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しもつま 広
報 

『第11回花いっぱい運動 

定着化促進事業』応募団体募集 
 
 花づくりを通し、環境美化教育や地域コミュニ

ティーの活性化を図るため、花いっぱい運動に継続し

て取り組んでいる、または取り組もうとしている各種

団体・学校に対して支援をおこないます。 
   
●応募方法 

 市都市整備課または市生涯学習課にある応募用紙 

 に記入のうえ、お申し込みください。 

 また、応募用紙は、大好きいばらき県民会議の 

 ホームページからダウンロードできます。 

●応募締切 9月4日(金) 
 

問 申 大好きいばらき県民会議 

     029-224-8120 

『トウモロコシをたべよう会』参加者募集 
 

わらべうた・あそびランドでは、５月にトウモロコ

シの種まきをしました。そのトウモロコシを収穫して

｢トウモロコシをたべよう会｣を開催します。 

甘くておいしいトウモロコシです。どうぞ皆さんで

ご参加ください。 
 
●とき ７月26日(日)午前９時～正午 

●ところ 神明集落センター[騰波ノ江] 

●参加資格 ３歳～小学６年生までの親子 

●募集人員 50組(100名) 

●参加費 無料 

●申込期限 ７月23日(木) 
 

問 申 市生涯学習課 内線2834・2835 

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各

世帯に名簿づくりのために訪問し、この名簿をもと

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ので、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 大町地区内の一部 

◆調査期間 ８月下旬 
 

問 県統計課 029-301-2649 

『エコ教室』参加者募集～布わらじを作ろう～ 
 
●とき ７月22日(水)午前９時～正午 

●ところ 下妻公民館２階 和室 

●参加費 300円(材料費) 

●用意するもの 

 不用なティーシャツ３枚または浴衣などの綿の布、 

 裁ちバサミ 

●定員 25名 ※定員になり次第締め切ります。 

●申込期限 ７月21日(火) 

●主催 市生涯学習ボランティアサークル 

    ｢ポピーの会｣ 
 

問 申 市生涯学習課 内線2832 

『食生活改善推進員養成講習』 

受講者募集 
～家族の健康は食卓から～ 
 
 食生活改善推進員は、市から委嘱され、｢食を通じ

た生涯における健康づくりのための活動｣を地域で推

進しています。 

 昨年は、ヘルシーメニューや手作りおやつの紹介、

食育キャンペーンや高齢者向けの料理教室、親子料理

教室他、いろいろな活動をおこなってきました。 

 養成講習会を開催しますので、食生活の改善推進活

動および健康づくりのためのボランティア活動等に興

味のある方は、ふるってご参加ください。 
 
●対象者 30～60歳代の女性(30名程度) 

●内容 ７日間程度の講習(調理実習を数回含む) 

    開講式を含む初回講習 ８月頃予定  

●会場 下妻市保健センター 

    下妻公民館 

    千代川公民館 他 

●申込期限 ７月23日(木) 
 

問 申 食生活改善推進協議会事務局 

     (下妻市保健センター内) 43-1990 

募 集 

募 集 案 内 

火災警報器給付に向けた調査に 

ご協力ください 
 

ひとり暮らし高齢世帯およびふたり暮らし高齢世

帯を対象に、火災警報器給付事業をおこないます。 

対象世帯について、各地区民生委員による調査を

実施し、あわせて申請書を取りまとめますので、ご

協力をお願いします。 
 
◆対象世帯 65歳以上のひとり暮らし世帯 

      65歳以上のふたり暮らし世帯 

◆調査内容 各地区民生委員による状況調査 

      交付申請書とりまとめ 

◆調査期間 ７月～8月予定 
 

問 市介護保険課 内線1538 

定額給付金・ 

子育て応援特別手当の申請は 

お早めに 
 

市では現在、定額給付金等の申請を全対象者の

95％の方から受け付けたところです。 

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。 
 

問 市定額給付金対策室  内線1926～1928 

第26回下妻まつり 

『千人おどり』踊り手募集 
～事前申込者に限り 

   限定 “シモンちゃん携帯ストラップ” プレゼント～ 

  今年のシモンちゃんは浴衣バージョン！ 
 
 毎年恒例の下妻まつり｢千人おどり｣も今年で26回

目となりました。 

 今年も、花火大会と同日 

開催となり、イベント盛り 

だくさんです。 

 ぜひ、ひと夏の思い出づ 

くりに、みんなで楽しく踊 

りましょう。 
 
●日時 
 ８月１日(土) ※小雨決行 

  アトラクション 午後５時5分～ 

  千人おどり   午後６時30分～ 

●会場 

 新町(旅館吾妻屋前付近)～長塚(丸十パン前付近) 

●曲目 ｢下妻シッチョメ｣｢下妻小唄｣  

●服装 自由 

●事前申込期限 ７月22日(水) 

●事前申込特典 

 ①当日本部受付にてうちわ、手ぬぐいを準備し 

  ます。 

 また、シモンちゃん(市ホームページイメージ 

 キャラクター)の浴衣バージョン携帯ストラップ 

 をプレゼントします。 

 ②希望によりおどりの講習会をおこないます。 
 
※自治区、各種団体、事業所、家族、市内外問わず 

 どなたでも参加可能。 

※アトラクション・おどりの時間等は、天候等によ 

 り変更になる場合があります。 
 

問 申 下妻市観光協会事務局(市商工観光課内)  

     内線2632 

     ホームページ 

     http://www.shimotsuma-kankou.jp/  

     E-mail 

     syouko@city.shimotsuma.lg.jp 

夏休みワークショップ「絵画教室」 
色・いろ・発見！！ 

～自分の描きたい色、描き方にチャレンジしてみよう～ 
 

ふるさと博物館では、小学生を対象とした｢絵画教

室｣を開催します。 

夏休みの図画の宿題にも活かせるような基本的な色

の使い方や描き方を学んでみませんか。 
 
●日時 ８月１日(土)午前９時～正午 小学１年～３年生 

午後１時～４時 小学４年～６年生 

●場所 ふるさと博物館 講座室 

●講師 小坂和美 先生 

●持ち物 

 水彩絵の具セット、えんぴつ(４Ｂまたは２Ｂ)、 

 古雑巾２枚(給食用お手ふきやおしぼりの古い物)、 

 けしごむ、新聞紙(１日分)、クレヨン(使いたい人) 

●参加費 無料 

●募集人数 １年～３年生 30人 

      ４年～６年生 30人 

●申込期限 ７月23日(木) ※先着順 
 

問 申 ふるさと博物館 44-7111 



健 康 

個人事業税の納税は便利な口座振替で 
 

個人事業税の納税は、公共料金と同じように預金口

座から自動的に納税ができ大変安全で便利です。 

 お申し込みは、預金口座のある金融機関で簡単にで

きますので、印鑑を持参のうえ手続きしてください。 
  
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 筑西県税事務所 24-9184 

工事期間中の交通規制にご協力を！ 
 
本城町地内において排水整備工事を実施します。 

工事期間中は、片側交互通行ならびに全面通行止

(夜間開放)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 ７月中旬～10月下旬 

◆工事内容 側溝改修等 

◆工事場所 下図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市下水道課 内線1732・1733 

パクパク離乳食教室 
 
◆とき ８月11日(火) 

    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４月～５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。 

 参加希望の方は、電話でお申し 

 込みください。 
 

問 申 市保健センター 

      43-1990 

使用済み農業用塩化ビニルフィルム 

の回収（有料）をおこないます 
 

下妻市農業用廃プラスチック適正処理推進協議会

では、農業用塩化ビニルフィルム(農ビ)の回収を有料

にておこないます。 
 

◆申込期間 ７月21日(火)～31日(金) 

      午前８時30分～午後５時15分 

◆負担金 4,000円(予定) 

◆搬入日 ８月３日(月)～５日(水) 

     午前８時30分～午後５時 

◆搬入場所 ＪＡ常総ひかり千代川野菜集出荷所 

◆荷姿 木片・金属等を取り除き、つづら折りし、 

    登録番号を記入した農ビのヒモで2か所を 

    縛ってください。 

 ※黒色・シルバー・糸入り・焼け等によりリサイ 

  クル出来ないもの、異物が混入しているもの、 

  適正な荷姿でないものは搬入出来ません。 
 

問 申 市農政課(千代川庁舎) 内線2622 

案 内 乳がん集団検診～予約受付～ 
 

乳がん検診は、加入されている健康保険の種類にかかわらず受診することができます。 

受診を希望される方はお申し込みください。 
 
◆会場・検診日 千代川保健センター・・9月15日(火)・16日(水)・18日(金) 

       下妻市保健センター・・10月5日(月)・19日(月)・20日(火)・21日(水)・22日(木)・ 

                  23日(金)・26日(月)  ※5日(月)は、超音波のみの検診日です。 

◆対象者・検査内容・定員・自己負担額 

  ※対象者の年齢は、平成22年3月31日現在の年齢となります。 

  ※マンモグラフィーの検査は40歳以上の偶数年齢の方が対象です。 
 
◆申込方法 電話または来所(市保健センター)にてお申し込みください。 

       ※希望日と受診時間帯(午前・午後)を確認します。 

◆申込期間 7月21日(火)～８月31日(月) 

       ※定員になり次第締め切ります。 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

対象者 検査内容 定員 自己負担額 

30歳～39歳 

超音波 
午前・午後 

各17人 
  500円 41歳以上の 

奇数年齢 

40・42・44・ 

46・48歳 

超音波 

X線(マンモグラフィー２方向) 午前・午後 

各17人 

1,300円 

50・52・54・ 

56歳 

超音波 

X線(マンモグラフィー１方向) 
1,000円 

58歳以上の 

偶数年齢 
X線(マンモグラフィー１方向) 

午前・午後 

各17人 
  500円 

《注意事項》   

・申し込みは、原則本人、家族のみ 

 受け付けます。 

・平成22年3月31日現在の年齢に 

 より、受診内容が違います。 

・乳がん医療機関検診を受診された 

 方は受けることができません。 

・しこりなど、自覚症状のある方は 

 医療機関にて受診してください。 

・シリコンを注入している方は、医 

 療機関での検診をお勧めします。 

・人工ペースメーカーおよびカテー 

 テル挿入者の方は、マンモグラ 

 フィー検査は受けられません。 

樹木の張り出し危険です 
～快適で安全な道路づくりにご協力を～ 
 

あなたの土地(管理地)の樹木や生垣を、ちょっと点

検してください。枝が張り出してご近所に迷惑をかけ

たり、道路通行の妨げになったりしていませんか。 

樹木の張り出しは、道路が狭くなったり見通しが悪

くなるばかりでなく、道路標識やカーブミラーを隠し

てしまうなど、交通事故を引き起こす原因となり大変

危険です。 

歩行者や車両の通行に支障が無いよう樹木の枝払い

や生垣の刈込みなど適正な管理をお願いします。  

特に、通学路や農道の交差点など雑草が生い茂ってい

る箇所は、地域の皆さんが協力し合い除草作業をおこ

なうなど、危険箇所の解消にご協力ください。 

 なお、新たに植樹するときは樹木の成長や、管理に

必要なスペースを確保するなど、植え込み位置を考慮

してください。 
 
《注意！》 

道路の樹木の張り出しは、所有者に枝下ろしの責 

任があります。 

また、樹木の張り出し等が原因で事故が発生した 

場合、所有者の責任が問われることもあります。 
 

問 市建設課 内線1715 

８月の予防接種～ポリオワクチン～ 
 
◆とき ８月11日(火) 受付午後2時～2時30分 

◆ところ 下妻市保健センター 

◆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 

有害鳥獣捕獲を実施します 
 

収穫前の梨果実を、ムクドリ・ヒヨドリ・カラス

の食害から守るため、銃器による捕獲を茨城県猟友

会下妻支部のご協力により実施しますので、皆さま

のご協力をお願いします。 
 

◆期間 ７月11日(土)～９月12日(土) 

◆実施日 

 ７月11日(土)～８月11日(火) 

  火・木・土・日曜日の日の出から日没まで 

 ８月20日(木)～９月12(土) 

  木・土・日曜日の日の出から日没まで 

◆対象地区 

 下妻地区全域 

  ※重点地区(上妻・大宝・騰波ノ江・豊加美・ 

        高道祖地区) 
 

問 市農政課(千代川庁舎) 内線2622 

   市生活環境課 内線1423 
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～７５歳以上の方の保険証～ 
 

後期高齢者医療被保険者証等の 

交付について 
 
《後期高齢者医療被保険者証の交付について》 

 
75歳以上の方(一定の障害のある65歳以上の 

方を含む)が、現在お使いの後期高齢者医療被 

保険者証の有効期限は、７月31日までとなっ 

ています。 

８月１日から有効の被保険者証は、７月末に 

郵便でお届けしますので、届いたら住所、氏 

名等に誤りがないかご確認ください。 

 なお、８月からの自己負担金の割合(１割また 

 は３割)は、平成20年中の所得により判定さ 

 れますので変更となる場合があります。 
 
 ※自己負担金の割合が３割となる方・・・ 

   同一世帯内に住民税の課税所得が145万 

   円以上の被保険者がいる世帯の被保険者 
 
《基準収入額適用申請について》 
  
 自己負担金の割合が３割と判定された方で、 

 平成20年中の収入が一定以下の方は申請を 

 することにより、１割になります。 

 該当する方には、個別に通知しますので指定 

 日にお越しください。 
 
《後期高齢者医療限度額適用・標準負担額 

  減額認定証(減額認定証)の交付について》 
 
住民税非課税世帯の方には、申請により１か 

月に支払う自己負担金(入院時の食事代を含 

む)が減額になる減額認定証を交付します。 

該当する方には、個別に通知しますので指定 

日にお越しください。 

なお、昨年度、減額認定証(オレンジ色)が交 

付になっている方で今年度も継続して該当す 

る方には、今年度分の減額認定証を被保険者 

証と一緒に同封して郵便でお届けします。 

(申請の必要はありません) 
 

問 市保険年金課 医療福祉係 

   内線1512 

後期高齢者医療保険料の納付について 
 

平成21年度の後期高齢者医療保険料が確定したことに

より、７月中旬に保険料に関する通知書が市から送付さ

れますのでご確認ください。 
 
◆普通徴収(納付書で納める方) 

 ｢普通徴収納入通知書｣が届いたら、 

 指定の金融機関等で納めてください。 
 
◆特別徴収(年金から天引きされる方) 

 ｢特別徴収開始通知書｣が届いたら、 

 10月から天引きされる保険料額をご確認ください。 
 
 ※年度前半(７・８・９月)を納付書で、年度後半 

  (10・12・２月)を年金からの天引きで納める 

  場合もありますのでご注意ください。 
 

問 市保険年金課 医療福祉係 内線1512 

『ふるさとづくり推進協議会員』 

参加団体募集 
 

ふるさとづくり推進協議会は、行政と市民が一体と

なって、新しい文化の創造や伝統文化の育成を図り、 

未来に向けた個性あふれる地域づくりを 

推進することを目的とする団体です。 

参加を希望する団体を募集します。 
 
●参加要件 

 市内まちづくり団体、市内地区山車・神輿団体 

●主な活動内容 

市内の山車や神輿が一堂に会し、沿道を練り歩く｢ふ 

るさとまつり連合渡御｣や、鬼怒川を会場におこなう 

｢鬼怒川流域交流Ｅボート大会｣の企画・参加・開催 

●参加決定 

 ふるさとづくり推進協議会において協議し、通知し 

 ます。 
 
 ※ふるさとまつり連合渡御に山車・神輿を持ち込み 

  参加したい場合は、ふるさとづくり推進協議会の 

  会員となり、一年以上活動したのち、申し合わせ、 

  注意・遵守事項に同意することが必要となります。 
 

問 申 市商工観光課 内線2632・2633 

募 集 案 内 

浄化槽設置事業費補助金の 

申請受け付け 
 
 平成21年度浄化槽設置事業費補助金の申請

受け付けを、4月1日から実施していますが、

補助予定基数は60基となっていますので、計

画のある方は、早めに申請してください。 

 また、申請書類は市のホームページからダ

ウンロードできます。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
  

問 市生活環境課 内線1424 

浄化槽をお使いの皆さまへ～法定検査を受けましょう～ 
 

浄化槽の所有者は、保守点検と清掃を定期的におこない、

それらが適正におこなわれているかを確認するための法定検

査を受けることが法律で義務付けられています。 

 この法定検査を受けていない方には、指導・勧告・命令が

だされ(県の職員が直接、受検指導に伺うことがあります)、

命令に違反した場合には、過料に処せられることがあります

ので、県指定検査機関(県水質保全協会 029-227-4821)

にお申し込みのうえ、必ず検査を受けてください。 
 

問 県廃棄物対策課 029-301-3020 

農林航空防除を実施します 
 

水稲の病害虫駆除のためヘリコプターによる航空防除を実施します。危被害防止等にご協力をお願いします。 
 
◆散布日程(散布日程は、天候により変更になることがあります) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆散布予定時間 午前５時～10時頃 

◆対象病害虫 ウンカ類、カメムシ類、いもち病、紋枯病 

◆使用予定薬剤 スタークル液剤10 アミスターエイトフロアブル 

        (病害虫の発生状況により変更あり) 
 
《注意事項》 

 ・散布された水田では、農薬が流出しないよう止水措置をしてください。(７日間) 
 ・洗濯物等は、散布中は屋内に取り込んでください。 

 ・用排水、河川等での子供の水遊び、魚釣り等、散布後１週間くらいはしないようにしてください。 

 ・薬剤が体に付着した場合は、石けん水で洗ってください。 

 ・養魚池、釣り堀等は、深水にする、かけ流し等の措置をしてください。 

 ・散布された水田には、１週間ぐらい入らないでください。 

 ・薬剤がかかったと思われる牧草などは、１週間ほど経過した後、安全を確認してから給餌してください。 

 ・自動車等に薬剤がかかった場合は、できるだけ早く水洗いをしてください。 

 ・水田近くの野菜等については、収穫時期をずらすなどの方法で、飛散防止にご協力をお願いします。 

   (出荷野菜等については、事前確認をしますが、お問い合わせのうえ、危被害防止対策について確認願います) 
 
問 茨城県西農業共済組合 30-2914   散布当日現地連絡先 20-7040(臨時電話) 

月日 地区名 基地名 散布区域 

７ 月

24日

(金)  

騰波ノ江・大宝 新橋 
宇坪谷、中郷、数須、下田、貝越、下宮、若柳、横根、 

平川戸、筑波島、294号バイパス東側 

下妻・大宝 大串機場 
田町、坂本、円明寺裏、坂井、堀篭、平沼、 

若柳本田の一部、大串、294号バイパス西側 

下妻・大宝・ 

上妻・騰波ノ江 
糸繰川堤防 大串、福田、相原山、大木、半谷、半谷越戸、糸繰川両側 

上妻 桐ヶ瀬堤防 黒駒、江、平方、尻手、渋井、桐ヶ瀬、赤須、前河原 

豊加美 JA千代川カントリー(旧亀崎西) 加養前、新掘、亀崎、樋橋、肘谷、送電線の南側 

豊加美・総上 JA下妻カントリー 
古沢、袋畑、谷田部、山尻、柳原、送電線の北側から国道

125号まで、小島、不動宿、新掘北から旧国道294号まで 

７ 月

25日

(土) 

総上・下妻・ 

千代川地区一部 
行田堤防  

二本紀、今泉、中居指、小島、長塚(食肉センター南側)、 

千代川地区の一部(下栗、田下・旧294号西側) 
高道祖・大宝 小貝川堤防 高道祖全域、比毛から横根間(294号バイパス東側) 

千代川地区 

伊古立 
原・羽子・原新田・渋田・長萱・唐崎・伊古立・鯨(地方道つ

くば古河線南側かつ旧294号東側) 

JA千代川カントリー(旧四反田) 下栗・宗道・本宗道・見田・大園木・亀崎(地方道つくば古河

線北側かつ旧294号東側) 

大形 
村岡・五箇・皆葉・別府・鎌庭・鬼怒・原(大形地域および旧

294号西側) 

案 内 



案 内 

シルバー人材センターの会員に 

なってみませんか 
 

全国各地で約75万人もの会員が元気に働いてい 

ます。 

市内在住で、健康で働く意欲のある原則60歳以 

上の方ならどなたでも入会できます。 
 

 《シルバー人材センターとは》 
 ・高齢者にふさわしい仕事を家庭、企業、公共団 

  体等から引き受け、会員に提供する県知事許可 

  の公益法人です。 

 ・会員の『自主・自立』『共働・共助』を理念と 

  した組織で会員自ら役員を選び、組織や事業運 

  営に参画します。 

 ・就業や収入の保障はありませんが、各人の希望 

  と能力に応じた働き方ができます。 
 

シルバー人材センターをご利用ください 
 
 ・高齢者の経験・能力を生かせる仕事があるとき 

 ・臨時の仕事ができて、高齢者に向いていると思 

  われたとき 

 ・襖・障子・網戸張り、簡単な大工仕事、ペンキ 

  塗り、樹木の手入れ、除草、草刈、樹木の殺虫 

  剤・除草剤の散布、室内外清掃、軽作業などを 

  お引き受けできます。 
 
◎入会の申し込み、仕事の依頼などお気軽にお問い 

 合わせください。 
 

問 申 下妻地方広域シルバー人材センター 

     44-3198 

募 集 

『炭酸ガスアーク溶接講座』受講生募集 
 
●日時 ９月12日(土)午前９時～午後４時 

    ９月18日(金)・25日(金)・10月２日(金) 

    午後６時～９時 計４回15時間 

●定員 10人 

●受講料 2,900円(教材費含む) 

●申込期間 ８月24日(月)～28日(金) 

      午前９時～午後５時 ※先着順 
 

問 申 県立筑西産業技術専門学院 

     24-1714 

茨城県警察官採用試験 
 
  茨城県警察では、平成22年４月採用予定者の試

験を実施します。 
 
◆受験資格 

【警察官Ａ】 

 昭和55年４月２日以降に生まれた人で、大学(短 

 期大学を除く)卒業者もしくは平成22年３月31 

 日までに卒業見込みの人または人事委員会がこれ 

 と同等と認める人 

【警察官Ｂ】 

 昭和55年４月２日から平成４年４月１日までに生 

 まれた人で、警察官Ａの受験資格に該当しない人 

◆申込期限 ８月18日(火) 

◆試験日 第１次試験 ９月20日(日)               

     第２次試験 10月24日(土)～28日(水) 

◆採用説明会 

 ７月25日(土)午前11時から 下妻警察署にておこ 

 ないます。ご家族の参加もお待ちしています。 

 ※事前予約不要        
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 下妻警察署 43-0110 

下妻市民文化会館自主文化事業 
 

下妻市制施行５５周年記念事業 『菅原洋一 New Classical Concert ～独唱～』  
 
市民文化会館では、『菅原洋一 New Classical Concert ～独唱～』公演を実施します。 

｢知りたくないの｣や｢誰もいない｣など数々のヒット曲と甘い歌声で多くの方々を魅了する菅原洋一。 

ピアノとアコーディオンの伴奏で円熟味を増した歌声をお届けします。 
 
◆とき ８月30日(日) 開場14:30／開演15:00 

◆ところ 下妻市民文化会館 大ホール 

◆入場料(全席指定) シングル券 4,000円(3,500円) 

           ペアー券  7,000円(6,000円) 

 ※（ ）内は友の会会員料金。未就学児の入場はお断りします。 

◆主催 下妻市・下妻市教育委員会・下妻市民文化会館(下妻市自治振興公社)、アオイスタジオ 

◆後援 常陽リビング社 
 

問 (チケット問い合わせ) 下妻市民文化会館 43-2118 

スコーレ母親セミナー 
 「ママ大好き」と言われたい 

  ～子供の心を育てるスキンシップ～ 
     
◆とき ７月24日(金)午前10時～11時30分 

◆ところ 下妻公民館 ２階和室 

◆講師 (社)スコーレ家庭教育振興協会茨城地区 

    責任者 平石 喜美子 氏 

◆その他 参加費無料、保育あり 

◆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 

   (石塚) 24-3825  

 チケット 

好評発売中!！ 

茨城県結城看護専門学校 

オープンキャンパス 
 
◆日時 ７月28日(火)・31日(金) 

    12:30～16:00 

◆会場 茨城県結城看護専門学校 

    [結城市大字結城1211-7] 

◆内容 進学ガイダンス・模擬授業・校内見学 

    および看護体験等 

◆対象者 高校生およびその保護者・社会人 
 

問 申 茨城県結城看護専門学校 33-1922 

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。 
 
【石下会場】 

 ◇日時 8月2日(日)13:30～17:00 

           (受付12:30～) 

 ◇場所 スカイホテル[常総市本石下3790] 

 ◇対象者 40歳までの独身男・女15名ずつ 

【古河会場】 

 ◇日時 8月9日(日)13:30～17:00 

           (受付12:30～) 

 ◇場所 とねミドリ館[古河市前林1953-1] 

 ◇対象者 Ａコース 男女とも40歳まで 

           男性20名 女性20名 

      Ｂコース 男女とも40歳以上 

           男性15名 女性15名 

【つくば会場】 

 ◇日時 8月15日(土)13:30～17:00 

            (受付12:30～) 

 ◇場所 ホテルグランド東雲 

     [つくば市小野崎488-1] 

 ◇対象者 35歳～45歳までの 

      独身男・女20名ずつ 
 
◆参加費 男性5,000円 女性1,000円 

◆申し込み 随時受付 ※男性参加は抽選 

 

問 申 NPO法人ベル・サポート  

     0280-87-7085 

～しもつまふくし塾入門編～ 

『個性を知ろう 

 ～発見！マイボランティア～』参加者募集 
 

自分の個性をふり返り、自分らしいボランティア活 

動を始めるためのワークショップ講座を開催します。   

マイボランティアを楽しみながら見つけてみませんか。 
 

●日時 ７月31日(金)13:00～ 受付 

           13:30～ ワークショップ 他 

●会場 下妻公民館 学習室 

●参加対象 18歳以上の方 

●募集人数 30名 

●講師 NPO法人フォーラムネクスト代表 

    井上 忠志 氏 

●参加費 無料 

●申込期限 ７月17日(金) 

●申込方法 

 電話またはＥメールにてお申し込みください。 

 なお、Ｅメールでお申し込みの際は、住所、氏名、 

 年齢、電話番号を明記してください。 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

      E-mail chiiki@st-shakyo.jp 

『放送大学』10月入学生募集 
 
  放送大学は、テレビなどの放送により授業をおこ

なう通信制の大学です。働きながら学んで大学を卒業

したい、学びを楽しみたいなど、さまざまな目的で、

幅広い世代の方が学んでいます。 

 現在、平成21年度第2学期(10月入学)の学生を募集

しています。詳しい資料を無料で送付しますので、お

気軽にお問い合わせください。 

 なお、出願期間は８月31日(月)までです。 
 

問 申 放送大学学習センター 

     029-228-0683 

     ホームページ http://www.u-air.ac.jp 

案 内 


