
第２４回下妻オープンテニス大会参加者募集 
 
●開催日 6月22日（日） 予備日7月6日（日） 

●開催場所 砂沼サンビーチテニスコート 

      （ハードコート4～5面） 

●集合時間 （男子）8時45分  

      （女子）10時 

●種目 男子ダブルス・女子ダブルス 

●試合方法 トーナメント方式、6ゲームマッチ（６

－６タイブレーク） 

 ※コンソレ有り。申し込み数により変更有。 

●参加費 1ペア3,000円、高校生は2,000円 

●表彰他 男子1～3位、女子1～2位。 

     その他参加者全員に参加賞有。 

●申込締切 6月15日（日） 

 ※申込用紙に必要事項を 

 記入し、参加費を添えて 

 お申し込みください。 
 

問 申 下妻市テニス連盟（宮本） 44-2805 

     [長塚38－1］ 
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第４３回しもつま砂沼の花火大会 

記念花火募集 
 
 今年も、夏恒例の花火大会を砂沼湖上にて開催

します。その花火大会の中で、打ち上げ玉に願い

事を書いた記念花火を打ち上げます。 

 誕生記念、健康祈願等の記念やお祝い、告白、

仲間内や同窓生一同で貴方だけ 

の記念花火を打ち上げてみませ 

んか。 
 
●開催日 ８月２日（土） 

●場所 砂沼湖上 

●時間 午後７時30分～9時（予定） 

●申込締切 6月16日（月） 

●記念花火代 20,000円より 

 ※当日、雨天の場合は順延もしくは打ち上げ時

間が早まる場合があります。 
 

問 申 下妻市商工会事務局  

     43-3412[長塚74-1] 

わらべうた・あそびランド 

詩集「くさぶえ」作品募集 
 

わらべうた・あそびランドでは、子ど

もたちの心情を育てるために、詩集「く

さぶえ」を発行しています。33集の発

行にあたり作品を募集します。たくさん

の作品をお待ちしています。 

※詩集「くさぶえ」に掲載された作品の

著作権はわらべうた・あそびランドに帰

属します。 
 

●募集作品  

 口頭詩 幼児（２～６歳児） 

 自由詩 小・中学生 

 表紙絵 幼児（２～６歳児） 

 ※画用紙たて書き（サイズＡ４） 

●締切日 ６月30日（月） 
 

問 申 市生涯学習課（千代川庁舎） 

     内線2834 

伝統文化こども教室参加者募集 
  
 市では、今年度３つの「こども教室」を開催します。つきましては、下記により参加者を募集しますので、ぜ

ひご参加ください。 

【伝統文化こども教室とは】 

  文化庁から委嘱を受けた（財）伝統文化活性化国民協会の事業で、各地に於いて我が国の伝統的な文化を 

 子ども達に体験・習得させる機会を提供し、これらの文化を将来にわたって確実に継承し発展させることを 

 目的としたものです。 

 日本舞踊こども教室 茶道こども教室 大町はやしこども教室 

内容 日本が誇る伝統文化のひとつで

ある「日本舞踊」を体験し、その

素晴らしさを感じてもらい、体得

した成果の発表をする。 

礼儀作法やお点前稽古のほか陶芸

体験や菓子作り等を通じて茶道の楽

しさ、素晴らしさを体験する。 

 囃子の実技指導を行い、成果をイベ

ント等で発表する。活動を通して、町

内に古くから伝わるお囃子を伝承し、

同時に豊かな人間性を育む。 

期間 6月8日（日） 

   ～平成21年2月8日（日） 
※原則、指定した日曜日 

（午後4時～5時30分） 

7月12日（土） 

   ～平成21年1月24日（土） 
※原則、第2･第4土曜日 

（午前9時30分～11時30分）  

5月14日（水）～11月30日（日） 
※原則、指定した水曜日 

（午後7時30分～8時30分） 

回数 全12回（千人踊りにも参加） 全12回 20回程度 

場所 下妻公民館 砂沼庵（砂沼広域公園観桜苑内） 大町コミュニティセンター 
対象者 ３歳～中学３年生 小学１年生～中学３年生 小学３年生～中学３年生 

参加費 無料 １回につき300円（抹茶・菓子代） 
※陶芸体験時は別途費用負担あり 

無料 

募集定員 20名 20名 20名 

申込締切 ６月５日（水） 
※希望者は随時受付します。 

６月30日（月） 5月30日（金） 
※希望者は随時受付します。 

準備物 ・稽古用の着物（浴衣・現在お持

ちの着物で可） 
・足袋は、各自用意 
・扇子等は希望者のみ実費購入 
・貸付も可能 

特になし 特になし 

問 申 
西崎幸樹舞踊研究所 
（西崎） 44-2548 

下妻市茶道連盟 香出水会 
（増田） 44-4855 

大町はやし保存会 
（早乙女） 44-5079 

第１１回しもつま大人神輿連合渡御 

参加神輿及び山車募集 
  
 下妻夏祭りの一大イベント“しもつま大人神輿

連合渡御”を本年も下妻の芸能観光事業の発展と

中心市街地の活性化を目的として開催します。 

 つきましては、まつりに参加を希望される団体

の方は下記によりお申し込みください。 
 
●日時 ８月24日（日）午後5時～9時 

●場所 （新町）砂沼水門～光華前及び図書館通

り （予定） 

●参加資格 市内の神輿（大人、子供）及び山車 

●申込期限 ６月30日（月） 

●参加者の決定 しもつま大人神輿連合渡御実行

委員会において協議し、通知します。 
 

問 申 市商工観光課（千代川庁舎）  

     内線2632･2633 

しもつまハンディキャップボウリング（ＳＨＢ）大会 

参加者募集 
 

障害者と健常者の交流を目的として、今年も「しもつまハン

ディキャップボウリング（ＳＨＢ）大会」を開催します。参加を

ご希望の方はお早めにお申し込みください。 
 
●開催日 ７月６日（日） 

●会場 下館ミナミボウル[筑西市神分482] 

●募集人数 80名（先着順） 

●参加対象 大会の趣旨に賛同してくださる方 

●参加費 市内の方 1,500円  

     市外の方 1,800円 

小学生以下 1,000円 

●申込期限 ６月23日（月） 

●申込方法 所定の申込用紙に必要事項をご記入のうえ、参加費

を添えて、市社会福祉協議会にお申し込みください。 

 ※申込用紙は、市福祉事務所・市社会福祉協議会にあります。 
 

問 申 市社会福祉協議会 44-0142[本城町３-13]  

平成２０年度下妻市民ゴルフ大会参加者募集 
 
●日時 6月10日（火）午前7時30分 スタート予定 

●場所 筑波学園ゴルフ倶楽部 0296-75-5548 

●競技方法 18ホールストローク競技／ペリア方式 

●競技区分 1．一般の部（ネット及びグロス） 

      2．シニアの部（60歳以上の部グロス） 

      3．レディースの部（グロス） 

●参加費 3,000円（連盟未登録者は4,000円） 

 ※申し込み時支払い。 

 ※その他プレー費として当日7,500円かかります。 

●募集人員  市内在住、在勤者 

●申込期限 5月31日（土） 

      午前8時30分～午後5時15分 
 

申  市スポーツ振興課（千代川庁舎内） 

   ※土・日曜日を除く  

市総合体育館 ※月曜日を除く 

問  下妻市アマチュアゴルフ連盟  事務局  

  （江田） 090-1122-4952 

募 集 



６月は土砂災害防止月間（がけ崩れ 

防災週間6/1から6/7)です 
 
 土砂災害を防ぎ、安心して住むためには、対

策工事だけではなく｢自分は自分で守る｣という

意識をしっかりと持ち、大雨の時の注意・早め

の避難をすることが大切です。 

●こんな時は注意・避難しましょう 

【土石流（どせきりゅう）】 

・｢山鳴り｣といって、山全体がうなっているよ

うな音がする時 

・川の水が急ににごったり、木が流れてきた時 

・雨が降り続いているのに、川の水が減ってい

る時  

【地すべり（じすべり）】 

・地面にひび割れができた時 

・地面の一部分がへこんだり、盛り上がった時 

・池や沼の水の量が、急に変わった時 

・井戸の水がにごった時 

【がけ崩れ（がけくずれ）】 

・がけから小石がパラパラと落ちてきた時 

・がけに割れ目ができた時 

・がけから水が湧き出てきた時 

６月１日から７日は第50回「水道週間」です 
 
 第50回「水道週間」が、「ただいまァー 蛇口ひねって 

水ゴクリ」をスローガンに厚生労働省、都道府県、市町村

の水道事業所等によって実施されます。 

 本週間は、良質で安全な水を安定的に供給できる水道の

整備や、地震等の災害に強い水道づくり等を推進していく

うえで重要な意義を持つものです。 

この機会に毎日の暮らしに欠かすことのできない水道につ

いて考えてみませんか。 

 また、水道事業は使用者の皆さまからの 

水道料金により運営されています。より一 

層の給水サービスの向上を図るため、皆さ 

まのご理解とご協力をお願いします。 

 

農用地区域の除外・編入申し出を受け付けます 
 

農業振興地域整備計画の変更にかかる申し出を次のとお

り受け付けします。 
 

■受付期間 ６月２日（月）～30日（月） 

      午前８時30分～午後５時15分  

      ※土・日曜日を除く。 
 

問 申 市農政課（千代川庁舎） 内線2624 

                       2625 

労働力調査にご協力ください 
～総務省統計局からのお願い～ 
 
 「労働力調査」は我が国の就業の

状況を調べる調査です。就業者数、

完全失業者数、完全失業率などの動

向が明らかにされ、経済対策や雇用

失業対策に役立てられます。 

 知事から委嘱された調査員が調査

対象地区内の名簿づくりのために各

世帯を訪問し、名簿をもとに調査世

帯を選びます。 

 労働力調査の内容を他に漏らすこ

とや目的外に使用することはありま

せん。統計調査員が皆さまのお宅に

調査のお願いに伺った際には、ご協

力をお願いします。 
 
■調査地域  

 下木戸地内の一部 

■調査期間  

 6月24日（火）～30日（月） 
 

問 県統計課  

   029-301-2649 

防犯ボランティアパトロールに参加しませんか 
～安全で安心できる地域社会を実現するために～ 
 

昨今のニュース報道では子供に対しての犯罪や車上狙いなどが数

多く見られ、身近なところで事件が起きても不思議ではない社会に

なっています。 

 犯罪を抑止して安全で安心できる地域社会を実現するためには、

警察の活動はもとより市民一人ひとりが一体となって犯罪の発生し

にくい環境をつくることが不可欠です。 

 市では、防犯ボランティアパトロールが平成17年６月に発足

し、3月末現在で849名の方が登録しています。 

 この事業は、防犯ボランティアとして登録した市民のみなさんが

「下妻市防犯ボランティアパトロール」の帽子をかぶってパトロー

ルを行い、自ら安全で安心な地域づくりに貢献することを目的とし

ています。 

また、この事業の特徴は、散歩やウォーキングなど今行っている

趣味の延長で活動できるところで、特に活動の範囲や時間を制約し

ないので、気軽に参加していただけます。 

防犯ボランティアパトロールの募集は随時行っています。 

 市ではボランティアとして登録いただいた方を対象に、万が一に

備えボランティア保険に加入します。（保険料は市で負担します） 

皆さまのご協力をお願いします。 

 なお、すでに登録している方で、ボランティアパトロールの帽子

が汚れ・破損しているものについては、新しいものと交換します。 
 
 ※県警ホームページ（http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/）に

は「地域安全マップ」や「市町村別大字単位犯罪マップ」など、防

犯に役立つ情報が掲載されています。 
 

問 申 市民安全課 内線1433 

平成21･22年度入札参加資

格審査申請を予定している建

設業者の皆さまへ 
 

建設業法施行規則等の一部改正に

伴い、経営事項審査の基準が大幅に

改正されます。 

平成21･22年度市建設工事入札参加

資格審査申請の際には、改正後の経

営事項審査の結果を受けていること

が条件となりますので、改正前基準

（平成19年7月1日から平成20年3

月31日）での受審者については、改

正後基準による経営事項審査（再審

査）を受審してください。 

 なお、再審査の受付期間は平成20

年7月までです。詳しくは審査機関

へお問い合わせください。 
 

問 県土木部監理課  

   029-301-4334  

   市総務課 内線1224 

平成20年度慰霊巡拝 
 
厚生労働省主催の慰霊巡拝事業を次の通り実施します。 

番号 派遣地域 実施予定時期 実施期間 派遣予定人員 備考 

1 ハバロフスク地方・ユダヤ自治州 9/14～26 13日間 15名 

旧ソ連 
2 沿岸地方 10/4～16 13日間 15名 

3 アルタイ地方・ケメロボ州 9/6～18 13日間 15名 

4 ウズベキスタン共和国 10/8～16  9日間 15名 

5 東北地方 9/22～10/3 12日間 10名 中国 

6 フィリピン（１班） 

11/12～21 10日間 70名 

南方 

7 フィリピン（２班） 

8 フィリピン（３班） 

9 マーシャル・ギルバート諸島（1班） 

2/7～15 9日間 15名 10 マーシャル・ギルバート諸島（2班） 

11 マーシャル・ギルバート諸島（3班） 

12 パラオ諸島 10/2～9 8日間 20名 

13 ミャンマー（1班） 
2/4～13 10日間 20名 

14 ミャンマー（2班） 

15 インドネシア 9/23～10/1 9日間 15名 

16 東部ニューギニア（1班） 
10/18～25 8日間 40名 

17 東部ニューギニア（2班） 

18 ビスマーク・ソロモン諸島（1班） 
9/6～13 8日間 30名 

19 ビスマーク・ソロモン諸島（2班） 

20 硫黄島（第1次） 12月上旬 2日間 50名 
国内 

21 硫黄島（第2次） 平成21年３月上旬 2日間 100名 

問 市介護保険課 内線1538 

平成２０年度犬猫の避妊･去勢手術助成事業 
 
 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以下のとおり実施します。 
   
■助成頭数  

 先着850頭（犬猫・雄雌の区別なし） 

 ※応募頭数が850頭になり次第締め切ります。 

■助成対象  

 県内に在住する犬猫の飼い主。 

 ※対象は、６月１日（日）以降に県内の動物病院で 

避妊･去勢手術を受けた犬猫。 

■助成金額  

 避妊手術１頭につき4,000円 去勢手術１頭につき3,000円 

■応募方法  

 動物病院（県獣医師会会員）に置いてある応募用ハガキを投函。 

■応募期間  

 ６月１日（日）から助成頭数終了まで 

 ※電話での応募受け付けは行いません。 
 

問 茨城県獣医師会事務局 029-241-6242  

  又は応募用ハガキの置いてある各動物病院 
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平成20年度 在職者訓練講座/受講生募集 

●会場  

 古河産業技術専門学院 

 [古河市諸川1844] 

●受講料  

 2,900円 

●申込受付  

 ６月３日（火）午前９時より。 

 ※定員になり次第締め切りとなり

ます。 

●申込方法  

 受講申請書に受講料を添えて、お

申し込みください。 
 

問 申 県古河産業技術専門学院     

      0280-76-0049  

ＤＶ被害者支援者養成講座/受講生募集  

 WESTらいず主催によりＤＶ被害者 

支援者養成講座を開催します。関心の 

ある方は、ぜひご参加ください。 
 
●会場 しもだて地域交流センター  

 アルテリオ２F 

●時間 午後１時30分～４時30分 

●募集人員 40名 

●参加費 無料 

●参加条件 DVに関心のある方また 

は実際に関わっているか、これから関 

わりたいと思っている方で、なるべく 

全回参加できる方（希望する回だけで 

の参加も可） 

●締め切り ６月１日（日） 
 

問 申  

 WESTらいず（中条） 32-2062  

       （加藤） 52-2590 

開催日 講師 テーマ 会場 

第１回 

6月７日(土) 

サ バ イ バ ル ネ ッ ト

｢ライフ｣ 

代表 仲村久代 氏 

｢DV被害者サポーターとは｣ 

～伴走者になるためには～ 
大練習室 

第２回 

６月28日(土) 

弁護士 

横山 幸子 氏 

｢ジェンダーの視点からDVを

考える｣～私達の中のジェン

ダーバイヤス～ 

集会室 

第３回 

7月５日(土) 
医療関係者 

｢医療現場から｣～被害者の心

理とサポーターのあり方～ 
集会室 

第４回 

７月26日(土) 
弁護士 

百目鬼明子 氏 

｢サポートに味方する法律｣ 

～DV防止法を含めて～ 

会議室 

A・B 
第５回 

8月９日(土) 
県職員（予定） 

｢DV相談・支援機関の機能と

諸制度｣part1 
会議室 

A・B 
第６回 

8月23日(土) 
茨城県警（予定） 

｢DV相談・支援機関の機能と

諸制度｣part2 大練習室 

第７回 

9月13日(土) 

サ バ イ バ ル ネ ッ ト

｢ライフ｣ 

代表 仲村久代 氏 

「ロールプレー｣ 
会議室 

A・B 

第8回 

9月27日(土) 

ウ イ メ ン ズ ネ ッ ト

｢らいず｣ 

代表 三富和代 氏 

｢サポートの現場から｣～DV被

害者家族と向き合って～ 
集会室 

講座名 内容 定員 実施日時 

二級建築士受験対

策(製図) 

二級建築士実技受験のため

の対策と製図課題・解説      

※試験用製図板を各自持参 

10名 

8/26(火)･ 28(木)･ 30

(土)･9/ 2(火)･ 4(木)･ 

6(土) 
18:00～21:00(火･木) 

 9:00～16:00(土) 

第一種電気工事士

受験対策(学科) 
第一種電気工事士受験対策

(学科) 10名 
9/6(土)～9/7(日) 
9:00～17:00 

第一種電気工事士

受験対策(実技) 

第一種電気工事士受験対策

(実技) 
※試験用工具を各自持参 

20名 

9/20(土)～9/21(日) 

9:00～17:00 

建築ＣＡＤ (Auto

ＣＡＤ) 
AutoＣＡＤ操作及び作図

実践 
10名 

8/28(木)・30(土) 
9/ 4(木)・ 6(土) 
18:00～21:00(木) 

 9:00～16:00(土) 

アーク溶接特別教育講習/受講生募集 
 
●定員 20人 

●実施日 ７月25日（金）～27日（日） 

     午前9時～午後５時 

●受付 6月16日（月）～７月11日（金） 

    午前9時～午後５時  

    ※土・日・祝日を除く 

●受講料  2,900円（教材費含む） 

●申し込み 電話にてお申し込みください（先着順） 
 

問 申 県筑西産業技術専門学院 24-1714 

結婚を希望する独身者を募集しています 
 
 市では、農業商業後継者を対象とした結婚対策事業を

行っています。 

 この事業は、農業委員会長から委嘱を受けた結婚相談

員が結婚成立を目指し、情報を交換するなど、結婚支援

活動をするものです。 

 そこで、結婚を希望する独身者（農業商業後継者に限

らず一般の方も含む）を広く募集していますので、ご本

人またはご家族の方からの情報をお待ちしています。 

なお、ご登録いただいた個人情報につきましては、当

該事業のみに使用し、市役所の他の部署等いかなるもの

に対しても情報提供することはありませんので、秘密は

堅く守られます。詳しい内容については、お気軽にお問

い合わせください。 
 

問 市企画課 内線1312 

はつらつエクササイズ教室参加者募集 
～シェイプアップ・筋トレコース～ 
 
 日頃の運動不足解消のために、 

はつらつエクササイズ教室を開催 

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。 
 
●日時 ７月10・17・24・31日・８月７日

（木）午前９時30分～11時30分 

●場所 高道祖市民センター 

●内容 シェイプアップ・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・在勤の一般成人 

●募集人数 30名 

●参加費 １人500円（保険代） 

●申込期間 ６月16日（月）～27日（金） 

●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 

募 集 

｢ご近所の底力 さきがけモデル育成事業｣ 

助成団体を募集します 
 
 県では、地域コミュニティの活性化をめざし、特に先

進的で独自性の高い内容で、他の地域や団体のモデルと

なるような特色ある活動を行う地域活動団体等に対し助

成し、活動を後押ししています。 
 
■助成対象  

 地域に根ざした活動を行う団体・グループ（自治会・ 

 町内会・老人クラブ・子ども会・ＰＴＡなど） 

■助成額 １団体当り10万円以内 

■対象事業  

 地域福祉や環境保全、青少年健全育成、防犯、防災、 

 交通安全、地域の活力づくりなどのコミュニティ活動 

 ※過去に「ご近所の底力再生事業」及び本事業の助成

を受けた団体は対象外です。 

■募集期限  6月18日（水） 

 ※申請方法等詳細については、下記までお問い合せく

ださい。 
  

問 大好きいばらき県民会議（県生活文化課 県民運動

推進室） 029-224-8120 

  （HP http://www.daisuki-ibaraki.jp/） 

    市企画課 内線1312 

平成２０年度上期 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、下記により受付を行いますので、『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 ６月２日（月）～30日（月） 
 

問 申 市農政課（千代川庁舎） 内線2642 

徴収嘱託員募集 
 
●職種 国民健康保険税及び市税等の徴収事務 

●募集人員 １名 

●応募資格 60歳までの徴収事務に意欲のある方 

 （普通自動車運転免許証所持者） 

●勤務内容及び時間 臨戸訪問による税の徴収、 

 納税者と面会できる時間帯に訪問 

●報酬 基本報酬 月額８０,０００円 

    能率報酬 徴収額の３～４％ 

●雇用期間 ７月１日～平成21年3月31日    

 ※ただし、期間を更新する場合があります 

●試験内容 面接  

 ※面接日は、応募者に後日連絡 

●募集期間 ６月２日（月）～20日（金） 

●提出書類 履歴書、運転免許証の写し 
 

申 市人事課 内線1241 
 

問 市収納課 内線1362 



肝炎インターフェロン治療費助成制度 
～4月から医療費の一部が助成されます～ 

 
■対象者  

 ①Ｂ型及びＣ型ウィルス肝炎で、インター

フェロンの治療をされている方 

 ②県内に住民登録されている方 

 ③国民健康保険等各種医療保険に加入して

いる方 

※他の法令の規定により国又は地方公共団

体の負担による医療の給付を受けている方は

対象となりません。 

■助成対象となる期間     

保健所へ申請書を提出した月の初日から1年

間。 

■助成の内容  

インターフェロン治療にかかる自己負担額

から、所得に応じた自己負担限度額を除いた

額を助成します。 

■申請手続き  

世帯全員の住民票、健康保険証、診断書等

必要な書類をそろえて提出してください。 
 

申 常総保健所  
    

問 常総保健所 0297-22-1351 

   県保健予防課 029-301-3220 

６月の予防接種 
 

ポリオワクチン 
●日時 ６月17日（火） 受付 午後２時～２時30分 

●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（体温は接種会場で計っ

てください）  

●該当者 生後３か月～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（医療機関で接種）を先に受けましょう。 
 
【接種間隔に注意しましょう】 

・ポリオの１回目と２回目の間隔は、６週間以上あける。 

・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。 

 ※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。 

 ※受ける前には「予防接種と子どもの健康」などをよく

読んで、予防接種の効果や副反応について十分理解し納得

してから受けましょう。 
 

問 市保健センター 43-1990 

胃がん・大腸がん集団検診 
 
胃がん・大腸がん集団検診を下記のとおり実施します。 
 
【検診日程】 

月 日 曜 会 場 地 区 

６月13日 金 やすらぎの里しもつま 大園木・伊古立・鯨・長萓 

  17日 火 別府コミュニティセンター 別府・村岡・五箇 

  18日 水 千代川保健センター 
田下・下栗・本宗道・鬼怒・宗道・渋

田・羽子 

  19日 木 千代川保健センター 皆葉・見田・唐崎・原・鎌庭 

７月10日 木 働く婦人の家 総上地区 

  11日 金 騰波ノ江市民センター 騰波ノ江地区 

  22日 火 豊加美市民センター 豊加美地区 

  23日 水 大宝公民館 
大宝・北大宝・平川戸・横根・坂井・

堀篭 

  28日 月 保健センター 下妻甲・下妻乙・坂本新田・大木新田 

  29日 火 大宝公民館 比毛・平沼・福田・大串・下木戸 

  30日 水 上妻市民センター 半谷・桐ケ瀬・赤須・前河原・南原 

  31日 木 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 

８月1日 金 保健センター 
長塚・石の宮・小野子町・田町・本宿

町・本城町 

  18日 月 保健センター 下妻丙・下妻丁・下妻戊・砂沼新田 

  19日 火 高道祖市民センター 本田・中台・小渡・桜塚 

  21日 木 高道祖市民センター 原・柏山・新町・東原 

●受付 午前６時30分～９時 

●対象者 30歳以上の方（平成

21年3月31日における年齢） 

●検診料  

 胃がん検診 500円  

 大腸がん検診 300円 

●胃がん検診 バリウムを飲んで

のエックス線検査。 

●大腸がん検診（便潜血検査） 

 検査用の容器を送付します。 

＜受診券＞ 

 平成19年度に受診された方に

検診日の約2週間前に送付しま

す。新たに検診を希望する方は、

保健センターにお申し込みくださ

い。 
 

問 申 市保健センター  

     43-1990 

特定健康診査・基本健康診査  

 

 

平成20年度の健診を次のように実施します。 

※医療制度改革により、健診の内容が変わります。 

健診名 特定健康診査 基本健康診査 

年齢 40～74歳 39歳以下 75歳以上 

身体計測 ○ ○ ○ 

血圧測定 ○ ○ ○ 

腹囲測定 ○ ○ × 

尿検査 ○ ○ ○ 

血
液
検
査 

血中コレステロール ○ ○ ○ 

肝機能 ○ ○ ○ 

血糖 ○ ○ ○ 

貧血 ○ ○ × 

尿酸 ○ ○ × 

眼底検査 ○ ○ × 

心電図検査 ○ ○ × 

健診自己負担金 1,000円 1,000円 無料 

 40歳から74歳の国民健康保険

の方を対象に「特定健康診査」を

実施します。国保以外の方は、 

加入している医療保険者（健康 

保険組合等）にご確認ください。 
 

39歳以下及び75歳以上の方

は、「基 本健康診査」と なり、 

国保以外でも受診できます。健診

は平成21年3月31日における 

年齢で実施します。今年度75歳

になる方は、健診受診日の年齢に

より、内容や自己負担金等が異な

りますので、ご確認ください。 
 

 

＜受診券＞ 

・40歳から74歳の国民健康保険の方には、

健診日の2週間前に送付します。 

・39歳以下及び75歳以上の方は、平成19

年度の健診を受診した方に送付します。 

・新たに希望する方は、保健センターに 

お申し込みください。 

※次の検診は、国民健康保険以外の方も希望により受診でき

ますので、受付時にお申し込みください。 

・結核検診（39歳以下）・・・・・・・・検診料700円 

・前立腺がん検診（50歳以上の男性）・・検診料500円 

・肺がん検診（40歳以上）・・・・・・・検診料300円               

・肝炎ウイルス検査（40歳の方）・・・・検査料500円 

・肺がん喀たん検査・・・ 容器代300円、検査料500円 

問 国民健康保険の資格等 市保険年金課 内線1517  健康診査の内容等 市保健センター 内線1553 

●健診日程 

※健診会場が昨年度と変更になっている地区があります。混雑を避けるため地区を指定していますので、

ご協力をお願いします。 

月 日 曜 会 場 
実 施 地 区 

受付 9：30～11：30 受付 1：30～3：00 
６月５日 木 働く婦人の家 今泉・東古沢 二本紀・西古沢・袋畑 

  ６日 金 働く婦人の家 小島（石堂を除く） 小島（石堂）・中居指 

  ９日 月 豊加美市民センター 新堀・亀崎・谷田部・山尻 肘谷・樋橋 

  10日 火 豊加美市民センター 加養 柳原 

  11日 水 図書館 仲町・浦町・横町・下町 新町・砂沼新田・石の宮 

  12日 木 図書館 長塚東部 長塚西部 

  24日 火 保健センター 栗山・坂本新田・大木新田 坂本・陣屋・旭 

  25日 水 保健センター 上町・本宿・本宿町 三道地・相原山・上宿 

  26日 木 高道祖市民センター 中台 本田 

  27日 金 高道祖市民センター 小渡・桜塚・東原 原・柏山・新町 

健 康 



行 事 

案 内 

公民館おはなしの会／６月 
 

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 ６月21日（土）午後１時30分～ 

●ところ 下妻公民館 児童図書室 
 

問 下妻公民館 43-7370 

平成20年度水道メーター器の検定満了

に伴う交換について 
 
 水道メーター器については、計量法施行令によ

り有効期限が８年と定められています。これによ

り、次のとおりメーター交換作業を実施しますの

で、ご協力をお願いします。 
 
■作業場所 市内全域 

■交換対象メーター 平成12年4月から平成13

年3月までに取付けしたもの ※交換前に個別通

知します。 

■作業期間 5月下旬から12月下旬まで 

■委託業者 第一環境株式会社（指定給水装置工

事事業者） 
 

問 市水道事業所 44-5311 

図書館おはなし会／６月 
 

市立図書館の６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。お気軽にお越しください。 
 
●とき ６月14日（土） 

    午前10時30分～11時30分 午後２時～３時 

●場所 市立図書館 児童室（おはなしコーナー） 
 

問 市立図書館 43-8811 

図書館映画会／無料 
 
≪ライブラリーシアター≫ 

■とき  

 ６月14日（土）・17日（火）午後2時～ 

■上映作品  

 『典子は、今』（1981年/日本/117分） 

 監督 松山善三  

 出演 辻典子／渡辺美佐子／長門裕之 

 あらすじ 「命って 素晴らしい！」感動

は時をこえる。そして心を繋ぐ。昭和37年1

月、典子はサリドマイドの影響を受けた身体

で誕生した。母は運命を嘆いた。しかし立ち

上がった。失われた両手をくやむより、残さ

れた身体で何が出来るのかと。ひとはみん

な、それぞれの今を生きている。これは典子

さんについての、みんなの物語。 

■ところ 市立図書館 映像ホール 
 

問  市立図書館 43-8811 

市立図書館臨時休館日 
 

図書館では、年に一度、蔵書の状況や紛失資料

を把握するため全部の図書を点検します。このた

め下記の期間が休館となります。 

 期間中の本の返却については、入り口右（児童

室前）のブックポストに入れて返却ができます。

視聴 覚資料（ビデオ・CD・DVD 等）について

は、破損の恐れがありますのでブックポストに入

れずに、開館時にカウンターにご返却ください。

ご協力をお願いします。 
 
■休館期間 6月20日（金）～30日（月） 
 

問 市立図書館 43－8811 

脳検診の補助申し込みを締め切りました 
 
 脳疾患の早期発見と脳疾患予防を目的として実

施している脳検診の補助について、申し込みが定

員になりましたので締め切ります。 

 なお、今後予算の残額が生じた場合には、追加

申し込みを行う予定です。 
  

問 市保健センター 43-1990  
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しもつま 
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さつまいも定植大会に参加しませんか 
 
 鬼怒フラワーラインに1,500本のサツマイモを植えま

す。フラワーラインで育てられたさつまいもは、10月の

ポピーの種まきの時に掘り起こして食べたり、加工してポ

ピーまんじゅうやポピー大福になっています。おいしいさ

つまいもを収穫するために、ご自分の手で植えてみません

か。ご近所お友達おさそいあわせのうえ、ぜひご参加くだ

さい。 
 
■日時 ６月８日（日）午前９時 

■場所 鬼怒フラワーライン[大形橋下鬼怒川河川敷] 

※参加くださる方は軍手、長靴をご持参ください。 

■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 

あやめ茶会を開催します 
 
 砂沼広域公園観桜苑内にある菖蒲園の花菖蒲が見ごろを

迎えるのに合わせ、あやめ茶会を開催します。紫や白の花

菖蒲約29,000株を眺めながら、のんびりお抹茶を飲んで

みませんか。格式ばらずに椅子に座ってご賞味いただけま

すので、お気軽にお越しください。 
 
■日時 ６月15日（日）午前10時～午後３時 

■場所 観桜苑内菖蒲園脇あずまや 

■参加費 皆さまのご芳志を代金箱に入れてください 
■主催 市・香出水会 
 

問 市都市整備課 内線1722 

飲食物取り扱い従事者の 

健康診断（保菌検査）を実施します 
 
■実施日時・場所 

 実施月日   実施場所 対象地区 受付時間 

６月19日 

（木） 

旧下妻保健所 

市内 

10:00 

～11:30 

千代川保健センター 
13:00 

～15:00 

６月26日 

（火） 
旧下妻保健所 市内 

10:00 

～11:30 

13:00 

～15:00 

７月３日 

（木） 
常総保健所 全地区 

10:00 

～11:30 

13:30 

～15:00 

 ※旧下妻保健所は現在霞ヶ浦用水事業推進事務

所です。 

■持参するもの 食品衛生責任者管理記録簿、検

査検体、腸内病原細菌検査連名簿 

■検査手数料  

 ①か②を希望により選んで受けてください。 

  ①赤痢菌・サルモネラ菌・・・600円 

  ②赤痢菌・サルモネラ菌・大腸菌O157 

               ・・・800円 

■検査機関 （財）茨城県総合健診協会 

■結果通知 検査の結果については、連名簿に記

載されている事業所の住所地へ受診者全員通知さ

れますので、連名簿の住所・事業所名は正確にご

記入ください。 
 

問 常総保健所 0297-22-1351 

ホタル鑑賞をしてみませんか 
 
 ビアスパークしもつま内「ほたるの里」

で下妻ほたるの里づくり研究会及び市内小

中学生が飼育したホタルが鑑賞できます。

鑑賞時にはマナーを守って、静かにご鑑賞

ください。 
 
■鑑賞場所  

 ビアスパークしもつま内「ほたるの里」 

■鑑賞予定期間  

 ６月上旬～中旬（ゲンジボタル） 

 ７月上旬～中旬（ヘイケボタル） 

■見所の時間帯  午後８時前後 
 
【ホタル鑑賞の注意事項】 

・携帯電話、カメラのフラッシュ等強いラ

イトを照らさないでください。ホタルが驚

いて光らなくなります。 

・虫除けスプレー、蚊取り線香はホタルが

弱りますのでご遠慮ください。 

・ホタルは飼育、保護していますので絶対

に捕まえないでください。 

・鑑賞場所以外には立ち入らないでくださ

い。 

 

問 下妻ほたるの里づくり研究会事務局 

  （市農政課内） 内線2624 

農業委員一般選挙立候補予定者説明会 
 
 7月6日執行予定の農業委員会委員一般選挙立候

補予定者説明会を開催します。 

 立候補予定者は必ず出席してください。 
 
■日時 ６月16日（月）午後１時3０分～ 

■場所 市役所本庁舎３階 大会議室 
 

問 市選挙管理委員会事務局 内線1132 


