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給食センター 

『パートタイマー』募集  
 

常総・下妻学校給食センターでは、調理業

務のパートタイマーを募集します。 
 
●募集人員 女性２名 

●応募資格 市内在住で45歳までの方 

●雇用内容  

雇用 平成21年1月19日(月) 

勤務地 常総・下妻学校給食センター 

    [常総市若宮戸1088-1] 

勤務時間 午前８時～正午 

手当 時給800円 別途交通費支給 

その他 制服(白衣・帽子等)支給あり 

●応募方法 

 12月17日(水)までに、履歴書(市販のもの) 

 １部を提出してください。 
 

問 申 常総・下妻学校給食組合 

      0297-42-2369 

確定申告等に必要な 

｢障害者控除対象者認定書｣ 

を交付します 
 

年齢65歳以上の高齢者で、精神または身体に障害のある方に

ついては、障害者手帳等の交付を受けていなくても、障害者に準

ずるものとして市町村長等の認定を受ければ、確定申告および住

民税申告の際の障害者控除の対象となります。 

そのため、介護保険の要介護等の認定を受けている方について

は、調査記録等をもとに審査・判定を行ない、該当する場合には

｢障害者控除対象者認定書｣を交付しますので、必要な方は申請し

てください。 

なお、障害者手帳の交付を受けている方は、手帳により障害者

控除の対象となりますので、申請の必要はありません。 
 

【認定基準】 

 

【障害者控除額】 

 ◇障害者 所得税27万円 住民税26万円 

 ◇特別障害者 所得税40万円 住民税30万円 

 

申 市介護保険課 ※申請者の印鑑をご持参ください 
 

問 市介護保険課(認定書関係) 内線1532 

   市税務課 市民税係(税控除関係) 内線1342～1346 

認定区分 

障害高齢者の 

日常生活自立度 

(寝たきり度) 

認知症高齢者の 

日常生活自立度 

特別障害者

に準ずる 

１日中ベッド上で過

ごし、排泄・食事・

着替えにおいて介助

を要する。 
 
屋内での生活は何ら

かの介助を要し、日

中もベッド上での生

活が主体であるが、

座位を保つ。 

著しい精神症状や問題行動

あるいは重篤な身体疾患が

見られ、専門医療を必要と

する。 
 
日常生活に支障をきたすよ

うな症状・行動や意思疎通

の困難さが頻繁に見られ、

常に介護を必要とする。 
 
日常生活に支障をきたすよ

うな症状・行動や意思疎通

の困難さがときどき見ら

れ、介護を必要とする。 

障害者に

準ずる 

屋内での生活はおお

む ね 自 立 し て い る

が、介助なしには外

出しない。 

日常生活に支障をきたすよ

うな症状・行動や意思疎通

の困難さが多少見られて

も、誰かが注意していれば

自立できる。 

非該当 

何らかの障害を有す

るが、日常生活はほ

ぼ自立しており、独

力で外出する。 

何らかの痴呆を有するが、

日常生活は家庭内および社

会的にほぼ自立している。 

確定申告等に必要な 

｢おむつ代の医療費控除用書類｣

を発行します 
 
 確定申告や住民税申告の際に、おむつ

(紙おむつなど)代を医療費控除の対象と

する場合は、おむつ代の領収書といっ

しょに、医師が発行する｢おむつ使用証

明書｣が必要となりますが、介護保険の

要介護等の認定を受けている方は、｢お

むつ使用証明書｣の代わりに｢市が主治医

意見書の内容(寝たきり度、尿失禁の有

無等)を確認した書類｣でも認められてま

すので、必要な方は申請してください。 

  

※｢市が主治医意見書の内容を確認した 

 書類｣の発行は、おむつ代の医療費控 

 除を受けるのが２年目以降の方に限り 

 ますので、初めておむつ代の医療費控 

 除を受ける方は、医師の｢おむつ使用 

 証明書｣が必要となります。 

 なお、主治医意見書の内容によって 

 は、確認書の発行が出来ない場合があ 

 ります。 
 
 

申 市介護保険課 

   ※申告者・対象者の印鑑をご持参 

    ください 
 

問 市介護保険課(確認書関係) 

   内線1532 

   市税務課 市民税係(税控除関係) 

   ℡内線1342～1346 

 

 

  建物を解体したときは 

  ご連絡ください！ 
 

  年内に建物を解体した場合、来年

度からその建物の固定資産税がか

からなくなりますのでご連絡くだ

さい。 

 その際、現場確認にお伺いしま

すのでご協力をお願いします。 

 

 問 市税務課 固定資産税係 

     内線1353～1357 

下妻小学校児童保育クラブ 

『指導員助手』募集 
 

指導員のお手伝いをして

くれる方(パート)を募集し

ます。 

小学校１年生から３年生

までの児童と遊べる方、大歓迎です。 
 
●募集人員 ２名 

●対象 資格は問いませんが、子育て経験の 

    ある方歓迎 

●時給 800円 

    (3か月間は試用期間のため770円) 

●応募方法 

 お電話にてお申し込みください。 

 後日、面接となります。※履歴書持参 
 

問 申 
 
 下妻小学校児童保育クラブ(指導員 小竹)  

 44-3704 平日午後2時～6時 

 

『第３８回新春歩け歩け大会』参加者募集 
 
 新年恒例の｢新春歩け歩け大会｣を開催します。 

新春の朝、新鮮な空気の中をみんなで歩いてみませんか。 

ご家族やグループでの参加をお待ちしています。 
 
●日時 

 平成21年１月３日(土) 

  受付 午前7時20分～ 

   (当日受付のみ。 

    事前申し込みは必要ありません) 

  開会式 午前7時50分 

  出発 午前８時 

 ※午前７時に花火で合図があります。 

 ※雨天の場合、１月４日(日)に延期。 

●集合場所 市民文化会館前 

●コース 市民文化会館前→福田→大宝八幡宮→坂井→堀篭 

     →市民文化会館(約8.4km) 

●参加条件 ・小学生以下は保護者または団体の指導者が 

       同伴してください。 

      ・健康な方(全コースを完歩できる方) 

●注意事項 歩く会なので走ることはご遠慮ください。 

      大会当日は、係員の指示に従ってください。 
 

問 市スポーツ振興課 内線2862 

『ＮＨＫ水戸ジュニアサッカー教室』参加者募集 
 
 サッカーに興味のある小学生を対象に、

サッカー教室を行ないます。 

アントラーズコーチの指導のもと、基礎

的な練習を行ないますので、この機会に

サッカーを体験してみませんか。 
 
●日時 平成21年１月12日(月・祝)午後1時～(予定) 

●会場 千代川運動公園 ※雨天時 総合体育館 

●講師 鹿島アントラーズ ジュニアコーチ 

●対象 市内小学校児童(サッカー少年団含む) 

●参加費 無料 

●申込方法 お電話にてお申し込みください。 

●申込締切 12月24日(水) 
 

問 申 市スポーツ振興課 内線2863 

参加者には完歩

賞と福袋(抽選)

を配布します。 

 

 

募 集 

案 内 



水道管にも冬支度を～凍結防止対策をお願いします～ 
 

寒くなって気温が低下すると、水道管やメーター

が凍り、断水したり破裂することがあります。 
 
≪水道管が凍りやすい場所≫ 

◆水道管が「むき出し」になっている場所 

◆日の当たらない場所 

◆風当たりの強い場所 
 
≪ご家庭で出来る凍結防止対策について≫ 

◆｢むき出し｣になっている水道管は直接外気に触れないよう、保温材を 

 巻きつけ、その上からヒモで縛って固定し、保温材が濡れないように 

 ビニールテープ等で下から隙間なく重ねて巻いてください。 

 (保温材は市販されているものの他に毛布、発泡スチロール等でも代用 

 できます) 

◆メーターボックスの中に、ビニール袋に発泡スチロールを細かく砕い 

 たものや布切れを入れ、メーターを保護するように入れてください。 
 
◇もし凍結してしまったら・・・ 

蛇口が凍ってしまった場合、タオル等をかぶせ、その上からゆっくり 

とぬるま湯をかけてください。 
 
※急に熱湯をかけると、水道管や蛇口が破裂することがありますので 

 注意してください 
 
◇もし破裂してしまったら・・・ 

メーターボックス内の止水栓を閉めて、水を止めてから、指定給水装 

置工事事業者へ修理を依頼してください。なお、メーターが凍りガラ 

スが破裂した場合は、水道事業所にて無料で交換しますので、ご連絡 

ください。 
 

問 市水道事業所 44-5311 第一環境㈱ 45-1211 

 

年末年始のごみの収集について 
  
 

◆年末のごみ収集の終了日( 終日)は、 

 次のとおりです。 

  

 ※上妻・長塚・石の宮地区の資源ごみ収集は、12月23日(火)が祝日 

  のため、12月16日(火)が年内 終日となりますので、ご注意くだ 

  さい。 

 

 

 

 

 

 

 

◆年始は、平成21年1月５日(月)以降、通常どおり収集を行ないます。 

◆収集休止期間にごみを出されると、集積所の周囲にごみが散乱し 

 たり、悪臭が発生するおそれがあります。年末年始は計画的にごみ 

 を出すようにし、収集休止期間にはごみを出さないようにしてくだ 

 さい。 

◆年末年始は、ごみの量や道路状況により、回収時間が遅れる場合が 

 ありますので、ご了承ください。 

◆市指定ごみ袋に入りきらない大きさのごみは、粗大ごみになります 

 ので、｢クリーンポート・きぬ( 43-8822)｣に直接搬入するか、 

 シルバー人材センター( 44-3198)に有料戸別収集の予約をして 

 ください。 

 

 

   粗大ごみ・エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機・パソコン・ 

   医療廃棄物・ガスボンベ・消火器・農機具・自動車部品 

   (タイヤ・バッテリー等)・農薬・劇薬・火薬・塗料・廃油・ 

   焼却灰・土・砂・石・ブロック・瓦・保温材・石膏ボード・ 

   その他産業廃棄物は、ごみ集積所には出せません。 

                  （※収集できません） 

 

 

問 市生活環境課 内線1424・1425 

「クリーンポート・きぬ」へのごみの直接搬入について 
 

ごみ処理施設｢クリーンポート・きぬ｣の年末のごみの直接搬入は、

次のとおりです。 

◆上記期間は、混雑が予想されますので、早めに搬入してください。 

◆可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみは、必ず分別してください。 

◆ごみ搬入時の車両は、構内渋滞および事故防止のため２ｔ車まで 

 とし、必ずシート等をかけてください。 

◆受付窓口の混雑が予想されますので、家電リサイクル４品目のエア 

 コン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機の搬入は12月22日(月)までに搬入 

 してください。 

 なお、搬入する際は、事前に郵便局での手続きを忘れずにお願いし 

 ます。  
 
 ※12月30日(火)～平成21年1月４日(日)は搬入できません。 

 ※年始は1月5日(月)から通常通り搬入できます。 
 
【直接搬入時の畳の受け入れ枚数について】 

 ◇平成21年1月５日(月)から、畳の受入枚数が変更になります。 

    

  《変更前》        → 《変更後》 

   1件あたり1日10枚まで    1件あたり1日16枚まで 
 
 ※ただし、事業活動にともなって排出 

  された畳のうちウレタン製のものは 

  産業廃棄物扱いとなり、搬入できま 

  せん。 
 

問 クリーンポート・きぬ 

   43-8822 

年末のし尿の汲み取りはお早めに！ 
 

◆年末は、汲み取り(特に浄化槽)の依頼が集中し、応じきれない場合  

 もありますので、早めに許可業者に依頼してください。ご協力をお 

 願いします。 

◆12月26日(金)午後３時から平成21年１月４日(日)までは、し尿受 

 け入れ業務が休止になります。 

  

※12月23日(火)は受け入れを行ないます。 

 

問 し尿処理施設｢城山公苑｣ 0297-43-7221 

可燃ごみ 不燃ごみ 

収集が(月)・(木)

の地区 

12 月 29 日

(月)まで 

収集が(水)の

地区 

12 月 24 日

(水)まで 

収集が(火)・(金)

の地区 

12 月 26 日

(金)まで 

収集が(土)の

地区 

12 月 27 日

(土)まで 

資源ごみ（カン・ビン） 

大宝 

騰波ノ江 

上妻 

長塚 

石の宮 

下妻 総上 

豊加美 

旧千代川村 

高道祖 

12月22日

(月)まで 

12月16日

(火)まで 

12月24日

(水)まで 

12月25日

(木)まで 

12月26日

(金)まで 

有害ごみ 資源ごみ 

蛍光管 乾電池 ペットボトル  古紙類 

12 月25 日

(木)まで 

12月25日

(木)まで 

12 月 24 日

(水)まで 

12 月 26 日

(金)まで 

搬入日 搬入時間 搬入できるごみ 

12月22日(月) 午前9時～12時  

午後１時～4時30分 

可燃ごみ・不燃ごみ・

粗大ごみ 

12月23日(火) 搬入休止 

 ※搬入できません。 
    ― 

12月24日(水) 

   ～29日(月) 
午前9時～12時 

午後１時～4時30分 

可燃ごみ・不燃ごみ・

粗大ごみ 

ごみは分別して、

決められた日に 

出しましょう！ 

 
廃家電の引き取り事業所が増えました 
 
 廃家電４品目(エアコン・テレビ・冷蔵(冷凍)庫・洗濯機)の引き取り

は、｢特定家庭用機器再商品化法｣に基づき、各小売店または｢クリーン

ポート・きぬ｣への直接搬入およびシルバー人材センターによる戸別収集

により実施していますが、新たに10月１日から田口金属㈱筑波工場にお

いて、全てのメーカーの引き取りが可能となりました。 
 
  ≪田口金属㈱ 筑波工場≫ 

 受付時間 午前８時～11時45分 午後１時～４時45分 

      ※日曜、祝祭日は除く。 

 

 ※上記事業所に廃家電を搬入した場合、運搬料金等の手数料はかかり 

  ません。 

 なお、引き取りには｢家電リサイクル券｣が必要となります。券は事 

 業所で購入できますが、廃家電が複数あり購入する枚数が多い場合 

 は郵便局での購入をお願いする場合もありますので、その際は事前 

 にお問い合わせください。 
 

問 クリーンポート・きぬ 43-8822 

   田口金属(株)筑波工場 0297-43-7800［常総市鴻野山1770] 

 

案 内 
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市外の催し 

筑西遊湯館～クリスマスイベント～ 
 
●日時 12月25日(木)午前10時～午後10時30分 

●内容 入館料半額 
 
 ※年末年始の営業 

  12月31日(水)午前10時～午後6時 

  平成21年1月1日(木)休館日 

  1月2日(金)から通常営業 
 

問 筑西遊湯館 33-5151 

ご存知ですか！医療福祉（マル福）制度 
 
 医療福祉(マル福)制度は、一定の条件を満たす人が、医

療保険を使って医療機関等にかかった医療費の一部を公費

(県と市の負担)で助成する制度です。 
 
【対象となる方】 

◆乳幼児 

・未就学児(小学校入学前の3月31日まで) 

◆妊産婦 

・妊娠届出日(母子手帳交付日)の属する月の初日から 

 出産の翌月の末日まで 

◆ひとり親 

・18歳未満の児童を監護している父子家庭の父とその 

 子および母子家庭の母とその子 

・父もしくは母が重度障害者である父子もしくは母子 

 など 

◆重度心身障害者 

・身体障害者手帳１・２級に該当の方 

・身体障害者手帳３級に該当の方で、その障害名が 

 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸またはヒト 

 免疫不全ウィルスの機能障害とされる方 

 ・療育手帳の判定 A またはAの方 

・国民年金の障害年金１級の方 

・身体障害者手帳３級の方でかつ療育手帳判定Bの方 

・特別児童手当１級の方 
 
※受給には所得制限が設けられており、該当とならない 

 場合があります。 
 

問 市保険年金課 医療福祉係 内線1514 

県税事務所での納税証明書発行について 
  
 県税事務所では、車検用納税証明書の他に、次の２種類の証明書が発

行できます。申請前に、どちらが必要かご確認ください。 
 
  ◆証明書 

   ◇税額等の証明(様式第40号の４(ア)) 

    税目別、年度ごとの納税状況を証明します。 

   ◇未納がないことの証明等(様式第40号の４(イ)) 

    すべての県税について未納のないことを証明します。 

  ◆申請に必要なもの 

   ◇納税義務者の印鑑(法人は代表者の登録印) 

   ◇証明手数料 1件につき400円 

   ◇直近(約2週間程度)に県税を納めた場合は、その領収書 
 

問 県筑西県税事務所 24-9184 

区分 日時 場所 問い合わせ 

心配ごと 

相談 

１月６日・13日・20日・ 

27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13日と27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 

１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 １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) 
１月23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 

１月８日(木) 
午後５時30分～７時30分 

休日納税相談 

１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 

こころの 

健康相談 

１月14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 

あたらしい出会いを探して

みませんか 
 
 NPO 法 人 ベ ル・サ ポ ー ト で

は、いばらき出会いサポートセン

ターと共催により、ふれあいパー

ティを開催します。 
 
※いばらき出会いサポートセン 

 ターは、県と(社)茨城県労働者 

 福祉協議会が共同で設立した組 

 織です。 
 
【土浦会場】 

◇日時 平成21年1月11日(日) 

    13:30～17:00 

    (受付12:30～) 

◇場所 霞ヶ浦観光ホテル 

    [土浦市川口2-11-31] 

◇申込開始 12月11日(木)から  
        
【つくば会場】 

◇日時 平成21年1月17日(土) 

    13:30～17:00 

    (受付12:30～) 

◇場所 

 オークラフロンティアホテル  

 つくば 

 [つくば市吾妻1-1364-1］ 

◇申込開始 12月17日(水)から  
  
【境会場】 

◇日時 平成21年1月25日(日) 

    13:30～17:00 

    (受付12:30～) 

◇場所 

 グリーンパレス飛鳥 

 [猿島郡境町伏木1359-2] 

◇申込開始 12月25日(木)から   
 
◆募集対象者(男性参加は抽選) 

 Ａコース 

  男女とも40歳まで 

  男性15名 女性15名 

 Ｂコース 

  男女とも40歳以上 

  男性10名 女性10名 

◆参加費 

 男性4,000円 女性2,000円 
 

問 申 
 
 ＮＰＯ法人ベル・サポート 

 0280-87-7085  

E-mail info@bell-support.net 

頼りになります｢公正証書｣ 
 

公正証書で遺言をして大切な人に財産を残すことや、契約書を作って

大切な財産を守ることができます。 

公正証書について詳しく知りたい方は、ご相談ください。 

相談は無料です。 
 
  ◆相談日 月～金曜日 午前8時30分～ 

       ※電話予約可。 
 

問 下館公証役場(下館商工会議所内) 24-9460 

不動産公売に参加してみませんか 
 

茨城租税債権管理機構では一般の方も参加

できる入札により、不動産を公売します。 
 
◆日時 平成21年１月13日(火) 

    受付開始 午後12時50分 

◆場所 水戸合同庁舎内会議室 

◆公売対象不動産 

土地 所在 下妻市数須字北畑地内 

    地目 宅地 

    地積 291.36㎡ 

建物 所在 下妻市数須字北畑地内 

    種類 居宅 

    構造 木造スレート葺２階建 

    床面積 １階 84.98㎡ 

        ２階 33.12㎡ 
 
※中止になる場合がありますので、事前にお 

 問い合わせください。 

 なお、公売不動産等の詳細については、市 

 収納課で公売広報を無料配布していますの 

 で、ご覧ください。 
 

問 茨城租税債権管理機構 

   029-225-1221 
 
 ※茨城租税債権管理機構とは、市町村から 

  引き受けた市町村税の徴収事務を専門に 

  おこなう特別地方公共団体です。 

常総線＆TX時刻表を配布します 
 

関東鉄道常総線＆つくばエクスプレス時刻

表(茨城県つくばエクスプレス等整備利用促進

協議会発行)を、ご希望の方へ300冊限定で無

料配布します。 
 
 ※常総線では、平成20年度末にPASMO 

  (ICカード乗車券)の導入を予定しており、 

  鉄道利用がますます便利になります。 
 

問 市企画課 内線1311・1314 

案 内 



自宅で理・美容を受ける際は 

出張業務開始届出済証の確認を 
 
 病気などの身体的理由で移動することが困難なため、理・美容所に出

向けない場合、自宅で理・美容を受けることができますが、それを行な

えるのは所要の衛生措置が確保された理容師・美容師の方に限ります。 

 常総保健所では、衛生指導要綱に基づき、所要の衛生措置が確保され

ている理容師・美容師の方に｢出張業務開始届出済証｣を交付しています

ので、自宅での理・美容を依頼する場合には、証書を確認しましょう。 

 また、出張による理・美容を行なっている(出張先は個人宅に限らず、

社会福祉施設等も含む)、あるいは、これから行なおうと考えている理容

師・美容師の方は、出張業務開始届を常総保健所に提出し、出張業務開

始届出済証の交付を受けましょう。 
    

問 常総保健所 0297-22-1351 

骨髄バンクへの登録をご希望の方へ 
 
 骨髄バンクドナー登録会を実施します。 

18歳から54歳までの健康な方であれば、約２CCの採血でドナー

登録できます。 

受け付けから登録までは約20分です。 

ご協力をお願いします。 
 
◆日時 12月18日(木)午前9時30分～11時30分 

            午後1時～3時30分 

◆場所 下妻市役所1階ホール(献血会場内) 

◆主催 県・骨髄移植推進財団 
 

問 常総保健所 0297-22-1351 

     骨髄移植推進財団 0120-445-445 

測量にともなう土地立ち入りにご協力ください 
 

国土交通省下館河川事務所では、12月上旬から平成21年3月下旬

の間、鬼怒川・小貝川の地形把握(川や堤防の経年的な変化を調べる)

のために測量を行ないます。 

測量業者が川の中や堤防の周辺などの私有地に立ち入る場合があり

ますので、ご協力をお願いします。 

 なお、測量業者が私有地に立ち入る場合には、必ず身分証明書を携

帯していますので、不審な点がありましたら、証明書の提示を求める

か、下記までお問い合わせください。  
 

問 下館河川事務所 調査課 25-2171 

  【鬼怒川担当の出張所】 

   ・伊讃出張所(砂ヶ原橋上流約1.5km～長塚橋) 28-0742 

   ・鎌庭出張所(長塚橋～滝下橋) 0297-42-2644 

  【小貝川担当の出張所】 

   ・黒子出張所(常磐橋～愛国橋、大谷川(野殿橋～小貝川 

    合流点)、母子島遊水地) 37-6234 

   ・水海道出張所(愛国橋～伊奈橋) 0297-22-0245 

特定健康診査・基本健康診査の未受診者健診を実施します 
 
◆健診日程・会場 

 平成21年１月13日(火) 千代川保健センター 

        １月14日(水) 下妻市保健センター 

      １月15日(木) 下妻市保健センター 

◆受付時間 

 午前9時30分～11時30分、午後1時30分～3時 

◆持ち物 受診券、健康保険証 

◆対象者・検査項目・健診料 

 ４月から9月の健診を受診しなかった方で次に該当される方 

 (年齢は平成21年3月31日現在) 
 

◇40歳～74歳・・下妻市国民健康保険に加入中であれば受診できます。 

   検査項目 身体測定・血圧測定・腹囲測定・血液検査・尿検査・ 

        眼底検査・心電図検査 

   健診料  1,000円 
  
※下妻市国民健康保険以外の方で、医療保険者(健康保険組合等)より市の 

 健診にて受診できる受診券が送付されている方も受診できますが、検査 

 項目および健診料は各医療保険により異なりますので、詳しくは、加入 

 されている各医療保険者(健康保険組合等)にご確認ください。 
 
≪次の年齢の方は、加入している健康保険の種類にかかわらず受診できます≫ 

◇39歳以下・・検査項目 身体測定・血圧測定・腹囲測定・血液検査・ 

             尿検査・眼底検査・心電図検査 

        健診料  1,000円 
 
 ◇今年度75歳になる方(昭和8年4月1日～昭和9年3月31日生まれの方) 

  健診時に74歳の方・・・検査項目 39歳以下の方と同じ。 

              健診料  1,000円 

  健診時に75歳の方・・・検査項目 身体測定・血圧測定・血液検査・ 

                   尿検査 

              健診料  無料 
 

 ◇76歳以上・・・検査項目 身体測定・血圧測定・血液検査・尿検査 

健診料  無料 
  
   ≪次の検診は、加入されている健康保険の種類にかかわらず 

        受診できますので、健診当日にお申し込みください≫ 

  ◇胸部レントゲン 

    ・肺がん検診(40歳以上) 検査料300円 

    ・結核検診(39歳以下)  検査料700円 

  ◇肺がん喀たん検査(40歳以上の自覚症状等がある方) 

    健診時に喀たん容器を受け取り、後日｢たん｣を採取して保健セ 

    ンターまで届けてください。 

     容器代 300円  検査料 500円(｢たん｣提出時) 

  ◇前立腺がん検診(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。 

     検査料 500円 

  ◇肝炎ウイルス検査(40歳以上の今までに検査をしたことのない方) 

    健診時に採取した血液で、B型肝炎ウイルスとC型肝炎ウイルス 

    の両方の検査ができます。 

     検査料 500円 
   

問 市保健センター 43-1990 

工事期間中の交通規制にご協力ください 
 

公共下水道工事 

【本宿地内】 
 

工事期間中は、全面通行

止(夜間開放)等の交通規制

を行ないますので、ご協力

をお願いします。 
 
■工事期間 

 12月中旬 

  ～平成21年3月下旬 

■工事内容 

 公共下水道本管および 

 取出管布設工事 

■工事場所 

 右図のとおり 

【鎌庭地内】 
 

工事期間中は、全面通行

止(夜間開放)等の交通規制

を行ないますので、ご協力

をお願いします。 
 
■工事期間 

 12月中旬 

  ～平成21年3月上旬 

■工事内容 

 公共下水道本管および 

 取出管布設工事 

■工事場所 

 右図のとおり 

問 市下水道課 内線1735・1736 

製造事業所の皆さまへ 

工業統計調査にご協力ください 
 
 経済産業省では、我が国の製造業の実態を明らかにするため、全国

の製造事業所を対象に、今年度も工業統計調査(12月31日基準)を実

施します。 

 調査結果は、国や地方公共団体の行政施策の重要な基礎資料、企

業・大学などでの研究資料、小・中・高等学校の教材資料など、広く

利用されています。 

 調査対象の事業所には、12月中旬から来年１月

にかけて、統計調査員がお伺いしますので、調査に

ご協力をお願いします。 

 なお、統計法に基づき調査内容の秘密は厳守しま

すので、正確なご記入をお願いします。 
 

問 市企画課 内線1316 

 

案 内 

下妻市役所千代川庁舎 



案 内 
フィットネスパーク・きぬ 

(ほっとランド・きぬ)をご利用の皆さまへ 
  
≪年末年始の休館≫ 

 休館日 12月29日(月)～平成21年1月３日(土) 

     ※公園全体も休園となります。 

通常営業 平成21年1月４日(日)から 
 
≪グラウンドゴルフ会員券販売≫ 

 平成21年1月から「会員券」を販売します。 

 ◆金額 10,000円 

 ◆期間 購入から１年間有効 

 ◆対象 構成市町に在住または在勤の方 

 ※12月中旬から受け付け予定です。 
 
≪2009｢ほっとランド・きぬ｣新春イベント≫  

◆期日 １月12日(月)午前10時～午後４時 

 ◆内容 「和～なごみ～昔の遊びを体験しよう！」 

  昔の遊びコーナー(けん玉・お手玉・割りばし 

  鉄砲など)、チャレンジグラウンドゴルフ、 

  ミニコーナー、各種イベントあり。 

 ◆参加費 無料(入館料のみ) 
 
   昔の遊びを体験してシールを沢山集めると、 

   お年玉(?)がもらえるよ！ 

   一緒に遊んでくれるボランティアさんも募集 

   しています。 

 

◎詳細については、お問い合わせください。 
  

問 ほっとランド・きぬ 30-4126 

平成21年度学院生追加募集 
 
 県立筑西産業技術専門学院の機械システム科と電

気工事科では、平成21年度学院生の追加募集を行

なっています。 

 受け付けは随時行ない、毎週水曜日に選考し金曜

日に合否の発表をします。 

 応募は高等学校卒業以上(来春卒業見込み含む)の方

です。 

 なお、定員になり次第締め切ります。 
 
◎詳細については、お問い合わせください。 
 

問 申 県立筑西産業技術専門学院 24-1714 

講座受講生募集 
 

●会場 県立古河産業技術専門学院 

●受講料 各講座とも、2,900円 

●受付開始 平成21年1月20日(火)午前9時～  

●申込方法 

 申請書に受講料を添えて，お申し込みください。 

 定員になり次第締め切ります。 
 
◎詳細については、お問い合わせください。 
 

問 申 県立古河産業技術専門学院 

     0280-76-0049[古河市諸川1844] 

講座名 内容 定員 実施日時 

ホーム 

ページ 

作成 

ホームページ

の作成と公開 
10 

Ｈ21.3.2(月) 

   ～4(水) 
10:00～16:00 

新入社員 

基礎訓練 

新たな職業生

活に必要な基

本的なマナー 

20 
Ｈ21.3.26(木)  

   ～27(金) 
 9:00～17:00 
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しもつま 広
報 

『冬期海外派遣』参加者募集 
 

(財)国際青少年研修協会では、体験を通して理解

や交流を深め、国際性を養うことを目的に冬期海外

派遣を実施します。 

事前研修会では仲間作りから丁寧に指導しますの

で、おひとりで参加になる方・始めて海外へ行かれ

る方も安心してご参加ください。引率リーダーも同

行し、現地の活動をサポートします。 
 
●内容 

 ホームステイ・ボランティア・文化交流・ 

 職業体験・学校体験・英語研修・地域見学・ 

 野外活動など 

●派遣先 

 英国・豪州・カナダ・ 

 カンボジア・フィジー 

●日程 

 平成21年2月下旬 

  ～3月上旬(８～14日間) 

●対象 18歳以上 

●参加費 25万円～(共通経費は別途) 

●申込締切 平成21年1月16日(金) 
 
◎詳細については、お問い合わせください。 
 

問 申 (財)国際青少年研修協会 

     03-3359-8421 

     ホームページ http://www.kskk.or.jp 

子どもゆめ基金助成事業 

『ちびっ子探検学校ヨロン島』参加者募集 
 

(財)国際青少年研修協会では、｢ちびっこ探検学校

ヨロン島｣の参加者を募集しています。 

この事業は、沖縄に近い南の島、ヨロン島のサン

ゴ礁の海と美しい自然の中で、さまざまな野外活動

を通して仲間と助け合う楽しさを知り、また在日外

国人小学生と活動・生活を共にすることで、言語や

習慣を超えて友情を深め、国際感覚を身に付ける第

一歩とします。 
 
◆期間 平成21年3月27日(金)～4月２日(木) 

    6泊７日 

◆場所 鹿児島県大島郡与論町 

◆説明会 東京ほか全国8か所にて開催 

◆定員 小学校２年～６年生 350名 

    (外国人小学生も含む) 

◆出発地・参加費 

 羽田空港発 124,000円 

◆申込締切 平成21年3月６日(金) 

      ※先着順 
 

問 申 
 
 (財)国際青少年研修協会 

  03-3359-8421 

  ホームページ http://www.kskk.or.jp 

『マンガせりふコンテスト』作品募集 
 

県では、県内の小中学生を対象に｢いろんな国の

おともだち｣をテーマにしたマンガのせりふを募集

します。 

ゆかいな作品を多数ご応募ください。 
 
◆応募締切 平成21年1月9日(金) 
 
◎詳細については、お問い合わせください。 
 

問 申 県国際課｢マンガせりふコンテスト｣係 

     029-301-2857 

           

ワークショップ 
～楽しみながら美しい文字を書こう～ 
 

ふるさと博物館では、平成21年1月10日(土)～

2月1日(日)まで柳華舟先生の書展を開催します。 

書展会期中に、ただ文字を書くのではなく｢楽し

んで書く｣体験が出来るワークショップを開きます

ので、書道家の柳華舟先生と楽しみながら美しい

文字を書いてみませんか 
 
≪硬筆≫ 

◇日時 平成２１年１月１０日(土) 

    午後1時30分～3時 

◇場所 ふるさと博物館 講座室 

◇対象 小学校１年生～３年生 

◇募集人数 先着30人 

◇持ち物 ６Bまたは４Bの鉛筆・消しゴム・ 

     下じき・８～10マスの国語ノート 

         (使いかけのノートでOK) 

※清書用紙は博物館で用意します 
 
≪毛筆≫ 

◇日時 平成21年１月17日(土) 

    午後1時30分～3時 

◇場所 ふるさと博物館 講座室 

◇対象 小学校４年生～６年生 

◇募集人数 先着30人 

◇持ち物 習字道具 

     新聞紙１日分 

     スーパーの袋 

 

◆参加費 無料 

◆申込締切 12月26日(金) 

 

※希望者には、出来上がった作品を博物館の企画 

 展示室前通路に展示します。 

 

問 申 ふるさと博物館 44-7111 

 生涯学習ボランティア講師募集！ 
  

市教育委員会では、市民のさまざま学習活

動を支援・指導してくださるボランティア講

師を募集します。 

詳細については、お問い合わせください。 
 

問 申 下妻公民館 43-7370 

      千代川公民館 44-3141 

募 集 

募 集 


