) 

13:30～15:00 
東鯨農村集落センター 

鯨 

 9:30～11:30 別府・皆葉 
4/23(月) 

13:30～15:00 
別府ｺ ﾐｭ ﾆ ﾃ ｨｾ ﾝ ﾀ ｰ  

五箇・村岡 

 9:30～11:30 鎌庭西・鎌庭東 
4/24(火) 

13:30～15:00 
千代川保健センター 

鎌庭新宿 

 9:30～11:30 原・羽子 
4/25(水) 

13:30～15:00 
千代川保健センター 

田下・下栗 

 9:30～11:30 見田・唐崎・長萱・伊古立 
4/26(木) 

13:30～15:00 
千代川保健センター 

本宗道・鬼怒 

 9:30～11:30 宗道 
4/27(金) 

13:30～15:00 
千代川保健センター 

渋田 

 9:30～11:30 若柳本田･久目･東宿･下宿 
5/15(火) 

13:30～15:00 
騰波ノ江市民センター 

若柳上宿･西宿･福代地･牧本 

 9:30～11:30 数須･下田･貝越･中郷･宇坪谷 
5/16(水) 

13:30～15:00 
騰波ノ江市民センター 

神明･下宮･筑波島 

 9:30～11:30 仲町･浦町･横町･下町 
5/17(木) 

13:30～15:00 
下妻市立図書館 

砂沼新田･新町･石の宮 

 9:30～11:30 長塚（東部） 
5/18(金) 

13:30～15:00 
下妻市立図書館 

長塚（西部） 

 9:30～11:30 小島（石堂を除く） 
5/31(木) 

13:30～15:00 
働く婦人の家 

小島（石堂）･二本紀 

 9:30～11:30 袋畑･東古沢･西古沢 
6/ 1(金) 

13:30～15:00 
働く婦人の家 

今泉･中居指 

 9:30～11:30 上町・三道地 
6/ 4(月) 

13:30～15:00 
下妻市保健センター 

上宿・相原山･本宿 

 9:30～11:30 栗山・坂本新田･大木新田 
6/ 5(火) 

13:30～15:00 
下妻市保健センター 

坂本・陣屋・旭・本宿町 

 9:30～11:30 黒駒（河岸を除く)･柴 
6/18(月) 

13:30～15:00 
上妻市民センター 

半谷  

 9:30～11:30 大木 
6/19(火) 

13:30～15:00 
上妻市民センター 

黒駒河岸･平方･江・関本下 

 9:30～11:30 南原・尻手･渋井･赤須 
6/20(水) 

13:30～15:00 
上妻市民センター 

桐ヶ瀬･前河原 

 9:30～11:30 新堀・肘谷  
6/21(木) 

13:30～15:00 
豊加美市民センター 

加養 

 9:30～11:30 谷田部・柳原・亀崎 
6/22(金) 

13:30～15:00 
豊加美市民センター 

山尻・樋橋 

 

◆検診日程 
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図書館春の集い「本のリサイク

ルフェア」に参加しませんか 
 

 市立図書館では、｢本のリサイク

ルフェア｣を4月22日(日)の図書館春

の集いで実施します。その一環とし

て、みなさんのお宅で読まなくなっ

た本を無償で提供していただき、そ

れらを自由にお持ち帰りいただく

コーナーを設けます。眠っている本

が息を吹き返す良い機会になりま

す。下記により持ち込み受付を行い

ますので、市民のみなさんのご協

力、ご参加をお願いします。 
 

◆受付期間 4月1日(日)～20日(金) 
◆受付場所  図書館内サービスカウ

ンター（直接持ち込みに限ります） 

ただし、以下の資料はお受けできま

せんので、ご了承ください。 

 青少年に有害な図書、マンガ、雑

誌、辞書・辞典類、問題集・参考書

類。また、「本のリサイクルフェ

ア」でご提供いただいた図書の取扱

いについては残処分を含めて図書館

に一任させていただきますのであら

かじめご了承ください。 
 

  市立図書館  43-8811 

スコーレ母親講座 
いきいき楽しい子育て 

     
◆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 4月27日(金)  

 午前10時～11時30分 

◆場所 下妻公民館 1階和室 

受講無料 託児あり 

◆主催 (社)スコーレ家庭教育振興協会 
 

    24-7797（平石） 
(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。 

ハ ー モ ニ ー フ ラ イ ト い ば ら き

2007参加者を募集します 
 

 県では、新しい茨城づくりのた

めに、男女共同参画推進の核とな

り、積極的な活動を展開できる国

際的視野と指導力を持った人材を

育成するため、本県女性を海外に

派遣します。 
 

◆研 修 先 ノルウェー・ドイツ 

男女共同参画に関する視察 

環境・福祉・教育に関する視察 

宿泊研修（ホームステイ等） 

◆派遣時期 10月24日(水)～11月

1日(木) 【9日間】※このほか、3
回の事前研修と1回の事後研修

（いずれも1泊2日）を予定。 

◆参 加 費 26万円程度（渡航経

費の1/2、事前・事後研修費） 

◆募集期間  

 4月16日(月)～5月16日(水) 
◆応募資格 平成19年4月1日現在

で30歳以上61歳未満であり、5年以

上県内に居住している女性（ただ

し、県主催の海外派遣事業に参加経

験がある者、国または地方公共団体

の議会の議員及び公務員は不可） 

※応募にあたっては、いくつかの

書類・要件が必要となります。詳

しくは下記までご連絡ください。 
  

   ●県女性青少年課 

      029-301-2178 

   ●市企画課 内線1312 

市民ソフトテニス（軟式テニス）教室 
 

 ソフトテニス（軟式テニス）教

室を次のとおり開催します。経験

の有無は問いませんので、お気軽

にご参加ください。 
 

◆日時 4月1日(日)から11月25日

(日)までの毎週日曜日  

午前9時30分～正午（雨天中止） 
◆場所 市営柳原テニスコート 
◆対象者 市内在住、在勤の小学

生から中高年までの方および市内ソ

フトテニスクラブに加入している方 
◆参加費 年間1,000円 

    （保険加入料は別途） 
◆用意する物  ソフトテニス用ラケッ

ト、テニスシューズ、運動できる服装 
 

     市ソフトテニス連盟事務局 
   宮本  44-2805  
   落合  44-6225  
       090-1057-3081 
※当日会場でも受け付けます。 

下妻市文化団体連絡協議会 

記念講演会のご案内 
～詩と音楽のコラボレーション オーボエにのせて～ 
 

 下妻市文化団体連絡協議会で

は、現代詩の第一人者で、結城市

出身の詩人・新川和江先生を講師

にお迎えし、記念講演会を下記の

とおり開催します。みなさんのご

参加をお待ちしています。 
 

◆日時 5月19日(土) 
    午後2時30分～4時 

◆場所 下妻公民館2階  大会議室 

◆演題 くらしの中から詩を発見 

◆講師・演奏 新川和江先生（現代

詩人・結城市出身）／中山亜津紗さ

ん（オーボエ奏者・下妻市出身） 

※事前申し込みは不要です。当日

会場にお越しください。（無料） 
 

   市文化団体連絡協議会 

     43-3418 

小学生～高校生のための夏休

み海外派遣 参加者募集 
 

 文部科学省所管の財団法人国際青

少年研修協会では、体験をとおして

互いの理解や交流を深め、国際性を

養うことを目的に、海外派遣13事業

の参加者を募集しています。 
 

◆内容  ホームステイ、ボラン

ティア活動、文化交流、学校体験、

英語研修、地域見学、野外活動など 
◆派遣先 米国、英国、豪州、カ

ナダ、シンガポール、サイパン、カ

ンボジア、フィジー、韓国、中国 
◆対象 小学3年～高校3年まで 
◆参加費 16.5万～49.8万円 

     （共通経費は別途） 
◆募集締切 6月8日(金)および8月

20日(月) ※事業により異なります。 
 

 （資料請求先） (財)国際青少

年研修協会［〒160-0004 東京都

新宿区四谷2-11 大村ビル3階］     

  03-3359-8421     03-3354-2207 
  info@kskk.or.jp 

www.kskk.or.jp 

横瀬夜雨記念会 文学講演会  
 

 横瀬夜雨記念会では、下記によ

り文学講演会を開催します。 
 

◆日時  5月13日(日) 午後1時40分 

（記念会総会終了後） 

◆場所   市立図書館・映像ホール 

◆演題 水上勉の『筑波根物語』

をめぐって 

◆講師 横瀬隆雄先生（茨城高専

名誉教授） 
◆参加費 無料 
 

  横瀬夜雨記念会事務局（横瀬）   
   44-1325 

５月の予防接種 
 

◇ポリオ生ワクチン投与   

◆日時 5月8日(火) 
    午後2時～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   

◆日時 5月22日(火) 
    午後2時～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。 
 

◆場所 市保健センター 

◆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

お読みになってください。 
 

  市保健センター  43-1990 

試験区分 

特別試験 通常試験(第1回) 

男性警察官A 男性警察官B 
男性警察官A 

女性警察官A 

受験資格 

昭和52年4月2日以

降に生まれた人で、

学校教育法による大

学（短 期 大 学 を 除

く）を卒業した人又

は人事委員会がこれ

と同等と認める人。

た だ し、平 成 19 年

10月1日から勤務可

能な人。 

昭和52年4月2日か

ら平成元年4月1日ま

でに生まれた人で、

警察官Aの受験資格

に該当しない人。た

だ し、平 成 19 年 10
月1日から勤務可能

な人。 

 

 

昭和53年4月2日以

降に生まれた人で、

学校教育法による大

学（短 期 大 学 を 除

く）を卒業した人若

しくは平成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。 

受付期間 3月26日(月)～4月18日(水) 

第1次試験日 5月13日(日) 

第2次試験日 
【適性、身体精密検査】6月9日(土)･10日(日)〔いずれか1日〕 

【口述試験】6月11日(月)～6月13日(水)〔いずれか1日〕 

最終合格発表 7月26日（木）予定 

問い合わせ 下妻警察署 警務課   43-0110 

種目 
幹部候補生 

（一般・音楽・パイロット） 
2等陸海空士 

締め切り 5月11日(金) 年間を通じて受付中 

応募資格 
20歳以上26歳未満で大学卒業者

（大学院、学位取得者は28歳未満） 
18歳以上27歳未満の者 

試験期日 

第1次：5月19日(土)・20日(日) 
第2次：6月19日(火)～21日(木)の
指定する日 

1 5月12日(土) 
2 6月16日(土) 
3 7月  6日(金) 
毎月1回試験があります。 

合格発表 各種目ごと8月・9月発表します 各試験日ごと発表します 

入隊時期 平成20年3月下旬から4月上旬 平成19年7月～8月 

初任給 

大学卒  210,300円 

大学院卒 227,700円 

（ボーナス年4.45か月分） 

学歴・経験等により異なります。 

157,500円 

9か月後172,100円 

（ボーナス年4.45か月分） 

学歴・経験等により異なります。 

その他 

入隊後約1年で3等陸海空尉に昇

任し（大学院学位取得者は2等陸

海空尉に昇任）さまざまな分野で

活躍していただきます。 

特例退職手当（継続任用あり） 

2年間  598,667円 

3年間  936,499円 

4年間 1,908,001円 

5年間 2,311,165円 

連絡先 自衛隊筑西地域事務所   22-7239 FAX 



平成19年度  

茨城県要約筆記奉仕員養成講習会 

 
 要約筆記をご存知ですか？ 
 病気、薬害等、また、ある日突然聞こえなくなっ

たりしたとき、コミュニケーションに困りますね。 
そんなとき、中途失聴・聴覚者の耳代わりとなり、

話を文字で書いて伝えます。それが要約筆記です。 
パソコン要約筆記もあります。あなたも始めてみま

せんか？ 
 
  ●手書きコース 
   ◆日時  5月12日～7月28日 毎週土曜日 

        但し、6月2日は除く 

        13:00～16:30【全11回】 

  ●パソコンコース（手書きコース受講後） 
  ◆日時 8月4日(土)・18日(土)・25日(土) 
      10:00～16:00【全3回】 
 
  会場 
 

 県立聴覚障害者福祉センター「やすらぎ」              

 
     募集人員及び受講料 
 

 30人 無料（テキスト代1,050円は実費） 
 
  申し込み方法 
 

 4月21日（土）までに希望コース、住所、氏名、

電話番号、FAXを明記の上、下記宛てにはがき・

FAX・電話などでお申し込みください。 
 
  パソコンコース受講対象者 
 

手書きコース修了者  
・OSがＷindoｗsのノートパソコンを持参できる方

（受講時に持参できない方は相談に応じます）  
タッチタイピングができる方（70文字程度／分） 
 
    

 県立聴覚障害者福祉センターやすらぎ要約筆記係

［〒310-0844 水戸市住吉町349-1］ 
 休館日：月曜日午後・火曜日・祝日 
   029-248-0871    029-247-1369 

平成19年能登半島地震義援金にご協力を 

 
◆受付期限 9月28日(金)まで 

◆振り込み郵便振替口座 

 郵便局に備付の振込用紙に次の事項をご記入のう

えご利用ください。 
 

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、併せて｢受領書希望｣と明記し

てください。 
＊窓口扱いの場合、振替手数料は免除されます。 
 

◆下妻市地区(福祉事務所)受付について 

 受付した義援金は、受領証を発行します。 

 

  市福祉事務所 社会福祉係 内線1576 

県民交通災害共済加入のお知らせ 

 
 市民安全課では、平成19年度分の県民交通災害

共済の加入受付をしていますので、加入される方は

次の担当窓口へ直接お申し込みください。 
 

◎下妻地区  本庁舎2階「市民安全課」 

◎千代川地区 千代川庁舎「くらしの窓口課」 
 

＊今回より世帯員氏名が記載された加入申込書は配

布していません。 

 

◆会費 

 大人（高校生以上）900円 子供 500円 

※4月1日以降の申し込みは、共済期間が申込日の

翌日からになります。 

 

  市民安全課 交通安全係 

  内線1432 
FAX 
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平成19年度 

中途失聴・難聴者コミュニケーション講習会 
 

 ● 難聴者のみなさんへ 
 

 このコミュニケーション講習会は聴覚障害がある

方を対象とした手話講習会です。 

 初級クラスには要約筆記（話の内容をスクリーン

に映し出す）もついていますので、“聞き取れずに

内容がよく分からない”ということもありません。                 

 同じ仲間が集まりますので、和気あいあいと楽し

く手話を学んでいます。 

あなたも一緒に始めてみませんか？ 

 

◆期間  

 平成19年5月12日～平成20年2月23日【20回】  
 毎月第2・4土曜日 午前10時～12時 

 ※第1･3土曜日のときもあります。 
 

◆会場  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※初級･･･初めて手話を学ぶ方、または少し経験の

ある方 
※中級･･･初級終了程度の方 
※会場が変更になる場合もあります 
 

◆受講対象者 

 茨城県内に居住されている、おおむね18歳以上

の中途失聴・難聴者の方及びその家族 
 

◆内容 
(1)手話の知識とコミュニケーション 
  初級･･･入門からの簡単な会話  

  中級･･･短文から中文の会話 
(2)聴覚障害についての情報保障について  等 
 

◆費用 テキスト代実費 
 

◆その他 

(1)人数の関係で希望クラスに入れない場合もあり

ます。 

会場 場所 初級 中級  

水戸会場 

水 戸 市 福 祉 ボ ラ ン

ティア会館 

JR常磐線赤塚駅 

北口徒歩 1分 

15名 15名 

土浦会場 

土浦市社会福祉 

協議会（ウララ2ビ

ル内） 

JR常磐線 土浦駅 

西口徒歩 3分 

15名 15名 

(2)会場には、要約筆記（話の内容をOＨPにてスク

リーンに写し出す）を準備しますので全く聞こえな

い方でも安心して受講できます。 
 

◆申し込み方法 

 ハガキに住所、氏名、FAX番号（又はＴEＬ）、

年齢、希望クラス(初級、中級)を記入の上４月２５

日までに下記へお申し込みください。 
 
 

 県立聴覚障害者福祉センター「やすらぎ」 
 中途失聴・難聴者コミュニケーション講習会係 
   029-248-0029     029-247-1369 
 〒310-0844 水戸市住吉町349-1 
 ●休館日：月曜日午後、火曜日、祝日 
  

 日  時 場 所 問い合わせ 

心配ごと

相談 

5月1日(火) ･ 8日(火) 
15日(火) ･ 22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 
 8日と22日 

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 
秘書課 

内線 1212 

人権相談 

( 困りご
と) 

5月25日(金)  
午後1時30分 
   ～3時30分 

下妻公民館 

 1階 和室 
 

人権推進室 

内線1583 

●5月11日(金)  
 千代川公民館1階 小会議室 
 午後1時30分～3時30分 
●5月18日(金)  
 下妻公民館1階 和室 
 午後1時30分～3時30分 

納税相談 

●夜間納税相談 

 5月10日(木) 
 午後5時30分 
   ～7時30分 
●休日納税相談 

 5月27日(日)  
 午前8時30分 
    ～午後5時 

本庁舎1階 
収納課 

収納課 

内線 
1363 
 ～1365 

FAX 




