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しもつま 広
報 

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。 
 
【筑西会場】 

 ◇日時 12月７日(日)13:30～17:00 

     (受付12:30～) 

 ◇場所 スピカビル[筑西市丙360] 

 ◇申込開始 11月7日(金)から 

  ※男性参加は抽選となります。 
       
【土浦会場】 

 ◇日時 12月14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 11月14日(金)から 

  ※定員になり次第締め切ります。 
 
【古河会場】 

 ◇日時 12月23日(火)13:30～17:00 

     (受付12:30～) 

 ◇場所 古河市生涯学習センター 

       総和・とねみどり館 

     [古河市前林1953-1] 

 ◇申込開始 11月23日(日)から  

  ※男性参加は抽選となります。 
 
【つくば会場】 

 ◇日時 12月27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 11月27日(木)から 

  ※男性参加は抽選となります。 
 
◆募集対象者(各会場) 

 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(各会場共) 

 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 

「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。 

   次回の受付は、平成23年６月に予定しています。 

 
 

問 市農政課 内線2624・2625 

医療福祉費支給制度(マル福) 
～社会保険で受給の皆さまへ～ 
 

政府管掌健康保険については、国(社会保険庁)で運営さ

れていましたが、10月1日から新たに全国健康保険協会

が設立され、協会が運営することになりました。 

つきましては、保険証の切り替えにより、記号番号に変

更のあった方は、変更の届け出をしてください。 

         

●持参する物 

 ・新しい保険証(全国健康保険協会「協会けんぽ｣) 
 
 ・福 受給者証 
 
 ・印鑑 

●届出先  

 ・保険年金課 

 ・くらしの窓口課(千代川庁舎) 

 

問 市保険年金課 医療福祉係 内線1514 

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 

【 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】11月15 日(土)・16日(日) 

    午前10時～午後４時 
 
   ※ご来場の方に花の種(ポピー・ 

    スイートピー)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  

平成２０年度 

浄化槽設置事業費補助金の 

申請受け付けが終了しました 
 

本年度の浄化槽設置に係る補助金は、

申請が予定基数に達しましたので、受け

付けを終了しました。 

 

問 市生活環境課 内線1423 

男女共同参画推進プランの 

進捗状況を報告します 
 

 市では、「女
ひと

と男
ひと

とが手

を取り合い、個性をかがや

かせるまち下妻」を基本理

念に策定した男女共同参画

推進プランの取り組みをし

ていますが、この度、男女共同参画社会の醸

成に向けて施策の推進を図ることを目的に、

平成19年度の事業実施状況を調査・自己評価

をした進捗状況をまとめました。 

詳細については、市ホームページに掲載し

ましたのでご覧ください。 

また、次のとおり閲覧もできますのでお知

らせします。 

 

●閲覧期間 

 11月10日(月)～28日(金)   

 午前8時30分～午後５時 

  (午後12時15分～1時は除く) 

 ※閲覧は、平日に限ります。 

●閲覧場所  

 市役所本庁舎２階 企画課 

 

問 市企画課 内線1312 

 



募 集 市内の催し 

市外の催し 

働く婦人の家 

勤労青少年ホーム 
 
●日時 

 11月22日(土)・23日(日) 

 午前9時～午後３時 

●場所 働く婦人の家 

●内容 

 ◇作品展示 

  フラワーボトル・絵てがみ・筆ぺン習字・ 

  押し花・華道・手編・書道・和紙人形・ 

  生花・手作り工芸品 

◇実技公開 

  23日(日) 着付教室・お茶席 

◇体験コーナー 

  22日(土)・23日(日) 和紙人形・押し花 
 
※実技公開・体験コーナーは、日時が限定されて 

 いますので、詳しくはお問い合わせください。 
        

問 働く婦人の家 43-7929 

   勤労青少年ホーム 43-7423 

平成20年度 

『食を通じたエコライフ運動の集い』 

参加者募集 
 

食の安心安全の上からも地産地

消の実践は重要です。 

地産地消の考えを広く推し進

め、環境に優しい食材の活用と普

及を目指し、食のエコライフ運動

を推進しませんか。 
 
◆とき 12月３日(水)午後1時～4時 

◆ところ しもだて地域交流センター・アルテリオ 

     １階 集会室[筑西市丙372] 

 ※駐車場は、アルテリオもしくは筑西市役所を 

  ご利用ください。 

◆内容 講話 県農業総合センター 

       水戸地域農業改良普及センター長  

       本橋 修二 先生 

◆参加費 無料 
 
◎事前のお申し込みは必要ありません。 

 直接、ご来場ください。 
 

問 市生涯学習課 内線2834 
『人権週間記念フェスタ』 
 

県では、多くの県民の皆さまに身近なところから人権

を考えていただく機会とするため、人権週間(12月4日

～10日)期間中に記念フェスタを開催します。 

 皆さまの参加をお待ちしています。 
 
●日時 12月６日(土)午後1時～ ※開場12時 

●場所 石岡市民会館[石岡市総社1-2-5] 

●内容  

 ①平成20年度人権啓発ポスターコンクール表彰式 

 ②平成20年度人権メッセージ表彰式 

 ③人権メッセージ・人権作文朗読 

  (人権作文は、全国中学校人権作文コンテスト県大会 

   優秀作品) 

 ④アトラクション 

 ⑤講演 ｢日常の家族の風景から｣ 作家 重松 清 氏 

●参加費 無料 

●定員 900名 

    ※先着順。定員になり次第締め切ります。 

●申込方法 電話、Fax、Ｅメールまたはハガキにて 

      お申し込みください。 

 ※Fax、Ｅメール、ハガキでのお申し込みは、催事名 

  (人権週間記念フェスタ)・住所・氏名・電話番号・ 

  合計参加人数を明記してください。 
 

問 申 県人権啓発推進センター 

     029-301-3136 

     Fax029-301-3138  

     〒310-8555[水戸市笠原町978-6] 

     E-mail koso5@pref.ibaraki.lg.jp 

『合同文化祭』 

『オオムラサキ越冬幼虫観察会』 
 
 オオムラサキと森の文化の会では、越冬幼虫の

観察会を実施します。 

 ぜひご参加ください。 
 
●とき 

 11月29日(土)・30日(日) 

 12月３日(水)・４日(木) 

  午前の部 午前9時30分～11時30分 

  午後の部 午後1時30分～3時30分 

 ※12月４日(木)は、午前の部のみの実施 

 ※小雨決行 

●ところ 小貝川ふれあい公園上流コアゾーン 

     (オオムラサキの森) 

●内容 

 越冬する幼虫を探し、その生態を観察する。 
 
 秋から冬にかけてのこの時期は、夏に誕生 

 した幼虫が森の中で落ち葉の下に身を寄せ 

 て春の訪れを静かに待っています。 
 

●その他 参加費無料、予約の必要なし。 
 

問 オオムラサキと森の文化の会(石倉) 

   44-0470 
  
 ※オオムラサキと森の文化の会は、小貝川ふれ 

  あい公園上流コアゾーンにおいて、国蝶オオ 

  ムラサキの生息保護活動を続けています。 

 

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) 

●募集期間 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 

『サイエンスカフェ（科学座談会）』 

参加者募集 
 

専門高度化する科学技術を皆さんの身近に感じても

らうため、第一線の研究者が県内各地に出向き、研究

内容や暮らしへの影響などをわかりやすくお話して、

気軽な雰囲気で意見交換を行ないます。 

飲み物とお菓子を用意してお待ちしています。 

お気軽にご参加ください。 
 
◆日時 12月14日(日)午前10時～正午 

◆場所 下妻公民館２階 大会議室 

◆テーマ ｢地球温暖化とゴミ問題のかかわり｣ 

     講師 独立行政法人 国立環境研究所 

        循環型社会・廃棄物研究センター長 

        森口 祐一 先生 

◆対象 40名程度 

    ※定員になり次第締め切ります。 

◆参加費 無料 

◆申込方法 電話、FaxまたはEメールにてお申し込 

      みください。 

◆主催 県・市・(財)茨城県科学技術振興財団・ 

    つくばサイエンスアカデミー 
 

問 申 市生活環境課 

     内線1425 Fax44-7833 

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

とばのえ地区 

 『ウォークラリー＆歩け歩け大会』 

参加者募集 
  
 ご家族・ご近所の皆さまお誘い合わせのうえ、ご

参加ください。 

 参加者全員に、参加賞・おいしい豚汁を用意して

お待ちしています。 
 
◆日時 12月20日(土) 

ウォークラリー 午前８時集合 

     歩け歩け大会  午前９時集合 

    ※小雨決行 

◆集合場所 騰波ノ江市民センター 

◆コース 騰波ノ江地区周辺 ７～８ｋｍ 

◆参加方法 

 ・騰波ノ江地区の方 

各家庭に、ご案内および申込書を配布しま 

すので、申込書を騰波ノ江市民センター郵 

便箱に投函してください。 

 ・その他の地区の方  

電話にてお申し込みください。 

◆申込締切 12月10日(水) 
 

問 申 
 
 青少年を育てる下妻市民の会 

 騰波ノ江支部事務局 

 (騰波ノ江市民センター内) 

 43-6454 

  ※開館日は火・木・土曜日です。 

『第７回市長杯市民パークゴルフ大会』 

参加者募集 
 
●とき 

 12月14日(日) 

 受付 午前８時～８時20分 

 ※小雨決行 

●ところ 

 小貝川ふれあい公園 パークゴルフ場 

●参加資格 

 市内在住・在勤・在学されている方 

●定員 70名 

    ※先着順。定員になり次第締め切ります。 

●参加費 500円(小・中学生は無料) 

     ※プレー代は無料 

●申込期限 11月30日(日) 

  ※参加されるご本人がお申し込みください。 

  当日の参加申し込みはお受けできません。 
 

問 申 ネイチャーセンター 45-0200 

小学生から 

シニアまで、

みんなで楽し

みましょう！ 

 



  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 

住生活総合調査に 

ご協力ください 
 
 この調査は、法に基づく住生活の安

定・向上に係る総合的な施策を推進す

るうえで必要となる基礎資料を得るた

めに、居住環境を含めた住生活全般に

関する実態や居住者の意向・満足度を

総合的に調査するもので、５年ごとに

実施しています。 

 統計調査員証を持った市の職員が、

対象となった世帯を訪問しますので、

ご協力をお願いします。 

 

●調査期間 

 11月24日(月) 

   ～12月7日(日) 

 

問 市建設課 

   内線1712・1713 

平成２１年度 

茨城県結城看護専門学校学生募集 
 
 歴史と紬のまち結城で学んでみませんか。 

 本校は、おもいやりのある人間性豊かな 

看護師の養成を目指しています。 
 
●修業年限 ３年 

●受験資格  

 高等学校または中等学校を卒業 

 した者ならびに平成21年３月 

 卒業見込みの者等 

●出願書類受付期間 12月１日(月)～12日(金) 

●試験日 平成21年1月14日(水) 
 

問 申 県結城看護専門学校 33-1922 

     〒307-0001[結城市結城1211-7] 

     ホームページ http://www.yukinu.jp 

健 康 

12月の相談 

区分 日時 場所 問い合わせ 

心配ごと 

相談 

12月２日・９日・16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９日(予約制) 

下妻公民館 

２階 小会議室 

(法律相談は 

 2階 学習室) 

市社会福祉 

協議会 

44-0142 
  

行政相談 

12月12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 
12月19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) 

【特設相談日】 

12月５日(金) 
午前10時～午後3時 

下妻公民館 

２階 学習室 

市人権推進室 

内線1583 

納税相談 

夜間納税相談 

12月４日(木) 
午後５時30分～７時30分 

休日納税相談 

12月28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 

12月10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 

｢外国人のための 

 一日無料弁護士相談｣  

 を開催します 
 
 

 

 

◆日時 

 11月16日(日) 

 午前11時～午後４時 

 ※午後３時30分受付終了 

◆場所 

 しもだて地域交流センター・ 

 アルテリオ 

 [筑西市丙372] 

◆対象者 

 外国人または外国人に係わる 

 日本人 

◆相談内容 

 在留資格、労働関係、研修、 

 国際結婚、税金、保険、 

 その他生活全般 

 ※弁護士による無料相談 

  (面談方式) 

◆電話番号(当日のみ) 

 090-2645-6448 

◆相談言語 

 日本語、英語、中国語、 

 タイ語、タガログ語、 

 ポルトガル語、韓国語、 

 スペイン語、インドネシア語 

◆主催 

 (財)茨城県国際交流協会 

 茨城県弁護士会 

 関東弁護士会連合会 
 

問 (財)茨城県国際交流協会 

   029-244-3811 

調停相談 
 
 身の回りのことでお困りの方は、ぜひ相談を。 

 裁判所の調停委員がお待ちしています。 
  
◆日時 11月30日(日)午前10時～午後3時 

    受付 午前9時30分～午後3時 

     ※予約なしで先着順に相談できます。 

◆場所 下妻公民館 

◆相談内容 夫婦関係・親子関係・相続関係・扶養関係・金銭関係・ 

      土地関係・交通事故関係 
 

問 水戸地方・家庭裁判所下妻支部 下妻調停協会 43-6781 

 

 

フィットネス 特別プログラム 

『ほっと! ビート!! ＨＯＴ!!!』 
 

有酸素運動と筋肉トレーニングを繰り返し行

なうことによって、脂肪燃焼効果を高めていき

ます。 

軽快な音楽に乗って、いい汗

を流しましょう。 
 
●日時 12月13日(土) 

    午後7時～8時 

●場所 ほっとランド・きぬ 

    トレーニングジム内スタジオ 

●定員 20名 

   ※定員に達した場合は、キャンセル 

    待ちでの受付となります。 

●参加費 無料(入館料のみ) 

●参加申込 

 11月22日(土)午後７時からフロント前にて 

 受付を開始します。 

 ※参加者本人が来館して受付してください。 

  (代筆、電話予約不可) 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 ほっとランド・きぬ 

     30-4126 
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しもつま 
広
報 

●調査期間 

 11月中旬 

  ～12月上旬 

●路線測量 

 右図のとおり 

●測量業者 

 県土地改良事業団体 

 連合会 

 

問 市農地整備課 

   内線2617 

 

相談無料！ 

秘密厳守！ 

案 内 測量にともなう土地立ち入りにご協力を 
 
市では鬼怒地内において、農業用用排水路整備事業

にともなう測量を実施します。 

 測量を実施するにあたり、測量業者が整備計画路線

に隣接する田んぼや畑に立ち入りします。 

また、その付近の土地にも立ち入ることがありますので、ご協

力をお願いします。 

 


