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グラウンドゴルフ場を無料開放します 
 
◆開放日 

 10月～平成22年３月の毎月第３木曜日 

◆対象者 

 構成市町(下妻市・八千代町・常総市・ 

 筑西市)に在住・在勤の方 
 
《注意事項》 

 ①利用の際は必ず受付をしてください。 

 ②利用の際は必ず腕章を付けてプレーし 

  てください。 

 ③雨天などで利用できない日の振替日や 

  予備日はありません。 

 ④その他、従来の注意事項を守り楽しく 

  プレーしてください。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 ほっとランド・きぬ 30-4126 

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】９月13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〉 

 ※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。 

 ※悪天候の場合は、都市整備課(市役所第二庁舎)で 

  受け付けします。 

◆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 

 ※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 都市計画係 内線1726  

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 

地デジを口実にした悪質商法に 

ご注意を 
 
 テレビの調査や工事を口実に料金を不正に

請求したり、総務省やテレビ局などの関係機

関の職員をかたり、切り替え手数料などを架

空請求する悪質な事例が発生しています。 

 地上デジタル放送への対応で、総務省・テ

レビ局・その他関係機関がお金を請求するこ

とは一切ありません。このような請求を受け

たときは、すぐには支払わず、お近くの警察

署、下妻市消費生活センター( 44-8632)、

地デジコールセンター( 0570-07-0101)

へご相談ください。 

地上デジタル放送説明会・ 

受信相談会を開催します 
 

説明会では、地上デジタル 

放送を受信するために必要な 

情報を提供すると共に、 
 

◆地上デジタル放送を見られる 

 ようにするにはいくら掛かるの？ 

◆今のアナログテレビをそのまま使って 

 見るにはどうすればいいの？ 

◆アンテナは交換しなければならないの？ 
 

など、ご自宅やお住まいの地域で地上デジタル

放送を受信するための具体的な質問にお答えし

ます。 

 また、会場にはデジタルテレビ・デジタル

チューナ・リモコン・UHFアンテナなどを展

示し、実際に触れて体験することができます。 

 総務省が開催する無料説明会のため、機器の

販売や契約などの勧誘などは一切ありません。

当日、会場へお越しください。 
 

 

問 総務省茨城県テレビ受信者支援センター 

   (デジサポ茨城 説明会事務局) 

   029-303-2601 

   ※午前10時～午後６時 

   市総務課 内線1222 

会場 定員 開催日 
時間 

 (60分程度) 

大宝公民館 70人 9月4日(金) 
10:00～ 

14:00～ 

千代川公民館 140人 9月5日(土) 
10:00～ 

14:00～ 

市立図書館 120人 9月6日(日) 
10:00～ 

14:00～ 

下妻市立幼稚園・小中学校運動会 
   

市立幼稚園・小中学校では、 

毎年恒例の運動会を開催します。 

皆さまお誘いあわせのうえ、 

ぜひお越しください。 

日時 幼稚園・学校名 開始時間 雨天の場合 

9月5日(土) 
下妻中学校 8:00 

東部中学校 8:30 

9月12日(土) 

騰波ノ江幼稚園・小学校 8:30 

豊加美幼稚園・小学校 8:30 

高道祖幼稚園・小学校 8:45 

千代川中学校 8:30 

9月19日(土) 

下妻小学校 8:30 

大宝幼稚園・小学校 8:30 

上妻幼稚園・小学校 8:30 

総上小学校 8:30 

蚕飼小学校 9:00 

宗道小学校 8:30 

大形小学校 8:30 
10月10日(土) ちよかわ幼稚園 9:15 

 雨天順延 

定額給付金の 

申請受け付けは 

９月３０日で終了します 
 

市では現在、定額給付金等の申請を全対象

者の約96％の方から受け付けしました。 

 申請期限(９月30日)を過ぎると受給でき

なくなりますので、給付を希望する方で申請

書をまだ提出していない方は、早めに申請し

ましょう。 

３月末に送付した申請書に振込先口座など

必要な事項を記載押印し、公的身分証明書お

よび振込先預金通帳の写しを同封のうえ、返

信用封筒にて郵送してください。 

また、申請書を紛失された方は再発行しま

すのでご連絡ください。 
 

問 企画課 内線1311～1314 

平成２２年版 茨城県民手帳の購入申し込み 
 
 平成22年版茨城県民手帳(県統計協会編集)が発行となりま

すので、購入希望の方はお申し込みください。 
 
◆サイズ 

 デスク版(大きさ14.9㎝×21.0㎝)     900円 

標準版(鉛筆付・大きさ8.2㎝×13.9㎝)   400円 

ポケット版(鉛筆付・大きさ7.0㎝×12.0㎝) 300円 

◆申込方法 

 市企画課にお申し込みください。 

 ※県統計協会ホームページからも購入できます。 

◆申込期限 ９月18日(金) 
 

問 申 市企画課 内線1316 

県統計協会ホームページ 

 http://www.ibatokei.jp/ 

案 内 

案 内 



平成２１年度 第２回甲種防火管理新規講習会 
 
◆日時 10月22日(木)・23日(金) 

    午前８時30分～午後４時30分 

◆場所 古河市中央運動公園 屋内温水プール棟２階 

    研修室[古河市下大野2528] 

◆受講料 4,000円(テキスト代を含む) 

     ※申請受付時に徴収します 

◆定員 70人 

◆申請受付 ９月24日(木)午前８時30分～ 

      ※印鑑持参 

      ※定員になり次第締め切ります。 
 

問 申 下妻消防署予防係 43-1551 

古河消防署予防係 0280-47-0120 

     坂東消防署予防係 0297-35-2129 

東京電力から 

停電事故防止２つのお願い 
 
 ７月に下妻市村岡地内で50万ボルト超高圧送電

線に農事用ビニール飛来付着により緊急停電した事

例が発生しました。 

 ｢農事用防虫ネットなどの送電線への飛来付着｣お

よび｢移動式クレーンなどの送電線への接近｣による

停電事故にご注意ください！ 
 
【農事用防虫ネットなどの舞い上げ防止】 
 
 風で飛び上がった、ビニールやネットが電線に接 

 触して停電事故を起こすことがあります。 

 防虫ネットにはアルミ箔が付いていて電気をよく 

 通しますのでご注意ください。 

 使用済みのビニールなどは回収してください。 

 使用中のものは、飛散しないように、もう一度お 

 確かめください。 
 
【移動式クレーンなどの接近防止】 
 
 送電線に近づいただけで放電がおこり電気が流れ 

 感電するとともに停電事故を起こします。 

 送電線の付近で移動式クレーン等を使用されると 

 きは、必ず東京電力へ連絡をお願いします。 
 
《その１本の電話が、事故・災害を防ぎます》 
 
 ※故意や過失により送電線に付着または接近し 

  ｢停電事故｣が発生した場合は、被害を受けた 

  お客様から責任を問われる場合があります。 
 

問 (連絡先) 東京電力株式会社 下館支社 

       25-3860 

『公民館後期教室』受講生募集 

◆受講資格 原則として市内在住・在勤の初心者 

◆教材費 実費個人負担 

◆申込方法 来館または電話にて各公民館にお申し込みください。 

◆申込期間 ９月10日(木)～20日(日)午前９時～午後５時 ※休館日 9月14日(月) 

※日程は、都合により変更になることがあります。 

※応募者が少ない場合、教室開講を取りやめることもあります。 
 

問 申 下妻公民館 43-7370 千代川公民館 44-3141 大宝公民館 43-6884 

会場 教室名 内容 日時 定員 受講料 

下妻 
公民館 

筆ペン習字 
あなたのこころが伝わる年賀状を

書いてみませんか 
10/ 1(木)・15(木)、11/5(木)・19(木)、 

12/3(木) 午前9時30分～11時30分 
一般 
20名 1,000円 

フラワーアレ

ンジメント 
ハローウィン、クリスマス等の行

事を季節の花でフラワーデザイン 

10/17(土)、11/7(土)・21(土)  

12/5(土)・19(土) 

午前9時30分～11時30分 

一般 
20名 1,000円 

そば打ちを楽

しもう   
初めてそばを打つ人も楽しみなが

ら名人へ 
10/17(土)、11/21(土)、12/19(土)、 

1/16(土)、2/27(土) 午前9時30分～正午 
一般 
12名 

1,000円 

千代川 
公民館 

よさこい踊り

を楽しむ 
いろいろな振り付けとリズムに合

わせて、楽しく踊ってみませんか 
10/27(火)、11/10(火)、12/1(火)、 

1/26(火)、2/16(火) 午後２時～４時 
一般 
20名 

1,000円 

ビーズアクセ

サリー     
ビーズを使ってアクセサリーを楽

しく作ってみませんか 

10/3(土)、11/14(土)、12/5(土)、 

1/9(土)、2/13(土) 

午前9時30分～11時30分 

一般 
15名 

1,000円 

大宝 
公民館 

エコ教室 
使わなくなったＴシャツ･布等を再

利用して手軽に楽しみながら、小

物作りに挑戦してみませんか 

10/7(水)、11/11(水)、12/9(水) 

1/13(水)、2/10(水) 午前9時～正午 
一般 
15名 

1,000円 

『移動教室』受講生募集  
 

 

 

 

 

 

 

◆受講資格 原則として市内在住・在勤の方 

◆申込方法 参加費を添えて各公民館に来館のうえ、お申し込みください。電話受付はしません。 

◆申込期間 ９月16日(水)～30日(水)午前９時～午後５時 

 ※休館日 9月21日(月)～24日(木)・28日(月) 

       ※先着順で、定員になり次第締め切ります。応募者が少ない場合は開講しないこともあります。 
 

問 申 下妻公民館 43-7370 千代川公民館 44-3141 

  教室名 内容 日時 定員 参加費 

千代川 
公民館 

歴史散歩｢江戸東

京の歴史や生活文

化を深める｣ 

・｢江戸東京博物館｣で江戸東京の 

 歴史や文化を学ぶ 

・ビール工場見学 

10月23日(金) 
午前8時30分 

～午後５時 

一般 
30名 

1,700円 
(受講料・その他) 
※昼食代は各自負担 

下妻 
公民館 

歴史の町 
「川越」を訪ねて 

・｢小江戸｣と名高い川越の町並み 

 を歩きながら歴史をふりかえる 
・人気度NO.1鉄道博物館見学 

11月26日(木) 
午前8時 
 ～午後５時 

一般 
39名 

3,500円 
(受講料・昼食代を含む) 

『下妻公民館パソコン教室（後期）』受講生募集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆開催場所 下妻公民館 視聴覚室 

◆受講資格 原則として市内在住・在勤の方 

◆募集定員 １講座につき20名 

◆受講料 １講座につき 受講料500円、テキスト代300円 

◆申込開始 ９月８日(火)～ 午前９時～午後５時 ※定員になり次第締め切ります。 

◆申込方法 下妻公民館に来館または電話にてお申し込みください。なお、１人３講座までとします。 

《その他》 

 ・原則としてパソコンの持ち込みはせず、視聴覚室のパソコンをお使いください。 

・今年度から新しいパソコンの導入により、Windows Vista．WordExcel2007中心の授業となります。 

  (2003以前のバージョンは補足的に説明します) 

 ・WordExcel2003以前のバージョンをお使いの方に限り、ノートパソコンの持込み可としますので、 

  事前にご連絡ください。 
 

問 申 下妻公民館 43-7370 

月 日 時間 コース 

10月 
４日(日) 

 午前10時 

  ～午後４時 

パソコン初めて ⑦ 

17日(土) Ｗｏｒｄ基礎 ⑧ 

11月 
８日(日) Ｗｏｒｄ実用 ⑨ 

14日(土) Ｅｘｃｅｌ基礎 ⑩ 

12月 ５日(土) Ｅｘｃｅｌ実用 ⑪ 

１月 17日(日) Ｗｏｒｄ基礎 ⑫ 

２月 ６日(土) Ｗｏｒｄ実用 ⑬ 

求人募集は「ハローワーク下妻」へ 
 

6月のハローワーク下妻における有効求人倍率は

0.15倍(求職者に対する求人の割合)と雇用環境は、

極めて厳しい状況にあります。このため、ハローワー

ク下妻では、各種雇用施策等を活用し、雇用維持や再

就職支援に全力で取り組んでいますが、求人数が大幅

に減少し、求職者の就職を大変困難にしています。 

事業主の皆さんにとりましては、有能な人材を確保

するチャンスでもありますので、採用を検討のうえ、

求人の申し込みをお願いします。 

なお、｢求人開拓推進員｣が事業所等を訪問し、人材

確保や国の奨励金の活用等、 新の雇用支援対策の説

明をすることもできます。詳しくは、お問い合わせく

ださい。 
 

問 ハローワーク下妻 43-3737 

募 集 募 集 

案 内 
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平成２１年度 下期 

『認定農業者』募集 
 
 現在の農業経営を見直して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、受け付けをおこないますので、｢農業経営改

善計画認定申請書｣を提出してください。 
 
●申込期間 ９月１日(火)～25日(金) 
 

問 申 市農政課(千代川庁舎) 

      内線2642・2645 

 

 

『第６回グラウンドゴルフ大会』 

参加者募集 
      
 初めて参加される方も大歓迎です。 

 皆さんで楽しくプレーしましょう！ 
 
◆期日 

 10月８日(木) 

 午前8時30分～12時30分 

 ※雨天順延 

◆場所 

 ほっとランド・きぬ 

 グラウンドゴルフ場 

◆参加資格 

 下妻市、八千代町、常総市、筑西市 

 に在住・在勤の方  

◆募集人員 

 ３名１組で72組(216名)  

◆参加方法 

 ほっとランド・きぬにある申込書に 

 記入のうえ、３名１組で参加料を添 

 えてお申し込みください。 

◆申込開始 

 ９月10日(木)午前９時から先着順に 

 受け付けます。(１人で３組分まで申 

 し込みできます) 

◆参加費 

 １組(３名) 1,500円 

 ※利用料・スポーツ保険料含む 

◆競技方法 

 24ホールストロークマッチプレー 

◆表彰 

 個人賞、参加賞等あり 

◆組み合わせ 

 ３組(９名)でプレーします。 
 

問 申 ほっとランド・きぬ 

     30-4126 

 

 村岡地内において、集落排水

路工事を実施します。 

 工事期間中は、通行止め等の

交通規制をおこないますので、

ご協力をお願いします。 
 
◆工事期間  

 ８月下旬～10月下旬 

◆工事区域 

 右図のとおり 
 

問 市農地整備課 

   内線2615 

公共下水道事業に係る 

現地調査にご協力を 
 

公共下水道事業汚水管渠実施設計に係る現地調

査を実施します。市の委託業者が測量ならびに現

地調査に伺いますので、ご協力をお願いします。 

なお、委託業者は、市発行の身分証明書を携帯

しています。 
 
◆調査期間 ９月１日～９月下旬 

◆調査区域 原地内 

◆委託業者 (株)日新技術コンサルタント 
 

問 市下水道課 内線1734 

県では、環境保全施設融資制度により、

資金の融資あっ旋および利子補給をおこ

なっています。 
 
◆対象地区 高道祖字東原の一部 

◆対象者 

 個人(戸建ての住宅を所有または所有する 

 予定の方)で県税滞納がないこと 

◆対象事業 

 高度処理浄化槽設置に要する工事 

 (便器の購入費等は含みません) 

◆融資額 

 対象事業のうち200万円を限度(市補助金 

 を除いた額) 

 県が全額利子補給するため、実質金利は 

 0％、元金均等償還、5年以内 
 

問 県西県民センター 環境・保安課 

   24-9127 

村岡排水路工事にご協力を！ 

『親子ふれあい筑波登山』参加者募集 
 
 下妻市スポーツ少年団では、交流会の一環として｢親子ふれあい

筑波登山｣を開催します。スポーツ少年団員と一緒に山登りをして

みませんか。 
 
◆とき ９月23日(水・祝)午前８時30分筑波山神社集合 

    ※現地集合・現地解散。荒天の場合は中止。 

◆ところ 筑波山 

◆参加費 １人100円(保険代等) 

◆募集人数 15組(30名) ※先着順 

◆募集対象 小学１年～６年生の親子 

◆申込方法 参加費、印鑑持参のうえ、 

      お申し込みください。 

◆申込期限 ９月９日(水)午後５時 
 

問 申 市スポーツ少年団事務局(市スポーツ振興課内) 

     内線2862 

『はつらつエクササイズ教室～初心者対象マラソンコース～』 

参加者募集 
 

日ごろ歩いているが物足りない方・ジョギングやマラソンに興味

のある方を対象に初心者対象のマラソン教室を開催します。 

この秋、ぜひ初マラソンにチャレンジし、走る楽しさを満喫しま

しょう。   
  
◆日程 ９月26日・10月24日・11月７日(土)午前10時～正午 

◆会場 千代川庁舎第一会議室・千代川運動公園多目的広場 他 

◆講師 筑波大学大学院スタッフ 

◆内容 マラソンの安全で楽しい走り方 

◆受講対象 市内在住・在勤の方でマラソン初心者の成人 

◆募集人数 50名 

◆参加費 1人500円(保険代として事前に徴収) 

◆持参物 マラソンのできる服装、飲み物 

     ※雨天時 室内用シューズ 

◆申込期間 ９月１日(火)～18日(金) 

      ※土・日曜日除く。 

      ※定員になり次第締め切ります。 
 

問 申 市スポーツ振興課 内線2863 

     市保健センター 43-1990 

香
取
神
社 

青
果
市
場 

高度処理浄化槽を設置する皆さんへ 

東京はかり工業 

協同組合 

茨城工業団地 

対象地区 

～ つくば古河線 ～ 

～ 沼田下妻線 ～ 

案 内 募 集 

募 集 

  工事箇所 



案 内 

相 談 

市内の催し 

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、茨城県と(社)茨城県 

 労働者福祉協議会が共同で 

 設立した組織です。 
 
【下妻会場】 

 ◇日時 9月13日(日)13:30～17:00 

           (受付12:30～) 

 ◇場所 ビアスパークしもつま[長塚乙70-3] 

 ◇対象者 40歳までの独身男・女20名ずつ 

 ◇申し込み 随時 ※男性参加は抽選 
       
【つくば会場】 

 ◇日時 9月23日(水)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] 

 ◇対象者 40歳までの独身男・女20名ずつ 

 ◇申し込み 随時 ※男性参加は抽選 
 
【水海道会場】 

 ◇日時 9月26日(土)13:30～17:00 

           (受付12:30～) 

 ◇場所 常総市民会館 

     [常総市水海道諏訪町3222-3] 

 ◇対象者 40歳までの独身男・女15名ずつ 

      40歳以上の独身男・女10名ずつ 

 ◇申し込み 随時 ※男性参加は抽選 
 
◆参加費 男性5,000円 女性1,000円 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート 

     0280-87-7085  

パクパク離乳食教室 
 
◆とき 10月７日(水) 

    受付 午前９時45分～10時 

◆ところ 下妻市保健センター 

◆該当者 平成21年６月～７月生まれの赤ちゃんの      

     お母さん・家族の方 

◆内容 乳児の健康と予防接種の受け方(保健師の話) 

    離乳食のはじめ方について(栄養士の話) 

    基本の離乳食の作り方(デモンストレーション) 

    離乳食を食べてみよう(お母さんの試食) 

◆定員 20名 
 
※母子健康手帳をお持ちください。 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

全国一斉 成年後見人相談会 
 

成年後見人制度の有効な利用を促進するため9月の敬老

週間に合わせて、全国一斉で成年後見等の無料相談会を開

催します。 
 

 《成年後見人制度とは》 

  認知症、知的障害、精神障害などによって物事を 

  判断する能力が十分でない方について、本人の権 

  利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支 

  援する制度です。 
 
◆日時 9月21日(月・祝)午前10時～午後3時 

            受付 午前10時～午後2時 

◆相談内容 遺言と成年後見に関する相談 

※面談による相談 

◆場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ほかに県内３か所で予定 

◆予約方法 時間の都合により相談件数に限りがあります 

      ので、前日までに電話にてご予約ください。 
 

問 (相談予約先) 

(社)成年後見人センター・リーガルサポート 

 茨城支部 029-302-3166   

茨城司法書士会 029-225-0111  

実施地区 実施場所 

土浦会場 
県南生涯学習センター 小講座室Ⅱ 
[土浦市大和町９-１ ウララビル5階] 

守谷会場 
LCCコミュニティーホール 

(ロックシティ守谷SC内) 
[守谷市百合ヶ丘3-249-1] 

古河会場 
市民ホール・スペースＵ古河 会議室 
[古河市長谷町38-18] 

在宅福祉に興味のある人 集まれ! 
 

在宅福祉サービスセンター｢あおぞら｣協力会員研修会へ

一般の方(協力会員未登録の方)の参加者を募集します。 

 ｢あおぞら｣とは会員さん同士が相互援助で支援をしあう

住民参加型の福祉サービスです。空いている時間を利用し

て活動することができます。まずは研修会へ参加すること

から始めてみませんか。 
 
◆日時 10月１日(木)午前９時～正午 

◆会場 福祉センター シルピア 

◆内容 ｢利用者を理解し、介護の知識と方法を知ろう｣ 

    講師 結城市在宅介護支援センターたけだ 

       看護師 屋代 裕子 氏 

    ※実技がありますので室内用シューズをご持参 

     ください。 

◆参加費 無料 

◆申込期限 ９月17日(木) 
      

問 申  下妻市社会福祉協議会 44-0142 公民館おはなしの会／９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 ９月19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 

図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

 ●とき ９月15日(火)・19日(土) 

     午後２時～ 

 ●上映作品 

  ｢カリブ海の秘密｣ 

   (1983年／アメリカ／97分) 

  監督 ロバート・リュイス  

  出演 ヘレン・ヘイズ 

     バーナード・ヒューズ他 

【あらすじ】 

 ある秘密を語ろうとした少佐。  

 彼の動きが止まった瞬間、瞳に 

 映った人物とは・・・？ 

 イギリスの厳しい冬を逃れ、暖か 

 い太陽の光を楽しもうとカリブ海 

 にやってきたミス・マーブル。 

 海辺のホテルでのんびりと過ごす 

 彼女は、ホテルの常連客であるパ 

 ルグレイヴ少佐と出会う。おしゃ 

 べり好きな彼はマーブルにホテル 

 に関する様々な情報を提供。やが 

 てそれは昔のスキャンダルにまで  

 及んだ。 
 
《子ども映画会》 

 ●とき ９月26日(土)午後２時～ 

 ●上映作品 

  ｢トムソーヤの冒険／ 

   影をなくした男｣(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 

小貝川ふれあい公園 絵画展｢茨城の豊かな自然｣ 
 
 下妻水彩画クラブの皆さんが描いた作品を展示します。 

 美しい！茨城の豊かな自然の魅力をあらためて感じられると思い

ますので、ぜひ、ご来館ください。 
 
●とき ９月６日(日)～27日(日)午前9時～午後4時30分 

    ※休館日９月７日(月)・14日(月)・24日(木)  

     ９月27日(日)は午後３時まで 

●ところ ネイチャーセンター ギャラリー 

●共催 下妻水彩画クラブ 

    小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター 
 

問 小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター 45-0200 

県立下妻養護学校 ふれあい教室 
 

幼稚園や保育園に通園している就学前の運動機

能に障害のある幼児を対象に、保護者と教職員等

がかかわり方等について共に考えていきます。 
 
◆日時 10月８日(木)午後１時20分～３時 

◆会場 県立下妻養護学校[半谷492-4] 

◆対象 発達や運動機能に不安のある就学前の 

    お子さんとその保護者 

◆内容 みんなで遊ぼう・情報交換など 

◆申込期限 ９月18日(金) 
 

問 申 県立下妻養護学校(塚越) 

     44-1800 

ときめき出会いパーティを開催します 
 
 NPO法人メドウルミートクラブは、いばらき

出会いサポートセンター・筑西市の後援により、

ときめき出会いパーティを開催します。 
 
《ときめき婚活ボウリングパーティ》 

◆日時 10月４日(日)11:00～ 

          (受付10:30～) 

◆場所 下館シービック[筑西市スピカビル] 

 ◆対象者 40歳までの独身男・女15名ずつ 

◆参加費 男性6,000円 女性2,000円  

◆申し込み 8月26日(水)～ ※先着順       
 

問 申 NPO法人メドウルミートクラブ 

     25-2678  

図書館おはなし会／９月 
 

市立図書館の９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 ９月12日(土)午前10時30分～11時30分 

午後２時～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 

案 内 


