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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、10月27日

（土）・28 日（日）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。 

*翌週の11月３日（土）からは

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 

大木・福田・大宝地区の 

測量調査にご協力ください 
 

都市計画道路 南原・平川戸線の

道路整備を行なうため、測量調査を

実施します。下記の委託業者が測量

調査のため、計画道路付近の皆さま

の敷地に立ち入りします。ご理解と

ご協力をお願いします。 
 

◆期間 10月～12月 

◆場所 大木・福田・大宝 

    （下図のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆委託業者  

 １工区 ㈱測研茨城 

 ２工区 ㈲サンキョウ技研 

 ３工区 ㈱めいわ 
 

問 市建設課  内線1717 

屋外広告物は許可が必要です 
 ～屋外広告物の許可基準を 

       守りましょう～ 
 

まちの良好な景観を作るため、

屋外広告物の表示を行う際には、

多 くの場 合、市町 村長の 許可 が 

必要です。許可には一定の基準が

あ り、許 可 を 受 け る に は、許 可 

基準を満たす必要があります。 

●許可が必要な屋外広告物を無許

可で表示すると、罰則が科されま

す。許可基準に適合したものを、

許可を得て表示しましょう。 

●許可には有効期間（ 長３年）

があります。許可を受けた広告物

でも、有効期間経過後に引き続き

設 置する ため には、更新 手続 が 

必要です。有効期間が切れた屋外

広告物は、違反広告物となります

のでご注意ください。 

＊許可手続・許可基準について 

詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 市都市整備課  

   内線1725・1726 

三ない運動で明るい選挙を 
 

◆三ない運動とは 
・政 治 家 は 有 権 者 に 寄 付 を  

“贈らない” 

・有 権 者 は 政 治 家 に 寄 付 を  

“求めない” 

・政治家から有権者への寄付は

“受け取らない” 
 

◆政治の寄付は禁止です 
 政治家など（候補者、候補者に

なろうとする者及び現に公職にあ

る者）が、選挙区内の人にお金や

物を寄付することは、公職選挙法

で禁止されており、これに違反す

ると罰則の対象になります。 
 

禁止されている寄付の例 
・お歳暮やお年賀 

・入学祝・卒業祝 

・病気見舞い 

・代理人が出席する場合の結婚祝 

・代理人が出席する場合の葬式の 

 香典 

・葬式の花輪、供花 

・落成式、開店祝の花輪 

・地域の集会や旅行などの催物へ 

 の寸志や飲食物の差入 

・お祭りへの寄付や差入 

・地域の運動会などへの飲食物の 

 差入 
 

 政治家は寄付を「贈らない」、

わたしたち有権者は政治家に寄付

を「求めない」、政治家からの 

寄付を「受け取らない」という

「寄付の三ない運動」をみんなで

進めましょう。そして、お互いに

ルールを守って明るい選挙を実現

しましょう。 
 

問 市選挙管理委員会  

   内線1131・1132 

テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンの 

リサイクル 
 

●「テレビ」「冷蔵庫」「洗濯機」「エアコン」は、家電リサイクル法

（特定家庭機器再商品化法）により、リサイクルが義務付けられて  

います。 

●これらを処分する際は、買い換えをする小売店等に引取を依頼してく

ださい。引き取ってもらう小売店がない場合、ごみ処理施設「クリーン

ポート・きぬ」に引き取りを依頼できます。 

●その際、「家電リサイクル券」と「収集運搬券」（又は「運搬料

金」）が必要になります。 

●エアコンのリサイクル料金は、回収された金属資源の価格上昇やリサ

イクルプラントの処理効率化の結果、平成19年4月1日から値下げに

なっています。 
 

【家電リサイクル料金】 

 ＊家電メーカーによってリサイクル料金が異なります。 
 

【処分の方法】 

①小売店に引取を依頼する場合 

 家電リサイクル券（料金）と運搬料金（各小売店が設定）を小売店に

支払います。 
 

②小売店がなく、「クリーンポート・きぬ」に直接持ち込む場合 

③小売店がなく、自宅まで引き取りにきてもらう場合 

問 市生活環境課 内線1424・1425 

品目 テレビ 
冷蔵庫 

冷凍庫 
洗濯機 エアコン 

リサイクル

料金 

2,835円 

（消費税込） 

4,830円 

（消費税込） 
2,520円 

（消費税込） 

3,150円 

（消費税込） 
5,869円 

（消費税込） 
3,795円 

（消費税込） 

3,444円 

（消費税込） 

4,189円 

（消費税込） 5,670円 

（消費税込） 

平成20年度  

保育所入所申込受付中 
 

 市福祉事務所では、平成20年度

の保育所入所申し込みを、10月 

１日から受け付けています。 
 

■保育所入所申込資格基準 

 保育所に入所申し込みできる児童

は、次の理由により、家庭内での 

保育ができない児童（０歳～就学

前）が対象です。 
 

●保護者が家庭で、家事以外の労働

に従事しているとき。または、家庭

外で仕事をしていて児童の保育がで

きないとき。 

●保護者が出産、病気、心身障害者

等のとき。 

● 保 護 者 の い な い 家 庭（離 別、  

死亡、行方不明、拘禁）のとき。 

●災害（火災、風水害、地震など）

を受け、その復旧の間。 

●65歳未満の祖父母等が同居して

いる場合、祖父母等も労働や病気 

な ど で、児 童 の 保 育 が で き な い  

とき。 
 

■保育時間はおおむね次のとおり 

です。 

・平日 午前７時30分～午後６時 

・土曜日   

            午前７時30分～午後３時 

＊平日午後６時以降、土曜日午後 

３時以降の時間については、各保育

所にご確認ください。 
 

■入所申込期限  

   平成20年１月10日（木） 

＊申込期限は必ず守ってください。 
 

■申し込み先 

 市福祉事務所・下妻保育園・きぬ

保育園・法泉寺保育園・大宝保育

園・西原保育園・もみの木保育園 

＊申し込み多数の場合は、入所調整

をしますので、入所申込書には希望

する保育所名を必ず第３希望まで 

記入してください。 

 なお、上記保育所ではバスでの 

送迎は行っていません。 

また、市外の保育所についても、

市福祉事務所で申し込みを受け付け

ています。 
 

問 市福祉事務所 内線1574 

外国人が安心して働ける社会に 
 

10 月 1 日 から 外 国 人を 雇用 

する場合のルールが新しくなりま

した。改正ポイントは… 

・外国人雇用状況の届出 

・雇用管理の改善等に関する指針

の作成 

・不法就労の防止 
 

問 茨城労働局職業対策課  

       029-224-6219  

ハローワーク下妻 43-3737  

家電の製造メーカーを調べ、

郵便局で家電リサイクル券に

メーカー名を記入し、リサイ

クル料金を振り込みます。  

 「クリーンポート・きぬ」の 

窓口で指定引き取り場所までの

運搬料金を支払います。［＊運

搬料金は、1,575円（消費税

込）になります］  

⇒ 

  

家電の製造メーカーを調べ、

郵便局で家電リサイクル券に

メーカー名を記入し、リサイ

クル料金を振り込みます。  

シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー  

（ 44-3198）に 収 集 の 

予約を行い、シルバー人材セン

ター又は市生活環境課で収集運

搬券を購入します。 

［＊収集運搬券は、2,100円

（消費税込）になります。］  

⇒ 



案 内 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・体育館・文化施設・

公園などの公共施設や保育園に隣接し、常総線下妻駅や

下妻小学校、商店・病院・金融機関などがある市街地に

近く利便性の良い宅地です。 

 <分譲区画 11区画・坪単価16.4万円から> 
 

◆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 11区画   

【分譲面積】 

  189.49㎡（約57坪）～333.43㎡（約101坪） 

【価格】1,050万円～1,922万円（1万円未満切捨て）  

【坪単価】16.4万円～19.9万円 

【 多価格帯】1,100万円台 ６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】 10月20日（土）・21日（日）   

     午前９時～午後４時 
【受付場所】 下妻東部第一土地区画整理事業地内テント 

＊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）にお申し 

込みください。 

◆分譲価格表＜11区画＞ 

 
 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 受 付 済 ④ 

6 165.00 売 約 済 ④ 

10 189.48 売 約 済 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 

※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  

ふれあいウォークフェスティバル／第６回 
 

 歩くことをとおし、多くの市民の皆さんに体

力増進や健康維持に関する意識を高めてもら

い、あわせて地域間交流・世代間交流を深めて

いただくことを目的に開催します。晩秋の野道

を楽しく歩いてみませんか。参加受付は、当日

会場で行います。ご家族・お友達を誘ってぜひ

ご参加ください。 
 

◆日時 10月28日（日）午前８時（開会式） 

＊小雨決行 受付：午前７時30分～ 
 

◆場所 千代川公民館前広場（千代川庁舎隣り） 
 

◆コース 晩秋の野道ふれあいコース 

            （約７ｋｍ） 

千代川公民館⇒ほっとランド東⇒ヘキサホール

入口交差点⇒鬼怒川堤防⇒食肉センター前⇒ 

鬼怒川堤防⇒ほっとランド南⇒千代川公民館 

◆参加料 無料 

＊ゴール後は、千代川公民館での“千代川地区

文化祭・ステージ発表”にもお立ち寄りくだ 

さい。 
 

問 第６回ふれあいウォークフェスティバル   

実行委員会（市スポーツ振興課内） 内線2863 

農業日誌・新農家暦 （平成20

年版） の申込予約受付 
 

茨城農林水産統計協会では、平成

20年版農業日誌・ファミリー日誌・

新農家暦の予約受付を行っています。

申し込みは下記に直接行ってくだ  

さい。 
 

◆農業日誌 

半世紀の伝統を誇るコンパクトサイズ 

・大きさ  Ｂ６版600頁（予定） 

・予約時価 1,400円 
 

◆ファミリー日誌 

大型サイズの横書きタイプ 

・大きさ  Ｂ５版340頁（予定） 

・予約時価 1,400円 
 

◆新農家暦 

農家の実用ハンドブックとして、生活

便利帖として、使い方いろいろ 

・大きさ  Ａ５版88頁 

・予約時価  360円 
 

■申込締切 11月26日（月） 
 

問 申  

茨城農林水産統計協会  

筑西地域連絡事務局（菊池） 

49-8380 

関東農政局筑西統計・情報センター内 

［筑西市丙116-16 筑西しもだて

合同庁舎］ 

ポピーの種まき＆さつまいも

掘り大会／第17回 
 

 秋も深まり、ポピーの種まき大

会の季節になりました。今年も種

まき大会に合わせて、６月に皆さ

んで植えたさつまいもの収穫祭と

試食会を兼ねて、さつまいも掘り

大会を開催します。 

 焼きいもの試食と温かい豚汁も

用意していますので、皆さんの参

加をお待ちしています。 

いも掘り用の袋は、花と１万人

の会で準備します。軍手・長靴は

各自ご持参ください。 
 

●日時 10月21日（日） 

    午前９時～ 

＊雨天の場合は10月28日（日） 

●場所 鬼怒フラワーライン 

●主催 花と１万人の会 
 

問 花と１万人の会事務局 

     （市都市整備課内） 

        内線1722 

オストミー講習会の案内 
 

 社団法人日本オストミー協会茨

城県支部ではオストメイト社会 

適応訓練事業の一環として、オス

トミー講習会を開催します。お気

軽にご参加ください。 
 

●日時 11月11日（日） 

    10時～14時30分 

＊受付開始 9時30分 

●場所 古河市福祉の森会館 

 ２階研修室 

 ［古河市新久田町271-1］  

 0280-48-6881 

●内容 人工肛門・人工膀胱保有

者のためのオストミー講習会 

①講演会・相談 ＊WOC看護師

を講師に予定しています。 

②ストーマ用装具展示・説明 

●参加費 1,000円（昼食代を 

含む） 

●申込期限 11月4日（日） 
 

問 申 日本オストミー協会 

 茨城県支部西部地区センター 

 総務［古河市仁連1251-1］  

 0280-76-6511 

突然の事故に備えて水質事故

訓練／見学自由 
 

油などの流出で発生する水質事故

は、私たちの生活に大きな被害を与え

ます。事故に備えて宇都宮市内の鬼怒

川で水質事故訓練を行います。どなた

でも自由に見学できますので、ぜひ 

ご来場ください。 
 

◆日時 10月17日（水） 

    午前10時～12時 

◆会場 栃木県宇都宮市道場宿緑地 

   （宇都宮市道場宿町） 

◆内容 河川パトロール訓練、採水・

水質分析訓練、広報活動訓練、油流出

防止対策訓練など 
 

問 国土交通省下館河川事務所  

   管理課 25-2169 

いばらき子育て家庭優待制度

が始まります 
 

社会全体で子育て家庭を応援する

ため、県が発行する「いばらきKids 

Club」カードを協賛店舗等で提示す

ると、料金割引や粗品進呈等のサー

ビスが受けられる「いばらき子育て

家庭優待制度」が始まります。 

カードは，幼稚園、認可保育園，

各学校等を通じ、１家庭につき１枚

配付されます。（兄弟姉妹の構成等

により、配付される学校・学年が異

なります） 

その他、妊娠中の方や在宅のお子さ

んのいる家庭については，下記の窓

口で受け付けし、カードをお渡し 

しますのでご利用ください。 
 

●対象 妊娠中の方や18歳未満の 

    子どものいる家庭 

   （１家庭につき１枚） 

●受付窓口 

 ・市福祉事務所  

 ・市保健センター（第１子の妊娠届

をされる方のみ） 

●配付 10月15日（月）～ 

●制度開始 10月21日（第３日曜

日・家庭の日）予定 

●協賛店舗等 県子ども家庭課の 

ＨＰでご覧になれます。 

www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/

hoken/jifuku/jifuku.htm 
 

問 市福祉事務所 児童福祉係  

   内線1572 

キッズくらぶ 
 

お友達と楽しく体を動かしませんか。 

11月は親子リトミックを行います。 
 

●日時 11月14日（水） 

    午前10:30～11:30 

   （受付時間10:00～10:30） 

●対象 平成17年10・11月生まれ 

    のお子さんと家族の方 

●場所 市保健センター 

＊ 動 き や す い 服 装 で ご 参 加 く だ  

さい。 

＊持ち物…汗拭きタオル、飲み物 

＊直接会場へおこしください。 
 

問 市保健センター 43-1990 

年金相談の受付時間のお知らせ 
 

■ねんきんあんしんダイヤル（フリーダイヤル 

0120-657830）は、24 時 間 対 応 し て   

います。 
 

■休日の年金相談 

◆実施日 毎月第２土曜日 

＊受付時間 午前９時30分～午後４時 

◆場所 社会保険事務所 
 

■平日夜間の窓口延長 

◆実施日  

・毎週月曜日 午後７時まで 

（平成20年３月31日を除く） 

＊月曜日が休日の場合は翌日の火曜日に振り  

替えて実施します。 

◆場所 社会保険事務所 
 

■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」が 必 要  

です。 
 

問 下館社会保険事務所 年金給付課  

   25-0834 
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ふるさと博物館講座 受講者募集 
 

「博物館講座」を開催しますので、ぜひご参加

ください。 
 

■とき 10月20日（土） 午後１時30分～ 

■ところ ふるさと博物館 講座室 

■演題 下妻一高創立期の理化学機器の調査鑑

定を実施して 

■講師   舘野  清先生（県立農業大学校） 

■参加費 無料 

■募集人数  50名（小・中学生も大歓迎） 

■申込方法 申し込みは不要です。参加希望の

方は、当日、当館講座室にお集まりください。 
 

問 市ふるさと博物館 44-7111 

参加者募集  
 

市民将棋大会 
■とき 11月11日（日） 

    午前９時～ 

■ところ 下妻公民館 

     １階和室 

■参加費 1,000円 

     （弁当代他） 

＊当日持参してください。 
 

問 下妻将棋会（鈴木） 

       44-3430 
 

市民囲碁大会 

●とき 11月18日（日） 

            午前９時～ 

●ところ 下妻公民館 

     ２階和室 

●参加費 2,000円 

            （弁当代他） 

＊当日持参してください。 
 

問 常総清娯会（小林） 

   44-2522 
 

抹茶をおいしく点てる  

コツを学びませんか… 

－茶道無料体験－ 
 

●開催期間  

 11月３日（土）・４日（日） 

 午前10時～午後３時 

●定員 各日100名 

         （先着順） 

●ところ 下妻公民館 

     １階展示コーナー 

●参加方法 ご希望の方は、

開催期間中に会場へお越し 

ください。 
 

問 市茶道連盟香出水会 

  （井元） 43-6080 

知事と語ろう 『明日の茨城』   

参加者募集 
 

県政について橋本昌知事と意見交換して

みませんか。 新の県政の動きが分かりま

す。ぜひご参加ください。 
 

◆日時 11月15日（木） 

    午後２時～４時 

◆場所 坂東市立猿島公民館講堂 

   （坂東会場） 

◆応募方法 はがき、ＦＡＸ、Ｅメー

ルに住所、氏名（ふりがな）、年齢、

性別、職業、電話番号を明記し下記に

お申し込みください。 

◆対象 20歳以上の方 

◆応募締め切り 11月１日（木） 
 

問 申 県西地方総合事務所 

      県民生活課 

  〒308-8510 筑西市二木成615 

     24-9074 FAX24-2357 

     Ｅメール  kenmin@pref.ibaraki.lg.jp 

手話講座（入門編）受講者

募集／平成19年度 
 

聴覚障害者にとってのコミュニ

ケーションの方法として「手話」

があります。 

手話入門講座を開催し、手話に

対する関心を高め、初歩的な技術

を修得し、手話通訳者の養成につ

ながることを目的に開催します。 
 

●日時 11月１日（木）～ 

         平成20年３月27日（木） 

         午前10時～12時  

＊毎週木曜日 全20回 

●会場 千代川公民館  

● 受 講 者  手 話 に 関心 が あ り    

全20回に参加できる方 

●定員 20名以内 

●受講料  無料 ＊テキスト代

1,200円は自己負担 

●締切 10月29日（月） 

＊ただし定員になり次第締め切り 
 

問 申 市社会福祉協議会  

            44-0142  

ガールスカウト団員募集 
 

 ガールスカウト茨城42団（下

妻）が今年８月新しく出来まし

た。一緒に活動してくれる小学校

１年生～６年生までの少女を募集

しています。 

 月１回～２回野外活動・コーラ

ス・国際交流・キャンプなどを 

しています。 

 自分で考え行動できるように、

知識、技術、マナーなど身につけ

社会で生きていく力を育てます。 
 

問 申 ガールスカウト茨城42団 

    （飯塚） 44-8328 

    （鈴木） 44-2764 

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

護予防事業として、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です。（１時間程度） 

65歳以上の方なら、どなたでも参加できます。 
 

●対象地区 騰波ノ江地区・上妻地区 

●募集人員 各地区20名程度 

●日時・場所等 

●持ち物 汗拭き用タオル・水やお茶などの飲み物 

     体育館履き 

●参加費 120円（保険代） 

●申込締切 11月５日（月） 

＊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。 

＊他の地区も順次予定していますので、日程等が決まり 

次第お知らせします。 
 

問 申 市介護保険課 内線1532 

健康ウォーキング大会の参加者を募集します 
 

「第17回健康ウォーキング大会」を開催しますの

で、ぜひご参加ください。 
 

◆日時 11月３日（土）午前８時10分～ 受付 

＊雨天中止 

＊受付終了後に血圧測定・準備体操を行います。 

◆集合場所 市保健センター 

◆コース  

 保健センター～愛宕神社～砂沼大橋を往復 

 （６ｋｍ弱） 

◆参加資格 40歳以上の方（市内在住） 

◆募集人員 150名 

◆参加費 無料 

◆申込方法 10月19日（金）までに、電話または 

直接、保健センターにお申し込みください。 

＊保険加入のための氏名確認をします。 

＊保険加入のために事前に申し込みが必要です。 

＊当日の申し込みは参加できません。 
 

問 市保健センター 43-1990  

           内線1551～1555 

地区 月日 時間 場所 

騰波ノ江

地区 

11月20日（火） 
12月25日（火） 
１月15日（火） 
１月29日（火） 

受付9:30～ 
体操10:00～ 
（1時間程度） 

騰 波 ノ 江

市 民 セ ン

ター 

上妻地区 

11月20日（火） 
12月25日（火） 
１月15日（火） 
１月29日（火） 

受付13:00～ 
体操13:30～ 
（1時間程度） 

上 妻 市 民

センター 

はつらつエクササイズ教室 

（らくらく運動シェイプコース） 
 

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（らくらく運動シェイプコース）

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せんか。 
 

▼日程 11月10日・17日・12月１日 

    1５日・22日（土曜日） 

▼会場 千代川公民館 

▼講師 飛田 みつゑ 

             （エアロビクスインストラクター） 

▼時間 午前９時30分～11時30分 

▼内容 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、ストレッチマット

（お持ちの方）、飲み物 

▼申込期間 10月15日（月）～31日（水） 
 

問 申 市スポーツ振興課 内線2863 

      市保健センター 43-1990 

花貫渓谷へハイキングに行こう！ 
 

 市体育協会では交流会の一環としてハイキ

ングを開催します。紅葉に色づく高原を一緒

に散策しませんか。 
 

◆とき 11月11日（日）午前７時出発予定 

◆ところ 花貫方面ハイキングコース 

    （高萩市） 

◆参加費 １人2,500円 

    （入浴料、保険料含む） 

◆募集人数 60名 

     （定員になり次第締め切り） 

◆募集対象 市内在勤・在住者で付き添いが

なく１人でハイキングの出来る方  

＊学生は除く 

◆申込期間 10月15日（月）～26日（金） 

＊午前９時～午後５時 

（土・日・祝日を除く） 
 

問 申 市スポーツ振興課 内線2863 

市文化祭  

●下妻市ふるさと博物館展覧会● 

描かれた明治時代『銅版画の世界』

“開 催 中” 12月２日（日）まで 
 

 明治時代の下妻及び周辺地域に所在した

商店、工場、個人宅が繊細なタッチで描か

れた銅版画を展示し、当時の建築物の様子

や景観を紹介します。 



相 談 

インフルエンザ予防接種 
 

 予防接種法に基づき、インフルエンザの予防接種を実施します。 
 

◆対象者 

◎下妻市に住民登録をしている方で、接種当日満65歳以上の方 

◎60歳以上65歳未満の方のうち、心臓・じん臓・もしくは呼吸器の機能、または  

ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有する方 

◆接種期間 10月15日（月）～平成20年１月31日（木） 

◆接種回数 公費負担が行なわれるのは１回のみです。 

◆個人負担金 多少の個人負担金（1,000円程度）がかかりますので、各医療機関に 

ご確認ください。 

◆実施医療機関 

①市内指定医療機関 

＊予防接種希望の方は、医療機関に電話等で予約をしてください。 

＊年齢確認のため健康保険証を持参してください。 

＊流行する前の12月中ごろまでに接種することをお勧めします。 

②市外広域予防接種協力医療機関（市保健センターにお問い合わせください） 

＊市外医療機関での接種を希望する方は、事前に市保健センターにお申込み、予防接種

券及び予診票等の交付を受け、これを持参して接種を受けてください。 
 

－ご注意－ 

◎昭和17年10月～12月および昭和18年１月生れの方は誕生日から接種ができます。

なお、昭和18年２月１日以降生れの方は、今年度の補助対象になりませんので、ご注意

ください。 

◎当日の体調不良により接種できない場合、診察料がかかることもありますので、  

ご了承ください。 
 

問 市保健センター 43-1990 

11月の予防接種 
 

◇ポリオ生ワクチン投与◇   
●と き 11月13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 11月20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 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、インフルエンザを受けた場合－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 

 

◆とき 11月11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 029-823-7930  

女性のための人権相談 
全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間 
 

あなた一人で悩んでいませんか 
 

人はみな人権があり、それぞれが個人として人権を尊重されなければ

なりません。 

しかし、女性に対する人権侵害が依然として発生しており､大きな社会

問題となっています｡ 

県人権擁護委員連合会は､従来から様々な活動を通じて女性の人権問題

に取り組んできました｡平成12年度からその一環として、悩みを持った

女性が気軽に相談できる専用の電話相談窓口を設けました。それが 

「女性の人権ホットライン」です。 

 職場における男女差別やセクハラ、夫やパ－トナ－からの暴力、  

スト－カ－などの女性に対するあらゆる人権侵害について相談を受け付

けています。秘密は厳守します。 
 

◆期間 11月12日（月）～18日（日）７日間 

◆時間 午前８時30分～午後７時 

＊土・日曜日は、午前10時～午後５時 

◆電話 0570-070-810（ゼロナナゼロのハートライン） 

◆相談員 人権擁護委員・法務局職員 
 

問 水戸地方法務局 人権擁護課 029-227-9919 

医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号 

宇津野医院 45-0311 軽部病院 44-3761 
菊山胃腸科外科医院 44-2014 坂入医院 43-6391 
鯨井内科 44-0088 砂沼湖畔クリニック 43-8181 
中山医院 43-2512 湖南病院・とき田クリニック 44-3232 
古橋耳鼻咽喉科医院 45-0777 平間病院 43-5100 
渡辺クリニック 43-7773 浅田医院 44-3957 
下條整形外科 43-3666 古橋医院 44-2792 
中嶋医院 44-3008 とやまクリニック 30-5010 

茨城県の雇用相談窓口 
 

◆ジョブカフェ（就職支援センター） 

就職相談、適職診断、職業紹介、内職紹介など 
 

問 ジョブカフェけんせい 23-3811 

 

◆いばらき労働相談センター 

労働条件、採用、解雇、賃金不払い、職場での

いじめなど 
 

問 24-2211（内線217） 

11月の相談 

歯の何でも電話相談 
 

入れ歯のこと・子どもさんの歯

の悩み・インプラント・矯正・口

臭の悩み・顎関節症・歯周病・ブ

ラッシングの仕方・料金のことな

ど、歯についての悩みや質問を受

け付けます。 

 匿名で結構ですので、お気軽に

お電話ください。歯科医師がご相

談に応じます。 

区分 日時 場所 問い合わせ 

心 配 ご と

相談 

11月６日・13日・20日・

27日（火曜日） 
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13日と27日

（予約制） 

下妻公民館 

２階和室 

市社会福祉 

協議会 

44-0142 

行政相談 

11月９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 
11月16日（金） 
午後１時30分～３時30分 

下妻公民館 

１階 和室 

人権相談 

（困りごと） 

11月16日（金） 
午後１時30分～３時30分 

千代川公民館 

１階 小会議室 

市人権推進室 

内線1583 

納税相談 

夜間納税相談 

11月１日（木） 
午後５時30分～７時30分 
休日納税相談 

11月25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 



 

市 立 図 書 館 で は、｢図 書 館 ま つ り｣を 開 催   

します。 

楽しい催し物がいっぱいです。ぜひご来館くだ

さい。 
 

■９時30分～  

 子ども映画会（２階映像ホール） 

＊パディントンベア２（39分） 

■10時～  

 本のリサイクルフェア（１階交流ホール） 

＊市民から提供されたリサイクル本、図書館所蔵

の 雑 誌 の う ち 保 存 年 限 が す ぎ た も の を 提 供   

します。 

■10時15分～  

 おりがみ体験コーナー（１階交流ホール） 

■11時～     

 おはなしの花たば（１階児童室おはなしコー

ナー） 

＊絵本・パネルシアター・大型絵本・むかし話 

■12時～     

 紙芝居おじさん（１階交流ホール） 

■12時30分～  

 雑誌付録の抽選会（2階ラウンジ） 

■13時～     

 対面朗読見学体験（1階交流ホール） 

■14時 終了予定 
 

問 市立図書館 43-8811  

「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

10 月 28 日（日）の図書館まつりで実施しま

す。その一環として、皆さんのお宅で読まなく

なった本を無償で提供してもらい、自由に持ち帰

れるコーナーを設けます。眠っている本が息を吹

き返す良い機会です。下記により持ち込み受付を

行いますので、市民の皆さまのご協力、ご参加を

お願いします。 
 

■受付期間 10月10日（水）～25日（木） 

■受付場所 図書館内サービスカウンター 

     （直接持込に限ります） 

＊ただし、以下の資料は受け付けできません  

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） 

＊「本のリサイクルフェア」で 終的に残った 

図書は処分する場合もありますので、あらかじめ

ご了承ください。 

問 市立図書館 43-8811 

ネイチャーセンター絵画展 『小貝川の自然美を描く』 
 

 下妻市水彩画会のみなさんが描いた作品を展示していま

す。美しい小貝川の豊かな自然の魅力を、あらためて感じ

られると思います。ぜひご来館ください。 
 

■とき 10月21日（日）まで   －開催中－ 

        午前９時～午後４時30分  

    ＊10月21日（日）は午後４時までとなります。 

■ところ ネイチャーセンター ギャラリーⅠ 

■共催 下妻市水彩画会 

            小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター 
 

問 小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター 45-0200 

地球温暖化防止にご協力を！ 
 

 市では10月～12月にかけて、地球温暖化防止

に向けてさまざまなイベント・啓発を実施しま

す。 
 

●県内一斉マイバッグ運動「お買い物はマイ

バッグ持参で！」 

 市では、県・環境保全茨城県民会議・大好きい

ばらき県民会議が実施する「マイバッグ運動」に

参加しています。 

 レジ袋を削減し、地球温暖化を防止するため、

お買い物にはマイバッグを持参しましょう。 
 

●地球温暖化防止パネル展の実施 

 地球温暖化の仕組みや影響・対策についてまと

めたパネル展を開催します。ぜひご覧ください。 

 ・日時 10月９日（火）～10月19日（金） 

 ・場所 本庁舎1階市民ホール 
 

●地球温暖化防止イベント開催 

 しもつま砂沼フェスティバル（10月20日・ 

21日）に地球温暖化防止コーナーを設置します。 

パネル展や温暖化クイズラリー（参加賞として 

マイバッグの配布 ＊両日先着150名）など、 

展示や体験を通して地球温暖化防止を考える  

イベントです。ぜひ、お立ち寄りください。 
 

問 市生活環境課 内線1425 

国際交流祭／第６回 
 
外国人との交流を楽しんでみませんか 
 

 ネットワーカーしもつま主催による第６回下妻

市国際交流祭が下記のとおり開催されます。 

サンバパレードや世界各国の音楽や踊りが繰り広

げられ、諸国名産品の販売やバザーなども実施さ

れます。この機会に、交流の輪を広げてみません

か。 
 

 スタッフとして協力していただける方（ボラン

ティアスタッフ）及び参加者を募集します。詳し

くはお問い合わせください。 
 

◆とき 10月21日（日） 午後１時～３時 

＊スタッフとして参加希望の方は、事前の打合せ

から出席をお願いします。 

◆ところ 砂沼サンビーチ 

（砂沼フレンドリーフェスティバルと同時開催） 

◆参加費 無料 

◆主催 ネットワーカーしもつま 
 

問 申 市企画課 内線1312 

 

 10月20日（土） 午前10時～午後４時 

  ＊キャンドルナイト 午後６時～８時 

 10月21日（日） 午前10時～午後３時30分 

  会場 砂沼サンビーチ 
 

◆商工まつり◆ 
青空市、県産品展示即売会、 

商工会女性部・青年部模擬店 など 
 

◆農畜産まつり◆ 
農畜産物消費拡大、手作り加工品即売、野菜・果物即売、 

米消費拡大、特産品即売 など 
 

◆砂沼フレンドリーフェスティバル◆ 
チア魂～cheerspirit～、キャラクターショー、チビッコ 

ダンスタイム、大ビンゴ大会、国際交流祭、赤ちゃんハイ

ハイ選手権、キックターゲット、テニストーナメント など 
 

◆市民交流広場◆ 
市民ステージ、大鍋豚汁、チビッコ広場、事業所広場、 

観光物産ＰＲ、消費生活展、常総線コーナー、都市緑化

祭、福祉コーナー、キャンドルナイト、Ｅボート体験  

試乗 など 

＊イベントによっては、開催が１日のみになります。 

＊イベント内容が変更になる場合もあります。 
 

問 市商工観光課 内線2634 
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『シモンちゃんチケット』 販売 
 

ポピーの種、豚汁の試食が１セットに

なったシモンちゃんチケットを販売しま

す。この収益金は、「花のまちしもつ

ま」の推進費用及び砂沼フェスティバル

運営費の一部にさせていただきます。 
 

■販売日時 10月21日（日） 

    午前９時30分～ ＊大会当日のみ 

■場所 砂沼フェスティバル イベント 

会場（砂沼サンビーチ） 

■金額 1枚100円（お一人様何枚でも

購入できます） 

＊販売後の払い戻しはしません。 

■販売枚数 2,000枚（なくなり次第 

販売を終了します） 

■ご利用日時 10月21日（日） 

午前10時～午後３時30分（雨天決行） 
 

＊豚汁配布は午前11時から午後1時くら

いまでです。 

＊ ポ ピ ー 種 は、当 日 大 会 会 場 で 配 布  

します。 
 

問 市商工観光課 内線2634 

砂沼フレンドリーフェスティバル 

（Ｓ Ｆ Ｆ）  

ボランティアスタッフ募集 
 

SFF 実 行 委 員 会 で は、10 月 21 日

（日）しもつま砂沼フェスティバルに 

おいて開催するイベントの、ボランティア

スタッフを募集しています。 
 

メインイベント・・・ 

「チア魂～cheer spirit～」  

   ゲスト：三田 智子 

◆内容 当日各イベントを実行委員会の

スタッフと一緒に運営 

＊事前打合せ会議あり 
 

問 ＳＦＦ実行委員会事務局［市商工会 

    内］ 43-3412（稲葉祐也） 

図書館まつり  10月28日（日） 

2007しもつま砂沼フェスティバル 


