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しもつま 広
報 「第３回下妻市ジュニアソフトテニス大会」 

 
▼日時 11月２日(日)午前8時30分集合 

    ※雨天時は11月３日(月)に延期 

▼会場 柳原球場テニスコート 

▼種目 女子 1部・２部・３部(初心者)、男子 

▼表彰 表彰状(各部3位まで)、賞品(出場者全員) 

▼参加資格 市内に在住または在学する小学生 

▼試合方法 ダブルスによるリーグ戦およびトーナメ 

      ント戦で、すべて５ゲームマッチ 

▼参加費 1ペア2,000円 

▼申込方法 電話にてお申し込みください。 

▼申込締切 10月17日(金) 
 

問 申 下妻市ソフトテニス連盟事務局 

     (宮本) 44-2805 (落合) 44-6225 

「第２回下妻市親子ソフトテニス大会」 
 
▼日時 10月19日(日)午前8時30分集合 

    ※雨天時は１０日26日(日)に延期 

▼会場 柳原球場テニスコート 

▼参加資格 市内在住または在学する小学生とその親 

▼試合方法 親子ダブルスによるリーグ戦およびトー 

      ナメント戦で、すべて５ゲームマッチ 

▼参加費 １ペア1,500円 

▼申込方法 電話にてお申し込みください。 

▼申込締切 10月３日(金) 
 

問 申 下妻市ソフトテニス連盟事務局 

     (宮本) 44-2805 (落合) 44-6225 

「第１回市長杯・市民グラウンドゴルフ大会」 
 
▼日時  11月５日(水)午前９時 ※雨天のとき６日(木) 

▼会場 千代川緑地公園内グランドゴルフ場 

▼参加資格 60歳以上の市内在住・在勤者 

      ３名以上１組 

▼試合方法 個人戦 ４ゲーム 

▼参加費 1名500円 ※１組500円ではありません。 

▼申込方法 ３名以上のグループ単位で、参加費を持 

      参のうえ、お申し込みください。 

▼申込締切 10月１日(水)午後５時 

▼その他 用具の貸出もしますので、用具のない方や 

     初心者の方も大歓迎です。 
 

申 市スポーツ振興課(千代川庁舎) 

   ※土・日曜日を除く 

 千代川運動公園ふれあいハウス ※月曜日を除く 

 受付時間 いずれも午前８時30分～午後５時 
 

問 下妻市グラウンドゴルフ協会 

   (西沢) 43-1382 

「エコ教室」～布わらじを作ろう～ 
 
▼とき ９月28日（日）午前9時～正午 

▼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枚または不用 

        な浴衣などの綿の布、裁ちバサミ 

▼定員 15名 

▼申込締切 ９月19日（金） 

      ※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 

「秋の野外植物観察会」 
～小貝川の豊かな自然を楽しみませんか～ 
 

散策路をゆっくりと歩きながら、植物の名前や生態

を説明しますので特別な知識がなくても大丈夫です。 

 小貝川の散策を楽しみたい方、秋の植物を知りたい

方、お気軽にご参加ください。 
 
●とき 10月19日(日)午前９時30分 

●集合場所 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 

●講師 五木田 悦郎 先生 

●募集人員 20名 ※定員になり次第締め切ります。 
 

問 申 ネイチャーセンター 45-0200 

参加者を募集します 

「第17回 ビーチボールバレーリーグ戦」  
 
▼期間  10月、12月、平成21年１・２・３月の 

    第２・３日曜日 

▼試合会場 市総合体育館 他(１チーム30～34試合) 

▼参加条件 1チーム8名以上 

       男女混合の部は男４名女４名以上 

       女子の部は8名以上 

      参加選手全員がスポーツ傷害保険に加入 

▼参加費 男女混合の部8,000円、女子の部7,000円 

     ※監督会議の際に納入してください。 

▼申込方法 所定の用紙にメンバーを記入してお申し 

      込みください。 

▼申込締切 ９月20日(土) 
 

申 市スポーツ振興課(千代川庁舎) 

   ※土・日曜日を除く 

 市総合体育館 ※月曜日を除く 

 受付時間 いずれも午前８時30分～午後５時 
 

問 下妻市ビーチボールバレー連盟リーグ戦事務局  

   (沢部) 43-0830 

勤労青少年ホーム「集い」ふれあいとスポーツ 
 
▼日時 10月5日(日) 午前11時～午後4時 

▼場所 勤労青少年ホーム 

▼内容 昼食会・ビーチボールバレーと卓球、 

    後に参加者全員で商品抽選会 

    ※運動のできる服装で参加してください。 

▼参加費 講座受講生は無料、一般の方は1名500円 

▼定員 30名 

▼申込締切 9月21日(日) 

      ※月曜日・9月16日(火)は休館日です。 
 

問 申 市勤労青少年ホーム 43-7423 

「沼原湿原へハイキングに行こう」 
 
 下妻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。 

紅葉に色づく湿原を一緒に散策しましょう！ 
 
●とき 10月12日(日)午前７時出発予定 

●ところ 沼
ぬまっ

原
ぱら

方面ハイキングコース 

     [栃木県那須高原] 

●参加費 １人2,500円 

     (入浴料、保険料含む) 

●募集人数 40名 

      ※定員になり次第締め切ります。 

●募集対象 市内在勤・在住者(学生は除く)で、付き 

      添いなく１人でハイキングの出来る方 

●申込期間 ９月16日(火)～26日(金) 

      午前9時～午後5時 

※土・日曜日・祝日を除く 

●申込方法 電話にてお申し込みください。 
 

問 申 市スポーツ振興課 内線2863 

「第20回砂沼マラソン大会」 
 
 砂沼マラソン大会を開催します。 

皆さんふるってご参加ください。 
 
●日時 11月16日(日)午前８時15分 

●会場 砂沼サンビーチ[砂沼広域公園内] 

●種目 

・砂沼一周(6.5km) 一般男子・女子 

          高校男子・女子 

・砂沼南(4km)   一般男子・女子 

          高校男子・女子 

          中学生男子 

・観桜苑(2.3km)  中学生女子 

          小学生男子・女子(5・6年生) 

・親子(2km)    親子A(1年生)、親子B(2年生) 

          親子C(3年生)、親子D(4年生) 

●参加費 一般男子・女子、親子の部 2,000円 

     (高校生以下無料) 

●申込方法 

 申込書に記入のうえ、スポーツ振興課、総合体育 

 館、千代川運動公園ふれあいハウスのいずれかまで 

 直接申し込むか、スポーツ振興課まで郵送でお申し 

 込みください。 

●申込締切 10月７日(火) 

●主催 市・市教育委員会 
 

問 市スポーツ振興課  内線2862 

  〒304-8555[下妻市鬼怒230] 

「第７回下妻市国際交流祭」 
 

 ネットワーカーしもつま主催による国際交流祭を開

催します。 

 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

ので、この機会に交流の輪を広げて

みませんか。 

 詳しくはお問い合わせください。 
 
 

●とき 10月19日(日)  

    午後１時～３時 

 ※スタッフとして参加希望の方は、 

  事前の打ち合わ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 

ボランティア

ス タ ッ フ も 

同 時 に 募 集

しています！ 

 

参加者を募集します 



不動産取得税について 
                

土地や家屋を売買、贈与、交換等により取得したと

きや、家屋を新築したときなどは、不動産取得税が課

税されます。 

 税額は、課税標準額（固定資産課税台帳に登録され

ている価格または固定資産評価基準により評価し決定

した価格）に、平成20年４月１日以降に土地または住

宅を取得された場合は３パーセント、同じく住宅以外

の家屋を取得された場合は４パーセントをそれぞれ乗

じた額です。 

ただし、宅地および宅地評価土地を平成21年３月

31日までに取得した場合は、課税標準額が２分の１に

軽減されます。 

なお、住宅や住宅用土地を取得した方は、一定の要

件のもとで税額が軽減される場合があります。 

 詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 県筑西県税事務所 課税第二課 24-9197  

10月は木づかい推進月間です 
 

「木づかい」とは、県産材など地域の木材による製

品を積極的に使うことによって森を育てる、誰にでも

できるエコ活動です。 

森林には、災害の防止や地球温暖化の原因となる

CO2の吸収といった様々な働き（公益的機能）があり

ますが、こうした働きは適切な手入れ（森林整備）が

行き届いた森林でこそ十分に発揮されます。 

地域の木材を使うことは地域の森林整備を促進する

ため、森林が本来持っている公益的機能を発揮させ、

地球温暖化の防止にもつながるのです。 

 この機会に、暮らしの中にもっと木製品を取り入れ

てみませんか。 
 

問 県林政課 森づくり推進室 

   029-301-4021 
 

  ※木造住宅・木材の利用に関するお問い合せ 

 県木材協同組合連合会 029-227-3356 

「パーソントリップ調査」にご協力ください 
 

県では、皆さまから１日に使用した交通機関などを

教えていただき、人の１日の移動を把握して暮らしや

すいまちづくりの検討を進めています。 

このため、10月～11月にかけて交通に関する調査

｢東京都市圏パーソントリップ調査｣を実施します。 

対象となるご家庭には調査票をお送りしますので、

本調査へのご協力をお願いします。 
 

問 県都市計画課 

   029-301-4579 

道路に張り出している樹木伐採のお願い 
 

民地の樹木の枝が、歩道や車道へ張り出し、通

行の支障となっている場所が見受けられます。張

り出した枝等で事故が生じた場合には、樹木の所

有者の責任となります。 

樹木の枝が道路の上空に張り出したり、枝葉が繁

茂して道路に飛び出していたり、立ち枯れ等して

いる場合には、所有者の方は個人の管理・責任の

もとに、枝払い・伐採等の処置をお願いします。 
 

問 県常総土木事務所 用地管理課 

   0297-42-2621 

屋外広告物は許可が必要です 
～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

示を行なうには、多くの場合、市町村長の許可が

必要となります。この許可には一定の基準（許可

基準）があり、許可を受けるためには、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・許可基準については、お問い合わせ 

 ください。 
 

問 市都市整備課 内線1725・1726 

住宅用火災警報器等の設置義務をご存知ですか 
 
条例により、平成18年６月1日から新築される住宅には住

宅用火災警報器等の設置が義務付けられています。 

なお、既存住宅についての設置は、平成23年６月1日から

義務となります。 
 

●住宅用火災警報器等を設置する場所は、寝室や階段です。 

●設置する警報器の種類は、煙式のものです。 

●住宅用火災警報器等は、「ＮＳ」マークのある商品の購入

を推奨します。 

●住宅用火災警報器等の購入は、 寄りの防災機器販売業者

またはホームセンター等にて取り扱われています。 

●悪質な訪問販売等には、十分注意してください。 
 

詳しくは 寄りの消防署にお問い合わせください。 
  

問 茨城西南地方広域市町村圏事務組合 消防本部予防課 

   0280-47-0129 

   下妻消防署 43-1551    

「ノーマイカーデーいばらき」にご協力ください 
 
 県内全市町村と県、交通事業者などにより構成する「茨城

県公共交通活性化会議」では、通勤時のマイカー利用自粛に

取り組む「ノーマイカーデーいばらき」を、10月の毎週水

曜日を対象日として実施しています。 

 この取り組みを通じて、公共交通の重要性や、過度のマイ

カー利用による地球温暖化などの問題について考えていただ

けるよう、皆さんのご協力をお願いします。 

 また、この取り組みに参加いただける事業

所を募集していますので、参加を希望される

場合は、お問い合わせください。 
 

問 県企画課交通対策室 029-301-2536 

 ホームページ http://www.koutsu-ibaraki.jp/ 

福祉用具の使用に注意～介護ベッド、電動車いす、電動介護リフトおよび介護ベッド用手すりの重大事故に係る公表～ 
 
 高齢者の方や要介護者の方が使用している福祉用具に、重大な事故が発生しており、 

 事故発生事例が経済産業省より公表されています。 

 福祉用具を使用するときは、十分に注意し、適切な対応をお願いします。 
 

【福祉用具 重大事故関係一覧】 

事故 

発生日 
製品名等 

被害 

状況 
事故内容 

事故発生 

都道府県 

6月20日 介護ベッド 
重傷 

１名 

介護者を車いすに移乗させるため、ベッドの端に端座位の状態にし

ていたところ、ベッドの高さが一番高い位置付近まで上がってお

り、介護者が転落して重傷を負った。現在、原因を調査中。 

奈良県 

6月17日 
電動車いす(ハンドル形) 

事業者名 スズキ㈱ 
火災 

走行中に、椅子の下部より異音がして発火、全焼した。 

現在、原因を調査中。 
茨城県 

6月3日 電動介護リフト 
重傷 

1名 

移動中に、身体を受けているスプリングシートから身体がすり抜け

て落下した。現在、原因を調査中。 
愛媛県 

平成19年 

12月 

介護ベッド用手すり 

事業者名 

パラマウントベッド㈱ 

死亡 

1名 

ベッドに設置した下側の横桟にあごが引っかかった状態で発見され

た。下側の横桟とマットレスのすき間からずり落ち、あごが引っか

かったものと思われる。現在、原因を調査中。 

鹿児島県 

問 経済産業省製品安全課 製品事故対策室 03-3501-1707 

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 
 
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。 

 ◆分譲概要 

【所在】本宿町２丁目、田町１丁目、田町２丁目 

【分譲区画】８区画〈全41区画・分譲済33区画〉   

【分譲面積】 

  189.49㎡(約57坪)～333.43㎡(約101坪） 

【価格】1,050.43万円台～1,922.31万円台 

【坪単価】16.49万円～19.47万円 

【 多価格帯】1,100万円台 ５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】９月20 日(土)・21日(日) 

    午前10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 

 〈保健センター地先、信号付近〉 

※台風等悪天候の場合は、中止します。 

※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、お申し込みください。 

◆分譲価格表＜８区画＞ 

 

下妻駅から徒歩10分 坪単価16.49万円より８区画 

つくばエクスプレス TX「守谷駅」経 由 

常総線「下妻駅」    「都心｣約70分 

宅地番号 面積（㎡） 販売価格（円） 用途地域 

2 １９６．７１ １０，５０４，３１４ ② 

３ ２３２．０６ １１，５７９，７９４ ② 

４ ３３３．４３ １７，１７１，６４５ ② 

５ ３２６．３７ １９，２２３，１９３ ③ 

６ ２１６．４７ １１，４５１，２６３ ① 

８ １８９．４９ １１，０６６，２１６ ③ 

９ １８９．４９ １１，０６６，２１６ ③ 

１０ １８９．４９ １１，０６６，２１６ ③ 

※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  
    

問 申 市都市整備課 区画整理係 内線1726  
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しもつま 広
報 

電子証明書(公的個人認証)業務の一時休止 
 
 公的個人認証サービス更新作業のため、市民

課・くらしの窓口課の窓口で行なっている電子

証明書(公的個人認証)業務を一時休止します。 

 なお、市民課での住民基本台帳カード(住基

カード)の受付・発行は通常どおり行ないます。 
 
 ■業務休止日 9月22日(月) 
 

 問 市民課 内線1412 

区分 日時 場所 問い合わせ 

心配ごと相談 

10月７日・14日・21日・

28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１４日と28日

(予約制) 

下妻公民館 

２階 小会議室 

※14日は第二庁舎 

中会議室に変更 

( 法 律 相 談 は 2 階   

学習室) 

市社会福祉 

協議会 

44-0142 
  

行政相談 

(10月は特設

相談日です) 

10月10日(金)  

午前１0時～午後３時 

千代川公民館 

１階 小会議室 市秘書課 

内線1212 10月17日(金) 

午前１0時～午後３時 

下妻公民館 

１階 和室 

人権相談 

（困りごと） 

10月24日(金) 

午後１時30分～３時30分 

下妻公民館 

１階 和室 

市人権推進室 

内線1583 

納税相談 

夜間納税相談 

10月２日(木) 

午後５時30分～７時30分 

休日納税相談 

10月26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 

こころの 

健康相談 

10月８日（水） 

午後１時～３時（予約制） 

第二庁舎3階 

小会議室 

市福祉事務所 

内線1573 

平成２１年度 

自動車整備科推薦入学者募集 
 
●訓練科名 自動車整備科 

●募集定員 10名 

●訓練期間 ２年 

●訓練内容 

 ２級自動車整備士の試験合格を目標に、 

 エンジン・シャシの分解整備、故障診 

 断・点検・検査など専門的な知識技能を 

 学びます。 

●応募手続き 

◇応募資格 

平成20年度に高等学校を卒業または卒 

業見込みの者  

◇受付期間 

 ９月29日(月)～10月10日(金) 

◇提出書類 入学願書、推薦書、調査書 

◇試験日 10月17日(金) 

◇選考内容 

推薦書、調査書、面接、小テスト(数学) 

◇試験場所 県立古河産業技術専門学院 

◇合格者発表 10月24日(金) 
 

問 申 
 
 県立古河産業技術専門学院 

 0280-76-0049 

 〒306-0126[古河市諸川1844] 

平成２１年度県立農業大学校学生募集 
 
平成21年度から、新しい県立農業大学校 

(専修学校)がスタートします。 

※大学への編入学の受験資格が得られます。 
 

■募集人員等 

■願書受付・入学試験 

問 申 県農業大学校 入試事務局 029-292-0010 

     〒311-3116[東茨城郡茨城町長岡4070-186]   

     ホームページ http://www.ibanodai.ac.jp/ 

区分 学科名 
募集 

人員 
受験資格 

修業

年限 
専攻コース 

学科 

農学科 40名 高校等を卒業した

者および平成21

年３月に卒業また

は終了見込みの者 

2年 
普通作・果樹・ 

露地野菜 

畜産学科 10名 2年   

園芸学科 30名 2年 施設野菜・花き 

研究学科 10名 
農業大学校卒また

は短大等卒以上 
2年 

作 物・園 芸・ 

畜産 

試験区分 願書受付期間 試験日 選抜方法 

推薦入試 10月２日(木)～17日(金) 10月27日(月) 

小論文 

口述試験 

(個別面接) 

一般 

入試 

前期 
12月17日(木) 

～平成21年1月16日(金) 

平成21年 

１月30日(金) 
筆記試験 

口述試験 

(個別面接) 後期 
平成21年２月９日(月) 

～27日(金) 

平成21年 

３月６日(金) 

一般入試 

(研究科) 
10月２日(木)～17日(金) 10月27日(月) 

筆記試験 

口述試験 

(個別面接) 

法務総合相談所開設 
 

法務局の取り扱う業務全般につい

て、法務局職員および人権擁護委員が

相談に応じます。 

秘密は固く守ります。 
 
◆日時 10月５日(日) 

    午前10時～午後4時 

    (受付は午後3時まで) 

◆場所 道の駅しもつま 2階研修室 

◆相談内容 

 境界争い、相続・贈与・売買などの

登記手続、抵当権の抹消手続、地代家

賃の供託手続、戸籍の届出方法、成年

後見制度、サラ金の取立て問題、夫

婦・親子などの家庭内の問題、近隣と

のトラブル、セクハラ、子どものいじ

め、ＤＶ問題など 

◆料金 無料 
 

問 水戸地方法務局下妻支局  

   43-3935 

新しい民生委員・児童委員を紹介します  
 

民生委員・児童委員の退任に伴い、後任の委員２人が

委嘱され、小島の石堂・新堀地区の担当民生委員が変更

になりました。 

 民生委員・児童委員は、各担当地域において社会福祉

の増進に努め、市民生活のさまざまな相談に応じます。 
 
【今回委嘱された委員】※任期 平成22年11月30日 

  新任 地区変更 

氏名 稲川 榮次 若 博 稲川 尚武 

住所 下妻戊45 小島1107-2 小島1051-2 

電話 44-5873 44-5274 44-5829 
担当 

地域 
下子町・不動宿 石堂 石堂・新堀   市内都市公園等でのバーベキューが 

  禁止になります 
 
 現在、都市公園等では市長の許可によりバー

ベキューをすることができますが、このところ

バーベキューによる火の不始末やゴミの不法投

棄等が後を絶たないため、やむをえず平成21年

１月より、市内都市公園等でのバーベキューを

原則禁止とします。 

１月以降は、小貝川ふれあい公園のバーベ

キュー施設をご利用ください。 

 また、12月までのバーベキューの利用には今

までどおり事前の申請が必要です。 
 

 問 市都市整備課 内線1722 

農業振興地域整備計画の総合見直し 
 

平成21年度より農業振興地域整備計画の変更(総

合見直し)を予定しています。 

このため、平成21年度前期から平成22年度後期

については、農用地区域の除外・編入等に係る申請

の受け付けができません。この期間に申請を予定し

ている方は、次回12月の受け付けで申請するよ

う、ご準備ください。12月が総合見直し前の 後

の受け付けになります。 
 

問 市農政課 内線2624・2625 

生ごみ処理機器の購入費用を補助します 
 

市では、家庭から出される「生ごみ」の減量化を図る

ため、生ごみ処理機器の購入費用の一部を補助します。  

家庭から出されるごみのうち、「生ごみ」は約４割を

占めます。生ごみを土にかえし、 

ごみを減らしましょう。 
 
■補助金の額 

・生ごみコンポスト 

  購入金額の1/2 上限3,000円(一世帯2基まで) 

・機械式生ごみ処理機 

  購入金額の1/3 上限20,000円(一世帯１基まで) 

■申請の手続き 

 生ごみ処理機器を購入後20日以内に、領収書・仕様書 

 (カタログ等)・印鑑・振込先口座のわかるもの(郵便局 

 を除く)をお持ちのうえ、申請してください。 
 
 ※申請時の注意点(以下の方は補助対象外となります) 

  ・市税等を滞納されている方 

  ・過去にこの補助金の交付を受けてから、５年以上 

   経過していない方 

  ・事業用の生ごみ処理機やディスポーザー（破砕 

   機）を購入された方 

 ※補助は先着順となります。 

  なお、予算額に達した時点で終了となります。 
 

問 申 市生活環境課 内線1424・1425 

募 集 



市外の催し 

案 内 募 集 

筑西遊湯館「敬老の日イベント」 
 
●日時 9月15日(月)午前10時～午後9時 

    65歳以上の方 

     入館料半額(500円⇒250円) 

※運転免許証等、年齢の確認できるものをご

持参ください。 
  

問 筑西遊湯館 33-5151 

   [筑西市下川島471-2] 

ふるさと博物館『まちの美術展』開催 
 
 市文化団体連絡協議会では、平成19年度県主催の「芸術祭美

術展」「わくわく美術展」に出品し、入賞・入選された皆さまの

ご協力をいただき「第11回まちの美術展」を開催します。 

皆さまのご参観をお待ちしています。 
 
●会期 ９月13日(土)～23日(火・祝） 

    ※９月16日(火)・22日(月)は休館日 

●会場 ふるさと博物館 

●展示作品 日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真 

●入館料 「まちの美術展」のみの参観は無料 
 

問 ふるさと博物館 44-7111 

平成20年度 下期 認定農業者募集 
 
 現在の農業経営を見直し、経営規模の拡大や集

約化、合理化等により魅力ある経営づくりを目指

す意欲ある農業者を支援するために、「認定農業

者制度」があります。 

 市では、意欲的に農業経営を考えている方を対

象に、受け付けを行ないますので、「農業経営改

善計画認定計画書」を提出してください。 
 
●申込期間 9月10日(水)～30日(火) 
 

問 申 市農政課(千代川庁舎) 内線2642 

「男女共同参画 

 チャレンジ支援シンポジウム」を開催します 
 

県では，男女共同参画社会の実現を目指し

てシンポジウムを開催します。 

 入場は無料です。 

 多くの皆さまの参加をお待ちしています。 
 
●日時 10月５日(日)正午開場 

●会場 古河市生涯学習センター総和(とねミドリ館) 

    [古河市前林] 

●テーマ 「ワーク・ライフ・バランス」 

      ～未来を拓く生き方、働き方を考える～ 

●内容 基調講演 

     (独)労働政策研究･研修機構  奥津眞里 氏 

    パネルディスカッション 
 

問  県西地方総合事務所 県民生活課 24-9074 

市内の催し 

子育てひろば研修セミナーを開催します 
 

子育て支援拠点の役割について考え、県内の多

彩な子育て支援拠点がお互いの活動を発表し、そ

れぞれの広場の実践に生かし、つながりを深め合

いましょう 
 
●開催日 10月4日(土)午前10時～午後４時 

●会場 つくば国際会議場エポルカつくば 

    [つくば市竹園2-20-3] 

●テーマ ひろばがつなぐ、いばらきの子育て 

●参加費 無料 

●定員 100名  

●申込締切 9月22日(月) 
 

問 申 実行委員会事務局 NPO法人ままとーん 

     029-838-5080 

はつらつエクササイズ教室参加者募集 

～メタボ対策・筋力アップ男性コース～ 
  

運動をする機会の少ない方、みんなで

一緒に身体を動かしたり、楽しく運動し

て日頃の運動不足を解消しましょう。 
  
▼日時 10月2日・9日・16日(木) 

    午後７時30分～９時 

▼会場 市総合体育館 

▼講師 つくばトータルヘルスプラザ 

▼内容 筋力アップを目的とした基礎的なトレーニング 

▼受講対象 市内在住、在勤の男性 

▼募集人数 30名 

▼参加費 １人500円(保険代として事前に徴収します) 

▼持参物 運動靴、タオル、飲み物、 

     ストレッチマット(お持ちの方) 

▼申込締切 ９月26日(金) 

      ※定員になり次第締め切ります。 

▼申込方法 電話にてお申し込みください。 
 

問 申 市スポーツ振興課 内線2863 

     市保健センター 43-1990 

アクアビクス教室参加者募集 
  

初めての方、泳げない方でも大丈夫です。 

 みんなで楽しく水中運動をして、普段の運動不

足を解消しましょう。 
 
▼日時 9月24日・10月１日・８日・15日・ 

    22日・29日(水) 午後１時～３時 

▼会場 ほっとランドきぬ[中居指1126] 

▼講師 ほっとランドきぬ フィットネストレーナー  

▼内容 ストレッチ体操、音楽に合わせた水中運 

    動など 

▼受講対象 市内在住、在勤の方 

▼募集人数 20名 

▼参加費 1人500円(保険代) 

     ※ほっとランドきぬ利用料金が別途か 

      かります(1回500円) 

▼持参物 水着、帽子、バスタオルなど 

▼申込締切 ９月19日(金) 

      ※ 定員になり次第締め切ります。 

▼申込方法 電話にてお申し込みください。 
 

問 申 市スポーツ振興課 内線2863 

みんなであそぼう！ 

～あそびの広場を実施します～ 
 

子育て真っ 中のみなさん。いつもどこで

お子さんを遊ばせていますか。 

 親子そろって、広い場所で思いっきり体を

動かしてみませんか。ベテランママや、先輩

ママに育児の悩み相談をしたり、友達ママ同

士で情報交換をしたり・・・ 

そんな“広場”に遊びに来ませんか。 
 
●とき 10月３日(金)午前10時30分～正午 

    ※ぴよぴよ教室と共同開催 

●ところ 千代川緑地公園[千代川庁舎敷地隣り] 

     ※雨天の場合 千代川保健センター 

●対象者 市内のお子さんとその保護者 

●参加費 無料 

●内容 創作コーナー、落書きコーナー、 

    お話コーナー、ミニミニ運動会など 

●主催 下妻市母子保健推進員協議会 
 

問 市保健センター 43-1990 

市民キネマ 「カンフーパンダ」日本語版 

        「炎神戦隊ゴーオンジャー」劇場版 

        「仮面ライダーキバ」劇場版 
 
【とき】９月23日(火・祝) ※完全入れ替え制 

【ところ】下妻市民文化会館 大ホール 

 

 

 

 

【入場料】全席自由 お一人様[２歳より] 1,000円(800円)       

※（  ）内は特別割引券をご利用の場合 

※特別割引券は、市内各書店・ジャスコ下妻店・市民文化会館 

 においてあります 

◇当日精算制(前売券なし)。会場内への飲食物持込禁止。 

◇満席の場合は入場をお断りする場合があります。 

【主催】市・市教育委員会・市民文化会館(下妻市自治振興公社) 
 

問 市民文化会館 43-2118 

上映内容 １回目 ２回目 

カンフーパンダ 9:30～11:05 13:30～15:05 
炎神戦隊ゴーオンジャー 11:10～11:45 15:10～15:45 
仮面ライダーキバ 11:45～12:55 15:45～16:55 

キャンドルナイト実行委員を募集します 
 

 
   
 
 イベントを一緒に作っていただけるスタッフを

募集しています。あなたのアイデアで素敵なキャ

ンドルナイトにしませんか。 

 皆さんの参加をお待ちしてます。 
 
●対象 市内在住、在勤・在学の 

    方で、満18歳以上の方 

●申込締切 9月30日(火) 

●申込方法 

 住所、氏名、年齢を記入のうえ、電話、Fax、 

 電子メールでお申し込みください。 
 

問 申 市生活環境課 

     内線1425 Fax44-7833 

e-mail kankyo@city.shimotsuma.lg.jp 

文化祭市民美術展 作品募集 
 

下妻地区・千代川地区の２会場で開催します。 

出品希望の方は、在住、在勤する地区の会場にお申し込

みください。 
 
●申込締切 両地区とも９月26日(金) 
 

＜千代川地区＞ 
●開催期間 10月24日(金)～26日(日) 

●展示会場 千代川公民館 

●募集作品 絵画、写真、書、貼り絵、その他 

 ※１人２点以内。展示会場の準備・片付けがあります。 
 

申 ◆絵画、写真、書 

    ・・・千代川地区委員会(中島) 43-4812 

   ◆貼り絵、その他 

    ・・・千代川地区委員会(神田) 43-3613 
 
＜下妻地区＞ 

●開催期間 11月１日(土)～3日(月・祝） 

●展示会場 市総合体育館 下妻公民館 他 

●募集作品 油絵、水彩画、版画、写真、書、貼り絵 

 ※１人２点以内。展示会場の準備、片付けがあります。 
 

申 ◆洋画[油絵、水彩画]・グループ叢   43-0470 

   ◆貼り絵・・・・・・・八色会   44-1548 

   ◆写真・・・・・・・・光風会   44-0789 

   ◆陶芸・・・・・・・・陶芸クラブ 44-7545 

   ◆書・・・・・・・・・書道同好会 44-5362 

   ◆その他・・・・・・・文化祭事務局(生涯学習課内) 

                    内線2833      

豪華３本 

立て上映 

 

「キャンドルナイト｣10月18日(土)開催 

 

 


