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しもつま 広
報 

社交ダンス初級講座受講生募集 
 
 あなたも社交ダンスを始めませんか。 

日本ダンススポ－ツ連盟(JDSF)公認講師が、親切

に基礎から教えます。 
 
●日時 12月２日～平成21年１月27日までの 

    毎週火曜日(全８回)午後７時～９時 

●会場 騰波ノ江市民センタ－ 

●参加費 1,000円(テキスト代) 

●講師 野口 芳男 氏 

    (ＪＤＳＦ公認指導員) 

●申込締切 11月30日(日) 

●後援 

 茨城県西地区ダンススポ－ツ連盟 
 

問 申 下妻公民館 43-7370 

観光ボランティアガイド募集 
 

観光協会では、市を訪れた観光客の皆さんに対

して、本市の素晴らしい歴史や文化、自然、産業

などを広く紹介し、地域の温かい「おもてなしの

心」を伝え、案内をしていただく観光ボランティ

アガイドを募集します。 

 市の観光や文化財等に関心があり、その魅力を

多くの人に紹介する意欲のある方をお待ちしてい

ます。 
  
●応募条件 

 18歳以上の市内在住・在勤者で、観光ガイドの 

 できる方(無償) 

●募集人員 20名程度 

 ※先着順。定員になり次第締め切ります。 

 ※後日、ボランティアガイド養成講習会等(無料) 

  の開催を予定しています。 

●申込方法 

 商工観光課(千代川庁舎)に備え付けてある申込書に、 

 必要事項を記入のうえ、お申し込みください。 
 

問 申 市観光協会事務局(商工観光課内) 

     内線2633  

スコーレ母親講座 
「お母さん、子供の心が見えますか？」 
～プラス思考！ 

  自分を好きといえる子に～ 

 

●とき 

 12月５日(金) 

 午前10時～11時30分 

●ところ 

 下妻公民館 １階和室 

●講師 (社)スコーレ家庭教育振興協会 

    講師 平石喜美子 氏 

●主催 (社)スコーレ家庭教育振興協会 

     ※文部科学省認可の公益法人・ 

      生涯学習団体です。 
 

問 (社)スコーレ家庭教育振興協会 

   22-3066(平出) 

『砂沼 歩け歩け大会』 

参加者募集 
 
 青少年を育てる市民の会下妻支部では、

歩け歩け大会を開催します。 

 ご家族そろってご参加ください。 
 
●日時 12月７日(日) 

    受付 午前8時20分 

    スタート 午前9時 

 ※午前７時に花火で合図があります。 

 ※小雨決行。 

●集合場所 砂沼サンビーチ前広場 

●コース 砂沼一周(約6Km) 
 

問 下妻公民館 ℡43-7370 

大宝地区 

『歩け歩け大会』参加者募集 
  
 青少年を育てる市民の会大宝支部では、

恒例の歩け歩け大会を開催します。 

 皆さまの参加をお待ちしています。 
 
●日時 12月14日(日) 

    午前８時15分集合 

 ※午前７時に花火で合図があります。 

 ※雨天の場合、12月21日(日)に延期。 

●集合場所 大宝公民館 

●コース 大宝地区周辺(約７ｋｍ) 
 

問 大宝公民館 43-6884 

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。 

34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。 

 なお、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) 

●申込締切 12月18日(木) 
 

問 申 市生涯学習課 内線2834 

『第18回外国人による日本語スピーチコンテスト』 

出場者募集 
 

県内で生活している外国人の皆さんが、日頃考えていること

や、日本・茨城の印象、母国の話など国際理解を深めるテーマ

について発表できる絶好のチャンスです。 

 ぜひ、この機会に皆さんのすばらしい体験や、本音を聞かせ

てください。 
 
●日時 平成21年2月7日(土) 午後１時～４時30分 

●場所 県民文化センター 小ホール[水戸市千波町東久保697] 

●応募資格 県内で生活している外国人 

      ※ただし、日本の小中学校に在籍したことのない方 

●募集人員 15人 

●テーマ 国際理解を深める内容で、政治的、商業的、宗教的 

     宣伝・伝道でないもの 

●スピーチ時間 5分間 

●応募方法 

 ①～③を郵送または持参してください。 

 ①所定の申込書 ②スピーチ原稿 

 ③スピーチ原稿を吹き込んだ 

  カセットテープ、ＣＤ、ＭＤ等 

●応募締切 12月14日(日)必着 
 

問 申 
 
 財団法人茨城県国際交流協会(菊池) 029-241-1611 

 〒310-0851 

 水戸市千波町後川745 県民文化センター分館2階 

『第10回市長杯男女混合バレーボール大会』 

参加者募集 
 
 第10回市長杯男女混合バレーボール大会を 

開催しますので、ふるってご参加ください。 
 
●日時 12月14日(日) 

受付 午前8時45分～ 

 開会式 午前9時～ 

●会場 市総合体育館 

●参加資格 市内在住・在勤・在学している方で構成された 

      チームおよび近隣市町村チーム 

●参加費 1チーム 2,000円 学生チーム 1,000円 

     (当日会場で納入してください) 

●申込方法 申込用紙に必要事項を記入し、スポーツ振興課 

      までお申し込みください。(Fax可) 

●申込締切 12月5日(金) 
 

申 市スポーツ振興課(千代川庁舎) Fax43-3519  

   ※窓口での受付時間は、土・日曜日を除く午前8時30分 

    から午後5時までとなります。  
  

問 下妻市バレーボール協会(大月) 090-1736-9194 

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。 
 

●応募条件 

 20歳以上の方で、幅広い分野で専門的な知識・ 

 技能等をお持ちの方 

●応募内容 

 ボランティア講師の活動に意欲のある方は、応募し 

 てください。 

 選考・審査後、正式に登録が決定したとき、生涯学 

 習ボランティア講師登録者として認定されます。 

 ※選考･審査結果に関する個別の問い合わせには応 

  じられません。 

●応募受付 随時受け付けしています。 

●報酬等 

 ボランティア講師の活動に対しては無償です。 

●保険加入 公民館で傷害保険に加入します。 
 

問 申 下妻公民館 43-7370 

      千代川公民館 44-3141 

 

募 集 



いつでも安全・安心できる 

水道にご加入を 
 
◆安心できる水は、｢水道水｣で 

 市では、皆さんが安心して飲むことがで 

きるよう、浄水場で地下水の不純物を取り 

除き、さらに、塩素による殺菌消毒を行な 

い、きれいな水にしてから、皆さんのご家 

庭や事業所に送っています。 

 また、皆さんの地域の公民館等で採水し 

た水を、検査機関に委託し、水道法に定め 

られた厳しい水質検査を行なっています。 

 いつでも安全・安心できる水道にご加入を 

 お願いします。 
 
※井戸水を利用している方へ 

 井戸水は雨や農薬等の有害物質による 

汚染、家庭からの生活排水、事業所等か 

らの排水などの周辺環境の影響を受けや 

すく、井戸水が汚染される可能性があり 

ます。 

 井戸水が汚染されると、一般細菌、大 

腸菌などの有害な病原菌が混在すること 

もあり、健康を害する恐れもあります。 
 

問 市水道事業所 44-5311 

家電品のリサイクル料金改定 
 
 家電リサイクル料金が、11月１日から改定になりました。 
 
【リサイクル料金(消費税込)】 

 ※家電メーカーによってリサイクル料金が異なる場合があります。 

 

  ｢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｣(または｢運搬料 

金｣)が必要になります。 

 

 

【処分の方法】 

 ①小売店に引き取りを依頼する場合 

  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 

テレビ(ブラウン管式) 冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機 エアコン 

画面サイズ15型以下 

1,785円 

内容積が170L以下 

3,780円 
2,520円 2,625円 

画面サイズ16型以上 

2,835円 

内容積が171L以上 

4,830円 

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)に収集の予約を行な

い、シルバー人材センターまたは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。 

木造住宅の耐震診断を行ないます 
 

市では、地震に強い安全なまちづくりを

目指し、建築してから一定期間を過ぎた木

造住宅について、県木造住宅耐震診断士を

派遣し、耐震診断を行ないます。 

なお、診断料の一部は市で負担します。 
 
◆対象となる住宅 

次の要件を満たす市内の木造住宅。 

・昭和56年５月31日以前に建築確認を 

 受けて建築された木造住宅で、階数が 

 2階以下のもの。 

 ※詳細については、お問い合わせください。 

◆診断方法 

 家の中と外まわりを調査し、後日診断結 

 果の報告・大まかな補強の方法などの相 

 談を行ないます。 

◆診断棟数 30棟 ※先着順 

◆診断料 

 32,000円(申請者負担分 2,000円) 

◆申込期間 

 12月1日(月)～15日(月) 

 午前9時～午後5時 ※閉庁日除く 

◆申込方法   

申込用紙に必要事項をご記入のうえ、 

お申し込みください。 

 

【セールスにご注意ください！】 

 市では、申し込みをしていない方に診 

断士の派遣および斡旋等は行なっていま 

せん。 

 なお、建築診断において診断士が訪問 

する際は、「茨城県木造住宅耐震診断士 

認定証」を携帯していますので、ご確認 

ください。 
 

問 申 市建設課 内線1712 

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】1,050万円台～1,922万円台 

【坪単価】16.49万円～19.47万円 

【最多価格帯】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】12月６日(土)・７日(日) 

    午前10時～午後４時 
 
 ※ご来場の方に花(ポピー・スイートピー) 

  の種またはポット苗を差し上げます。 
 
【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〉 

 ※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  

茨城県最低賃金の改正 
 
 県内で事業を営む使用者とその事業所で

働くすべての労働者に適用されます。 

(臨時雇用者、パートタイマー、アルバイ

ト等を含む) 

 

 ◆時間額676円(引上げ額11円)に 

  改正されました。(10月19日発効) 

 

問 茨城労働局 029-224-6216 

 筑西労働基準監督署 22-4564 

「教育ローン」と「利子補給制度」 

について 
 
【教育ローン】 

 ◆融資額 

 最高500万円(労金の会員1000万円まで) 

   一括融資または分割融資 

 ◆返済期間 

 最長10年 

 ※別途、元金据置期間(最長5年)が設定 

  できます。 

 ◆金利 

 固定金利・特別金利 1.9％～2.4％ 

           (11月25日現在) 

 保証料・・・個人負担 

 ◆保証 県労働者信用基金協会の保証 
                
【県勤労者育英基金の利子補給制度】 

   在学中(最長4年以内)のお子さん一人当 

 たり100万円(一世帯300万円)までの融 

 資に対し、年１％の利子補給を受けること 

 ができます。 

 (対象者 県内在住・在勤の方) 
 

問  中央労働金庫 下妻支店 43-6211 

 案 内 
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講演会を開催します 
主夫からみたワークライフバランス 
～心地よい家族のカタチ提案～ 
 

男女共同参画社会をめざして講演会を開

催します。 

入場は無料です。 

ご家族、お友達お誘い合わせのうえご来

場ください。 

 

◆日時 12月７日(日)午後１時30分開会 

    ※午後1時開場 

◆場所 市立図書館２階 映像ホール 

◆内容 

◇オープニング《寸劇》 

 演題 ｢少子化対策をみんなで考えよう｣ 

    他2作 
 

 出演 「simon
シモン

♥s
ズ

」 

 

 

◇講演会  

 講師 山田 亮 先生 

 

 

《講師紹介》   

  大阪市立大学商学部を卒業後、佛教大 

 学通信教育課程社会福祉学科を卒業。 

 結婚後、主夫をしながら博士課程に進 

 学。家事・育児記録のホームページが新  

 聞に取り上げられ、スーパー主夫として 

 紙上に連載する。 

  現在、明治国際医療大学非常勤講師を 

 務めるほか、執筆活動や講演会など幅広 

 い活動を行なっている。 

 
 

 ※お車でお越しの際は、出来るだけ乗り 

  合わせてお越しください。 
 

問 市企画課 内線1312 

平成20年度 

『マイライフ いきいきセミナー』 

を開催します 
 

県では，女性のエンパワーメント推進(多様

な選択を可能にする教育・学習機会の充実と

社会参画)の目的を達成するためにセミナーを

開催します。 

入場は無料です。 

皆さまのご参加をお待ちしています。 
 
●対象 

 女性・子育て支援団体 

 教育・ＰＴＡ関係者 

 地域活動におけるリーダー 

 一般の方 

●募集人員 

 講話 50人 

 公開講演会 308人 

●会場 

 県女性プラザ レイクエコー 

 [行方市宇崎1389] 

●内容 

【講話】 

 ◇12月７日(日)午前10時30分～正午 

   ｢地域ぐるみの子育て支援について 

   考える 

   ～ガンバル女性の実践事例から～｣ 

   県子ども家庭課課長補佐 

   橋本 由美子 氏 

【公開講演会】 

 ◇12月７日(日)午後１時～２時30分 

   ｢地域ぐるみの子育て支援 

   ～今こそ、家庭・学校・地域の力を 

   あわせる時～」 

   キャスター・エッセイスト 

   浜尾 朱美 氏 

 ◇平成21年1月25日(日)午後２時～４時 

   ｢愛と平和、命の重みを考える」 

   映画監督 井筒 和幸 氏(予定) 

●申込方法 

 電話またはFaxにてお申し込みください。 

●申込期限 

 開催日の8日前 

 ※定員になり次第締め切ります。 

●主催 

 県教育委員会・県女性プラザ 

 (財)茨城県教育財団 
 

問 申 県女性プラザ レイクエコー 

     0299-73-3877 

     Fax0299-73-3925 

『成人のつどい』を開催します 
 
 市では、成人式の名称を｢成人のつどい｣として新成人を祝う

式典を開催しています。 

 式典の他に、新成人の皆さんが、市政や地域のことで、日頃

より疑問に思っていることを直接小倉市長に質問する｢市長と

語ろう20歳｣を実施する予定です。 

 一般市民の方も入場できますので、ぜひご来場ください。 
 
◆日時 平成21年１月11日(日) 

    午後２時受付 

    午後2時30分式典開始 

◆会場 市民文化会館 

◆主催 市・市教育委員会 
 

問 市生涯学習課 内線2832 

筑波根詩人「横瀬夜雨」生誕１３０年記念 

特別展を開催します 
 

ふるさと博物館では、横瀬夜雨記念会と共催で筑波根詩人

｢横瀬夜雨｣生誕130年を記念して特別展を開催しています。

直筆の書画等、普段展示されていない作品も展示しますので、

この機会に、夜雨の作品をご鑑賞ください。 

 また、特別講演会も開催しますのでご来館ください。 
 
【特別展】 

 ●日時 11月23日(日)～12月7日(日)  

     午前９時～午後４時３０分 

 ※休館日 11月25日(火)、12月１日(月) 

 ●場所 ふるさと博物館 企画展示室 

 ●入館料 一般200円(160円) 児童・生徒100円(80円) 

  ※(  )内は15人以上の団体料金。 

  ※小学生未満と65歳以上の方は無料です。 
 
【特別講演会】 

 ●日時 11月30日(日)午後1時～2時30分 

 ●場所 ふるさと博物館 講座室 

 ●内容 演題 ｢横瀬夜雨｣入門 

 講師 茨城高専名誉教授 横瀬 隆雄 先生 

 ●入場料 無料 
 

問 ふるさと博物館 44-7111 

12月４日から10日は 

『人権週間』です 
 

 1948年(昭和23年)12月10日、国連総会で世界人権宣言

が採択されたのを記念し、毎年12月10日は｢人権デー

(Human Rights Day)｣と定められました。 

 法務省と全国人権擁護委員連合会では、人権デーを最終日

とする12月４日から10日までを｢人権週間｣として各種の人

権啓発活動を行なっています。 

 一人一人はみな違いますが、人権はすべての人に平等に保

障されています。しかし、自分の人権を主張するだけでは、

他の人の人権を侵害することもあります。 

 人権週間にあたり、人権は自分と同じように他の人にもあ

ることを考え、お互いに相手の立

場を思いやり豊かな人間関係をつ

くりましょう。 
 
 水戸地方法務局 

 県人権擁護委員連合会 

社会保険庁から 

｢社会保険料(国民年金保険料) 

  控除証明書｣が送付されます 
 

納付された国民年金保険料は、全額が｢社会保険料控除｣の

対象となります。年末調整や確定申告の際には、社会保険料

(国民年金保険料)控除証明書や領収証書が必要となりますの

で、それまで大切に保管してください。 
 

問 社会保険庁 

   控除証明書専用ダイヤル ℡0570-070-117 

 受付時間 平日 午前9時～午後５時 

 

12月10日から16日は 

『北朝鮮人権侵害問題啓発週間』です 
～北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう～ 

 

北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深め

るとともに国際社会と連携しつつ、北朝鮮当局による人権侵

害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、

平成18年６月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵

害問題への対処に関する法律」が施行され、国および地方公

共団体の責務等が定められました。 
 
※詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。 

  (http://www.moj.go.jp/) 

 
 

問 下妻警察署 43-0110 

 

案 内 



公民館おはなしの会／12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 

 12月20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 

図書館おはなし会／12月 
 

市立図書館の12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 

 12月13日(土) 

 午前10時30分～11時30分 

 午後２時～午後３時 

●ところ 

 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 12月16日(火)・20日(土)午後2時～ 

◆上映作品 ｢群集｣(アメリカ／123分) 

 監督 フランク・キャプラ  

 出演 ゲーリー・クーパー 

    バーバラ・スタンウイック 

［あらすじ］ 

  新聞社をクビになった女性記者は、仕事に対する 

 苛立ちと社会に対する不満でいっぱいだった。 

 そこで彼女が思いついたのが、ジョン・ドーという 

 架空の名前を使って「この嫌悪すべき世界に抗議す 

 るためクリスマスに公会堂の搭上から飛び降り自殺 

 する｣という投書を新聞社にだすということだった。 
 

『歩道新設工事』 
 

大園木地内において歩道新設工事を実施します。 

 工事期間中は、全面通行止(夜間開放)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 11月下旬～平成21年２月下旬 

■工事内容 既存の市道に歩道を新設する。 

■工事場所 下図のとおり 

  

 
 
問 市都市整備課 内線1723 

工事期間中の交通規制にご協力ください 

『柳原地区排水路工事』 
 
 柳原地内において、排水路工事を実施します。 

 工事期間中は、通行止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 11月下旬～平成21年2月上旬 

■工事場所 下図のとおり 

問 市農地整備課 内線2615 

『二本紀地区排水路工事』 
 
 二本紀地内において、排水路工事を実施します。 

 工事期間中は、通行止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月上旬～平成21年2月下旬 

■工事場所 下図のとおり 

 

 
 

問 市農地整備課 内線2617 

『若柳東地区農道整備工事』 
 
 若柳地内において、道路改良舗装工事を実施します。 

 工事期間中は、通行止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 11月下旬～平成21年2月上旬 

■工事場所 下図のとおり 

問 市農地整備課 内線2615 

『騰波ノ江地区道路改良舗装工事』 
 
 騰波ノ江地区圃場整備事業の区域内において、道路

改良舗装工事を実施します。 

 工事期間中は、全面通行止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 11月中旬～平成21年３月上旬 

■工事場所 下図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 筑西土地改良事務所 工務第一課 24-9244 

   市農地整備課 内線2615 

案 内 

≪子ども映画会≫ 

◆とき 

 12月27日(土)午後2時～ 

◆上映作品 

 クリスマスの贈り物/ 

 マルーシカの塩 / 

 森で一番えらい動物 / 

 雪の女王(60分)      

  まんが世界昔ばなしより 

■ところ  市立図書館 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 

工事箇所 

や
す
ら
ぎ
の
里
し
も
つ
ま 

道の駅しもつま 

茨城県警察 
県西機動センター 



案 内 「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受け付

けます。 
 
●受付期間 11月20日(木)～12月19日(金) 

●受付時間 午前８時30分～午後５時15分 

      ※土・日曜日は受付しません 

●受付場所 市農政課(千代川庁舎) 

 

   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)を予定しているため、平成 

  21年度・22年度については、農業振興地域整 

  備計画の変更申し出の受け付けができません。 

  この期間に変更申し出を予定している方は、 

 今回申し出してください。 

  次回の受け付けは、平成23年６月に予定して 

  います。 

 

問 市農政課 内線2624・2625 

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

行なっています。 

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いては、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。 

 詳細については、お気軽にお問い合わせください。 
 

問 市企画課 内線1312 

砂沼遊歩道での県西地区 

高校駅伝にご協力を 
 

砂沼広域公園において、駅伝大会

を実施します。 

 大会当日は、先導バイクの走行

等、公園利用の皆さまには大変ご迷

惑をおかけしますが、ご協力をお願

いします。 
 
 
◆とき 

 12月11日(木) 

 午前10時 

  ～午後2時30分 

◆ところ 

 砂沼遊歩道および観桜苑 
 

問 県立八千代高校(田村) 

   48-1836 
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広
報 

農業所得申告の準備はお早目に 
 
 農業所得の申告は、収支計算(収入金額か

ら必要経費を差し引き、残りを所得金額と

する計算方法)によって申告することになっ

ています。 

 来年の申告のために、平成20年1月1日か

ら12月31日までの1年間の農業に関する収

支金額のわかる書類(通帳、売り上げ伝票、

出荷伝票、各種農業施設利用伝票や請求

書、領収書、レシート等)の保存や記帳が必

要となりますので、早めにご準備をお願い

します。 
 
【申告までの流れ】 

  ①書類の保管・記帳 

 

  ②収入・経費の合計 

 

  ③収支内訳書の作成 

 

  ④申告 
 
 ※収支内訳書は来年１月下旬に発送します。 
 

問 市税務課 市民税係 

   内線1342・1343 

有害鳥獣捕獲を実施します 
 
 収穫前の野菜類(白菜・キャベツ等)を、カ

ラスの食害から守るため、銃器による捕獲

を県猟友会下妻支部のご協力により実施し

ます。 

 皆さまのご協力をお願いします。 
 
●実施日 12月7日(日) 

     平成21年1月11日(日) 

     2月８日(日) 

     各日とも日の出から日没まで 
 

問 市農政課 内線2623 

     市生活環境課 内線1423 

 

【パブリックコメント(意見公募)の実施】 
 

市民の皆さまの考えを計画検討の参考とするため、パブ

リックコメントを実施しますので、下妻市都市計画マスター

プラン(案)をご覧いただき、ご意見をお寄せください。 
 
◆計画等の(案)の名称 

 ｢下妻市都市計画マスタープラン(案)｣ 
 
◆募集期間 

 11月25日(火)～12月15日(月)必着 
 
◆応募対象者 

 ◇市内在住・在勤・在学している方 

 ◇市内に事務所または事業所を有する個人および法人その 

  他の団体 
 
◆閲覧の場所等 

 １．市都市整備課内(市役所第二庁舎 ２階) 

 ２．市くらしの窓口課内(市役所千代川庁舎) 

 ３．市ホームページ(http://www.city.shimotsuma.lg.jp) 
 
※１および２については、土・日曜日を除く午前９時から 

 午後５時までとなります。 
 
◆ご意見の提出方法 

郵送・Fax・電子メール・または都市整備課へ持参のいず 

れかの方法で提出してください。 

なお、書式は、閲覧場所にあるものまたは市ホームページ 

からダウンロードしてご利用ください。 
 
※電子メールで提出する場合は、ご意見とともに、住所・ 

 氏名(団体･企業の場合は団体・企業名及び代表者の氏名)、 

 電話番号をご記入のうえ、送信してください。 
 
◆ご意見の取扱い 

 お寄せいただいた意見の概要およびこれに対する市の考え 

 方をホームページ等で公表する予定です。 

 (住所・氏名など個人を特定する情報は一切公表しません) 

 また、個別の回答は行ないません。 
 
※電話、口頭でのご意見や住所・氏名などが明記されていな 

 いものは受付できませんので、ご了承ください。 
 

問 (提出先) 
 
 市都市整備課 都市計画係 内線1725        

 Fax43-2945 

 〒304-8501下妻市本城町2-22 

 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ toshiseibi@city.shimotsuma.lg.jp 

下妻市都市計画マスタープラン(案)に対するパブリックコメント(意見公募)の実施 

および地域別説明会を開催します 
 

市では、現在、合併前の旧下妻市と旧千代川村において、それぞれ策定した 

都市計画マスタープランを一体化する見直し作業を行なっています。 

都市計画マスタープランは総合計画を指針とするまちづくりの計画であり、 

今後のまちづくりにおける重要な方針となるものです。 

【地域別説明会】 
 

各地域(中学校区単位)で説明会を開催し

ますので、ご来場ください。 

 

◆12月２日(火)午後７時 

 大宝地区公民館 大会議室 

  大宝・騰波ノ江・豊加美・高道祖地区 

 

◆12月３日(水)午後７時 

 千代川公民館 視聴覚室 

  蚕飼・宗道・大形地区 

 

◆12月４日(木)午後７時 

 下妻市役所第二庁舎 大会議室 

  下妻・上妻・総上地区 

 

問 市都市整備課 都市計画係 

   内線1725 

案 内 

募 集 


