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しもつま 広
報 

７月から平成21年度の国民年金保険料の 

免除・納付猶予申請受付が始まります 
 

経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合は、保険年金課(本庁舎)

またはくらしの窓口課(千代川庁舎)に申請し、社会保険事務所で承認さ

れると保険料の納付が免除・猶予となる｢保険料免除制度｣や｢若年者納

付猶予制度｣があります。 
 

◆保険料免除を申請される場合は、本人、配偶者、 

 世帯主の前年所得が、それぞれ一定の基準額以下 

 であることが条件です。 
 
 ◇全額免除(納付猶予)や一部納付の所得基準の｢めやす｣  

 

 

 

 

 

 

 

  

  ※所得ベース概算（  ）内は収入ベース 
 
◆若年者納付猶予制度について 

20歳代の方(学生を除く)で、本人および配偶者の所得が一定額以下の 

場合、世帯主の方の所得にかかわらず申請により保険料の納付が猶予 

されます。 

◆保険料免除・若年者納付猶予申請に必要なもの 

 年金手帳、印鑑、今年１月以降に転入された方は前住所地での平成 

 20年中の所得状況(扶養人数および控除額等の記載のあるもの)を証明 

 するもの、失業の場合は、雇用保険の｢雇用保険受給資格者証｣または 

 ｢離職票｣などの写しを添付してください。 

 代理の方がお越しの際は、身分証明書(免許証、健康保険証等)をご持 

 参ください。 

◆免除された保険料等の追納について 

 免除または猶予された保険料については、10年以内に納付すること 

 ができます。ただし、承認された年度から３年度目以降に納付する場 

 合は、経過した年数に応じた一定の加算額が加わります。 

◆全額免除・納付猶予の継続申請について 

平成20年度に全額免除・若年者納付猶予を承認された方(該当月から 

平成21年６月まで)は、申請時に継続審査を希望されていた場合、平 

成21年度の全額免除・若年者納付猶予の申請をあらためておこなわ 

なくても、継続して申請があったものとして自動的に審査をおこない 

ます。 

  ただし、納付猶予に該当した方のうち、平成21年６月までに30歳 

 になる方、失業の場合や天災等を理由として承認された方、一部納付 

 または却下に該当した場合は、継続審査とならないため、従来通り毎 

 年申請が必要です。 
 

問 下館社会保険事務所 国民年金業務課 25-0811 

    市保険年金課 内線1513・1515 

世帯構成 
全額免除 

納付猶予 

一部納付 

1/4納付 1/2納付 3/4納付 

４人世帯 

(夫婦、子供２人) 

162 

(257)万円 

230 

(354)万円    

282 

(420)万円 

335 

(486)万円 

２人世帯 

(夫婦のみ) 

92 

(157)万円 

142 

(229)万円 

195 

(304)万円 

247 

(376)万円 

単身世帯 
57 

(122)万円 

93 

(158)万円 

141 

(227)万円 

189 

(296)万円 

地域のみんなで 

防犯対策に 

取り組みましょう 
 

 

 ～防犯は鍵かけ声かけ心がけ～ 

 ～みんなでつくろう安心の街～ 

 

《振り込め詐欺には・・》 

・不振な電話を受けたときは、一 

 旦切って家族や警察に相談しま 

 しょう。 

・家族同士で合言葉を作り、電話 

 の相手が本当に家族か確認しま 

 しょう。 

・絶対に相手のペースに乗らない 

 こと、一人で判断しないことが 

 大切です。 

・日ごろから防犯対策について、 

 家族や職場で話し合いましょう。 

 

《引ったくりには・・》 

・後ろからオートバイ等が近づい 

 てきたら警戒しましょう。 

・歩行中、バッグは車道と反対側 

 に持ちましょう。 

・自転車のカゴには、ひったくり 

 防止のカバーを付けましょう。 

・夜間はできるだけ明るく、人通 

 りの多い道を通りましょう。 

・銀行や買い物の帰り道は、特に 

 注意しましょう。 

 

《乗り物の盗難には・・》 

・自動車を離れるときは、たとえ 

 短い時間でも必ずキーを抜き、 

 しっかりドアロックをしましょう。 

・自動車を駐車するときは、警備 

 や照明設備の行き届いた駐車場 

 を利用しましょう。 

・オートバイ、自転車は必ず防犯 

 登録をしましょう。 

・鍵は二重ロックにしましょう。 

 

《空き巣には・・》 

・最も大切なのは鍵かけです。 

 外出するときは必ず鍵をかけ、 

 しっかり戸締りをしましょう。 

・長期間、家を留守にするときは、 

 ご近所に一声かけましょう。 

 

 

『第39回市長杯争奪軟式野球大会』 

参加チーム募集 
 

下妻市軟式野球連盟では、市長杯争奪 

軟式野球大会に参加するチームを募集します。 
 
●とき ７月12日・19日・26日、８月23日(日) 

●ところ 柳原球場、千代川球場 

●参加資格 市内在住・在勤の社会人で構成するチーム 

       (25人以内) 

●参加費 下妻市軟式野球連盟登録チーム 無料 

     その他のチーム 15,000円 

●申込期限 ７月３日(金)午後５時までに参加費を添え 

      てお申し込みください。 

【代表者会議】 

 ７月３日(金)午後７時より、下妻公民館小会議室にて開 

 催しますので参加チーム代表者は必ずご出席ください。 
 

申 市スポーツ振興課(千代川庁舎) ※土・日曜日を除く 

   市総合体育館・千代川運動公園ふれあいハウス  

 ※月曜日を除く 

 受付時間 いずれも午前８時30分～午後５時 
 

問 下妻市軟式野球連盟 (大山) 43-0707 

鬼怒川・小貝川クリーン大作戦を実施します 
 

毎年７月の｢河川愛護月間｣に実施している｢鬼怒川・

小貝川クリーン大作戦｣は、鬼怒川・小貝川の沿岸市町

村と栃木県・茨城県および国土交通省下館河川事務所な

どで構成する｢鬼怒川・小貝川サミット会議｣の広域イベ

ントの一つとして、沿川住民、河川敷占用者、河川利用

者のほか、各種団体の協力を得て、河川敷のゴミを一掃

することにより常に河川を美しく保ち正しく安全に利用

する運動を推進するものです。 

地域の皆さんの河川清掃へのご協力をお願いします。 
 
◆日時 ７月11日(土)午前7時～9時 

 ※小雨決行。豪雨等により中止の場合は、防災無線 

  にて連絡します。 

◆場所 鬼怒川・小貝川河川敷 
 

  問 市建設課 内線1714・1715 

『茨城県身体障害者 

スポーツ大会』出場選手募集 
 

県内の身体障害者がスポーツを通じて、機能

の回復と体力の維持増強を図り、自立と社会参

加を促進するとともに、県民の身体障害者に対

する理解と認識を深め、交流を広めることを目

的に開催されます。 

皆さんふるってご参加ください。 
 
●日時 ９月20日(日) 開会式９時30分 

●場所 笠松運動公園 

    [ひたちなか市佐和2197-28] 

●対象 県内に居住している身体障害者手帳の 

    交付を受けた年齢12歳以上の方 

    ※内部障害者のみの手帳所持者は、 

     膀胱・直腸機能障害のみとする。 

●競技種目 陸上競技、水泳、卓球他 

●申込期限 ７月６日(月) 
 

問 申 市福祉事務所 内線1573・1574 

案 内 

募 集 

平成21年度『文化祭』参加団体募集 
 

市文化祭実行委員会では、今年度の文化祭に

参加する団体を募集します。 
 
●文化祭期間 10月25日(日)～11月20日(金) 

  集中展示期間(下妻・千代川会場ともに) 

   11月１日(日)～３日(祝) 

●募集期間 

 ７月１日(水)～24日(金)午後５時まで 

●募集内容 

 《発表》千代川会場での発表のみ 

 《展示》下妻会場または千代川会場での展示 

●申込方法 

 市生涯学習課(千代川庁舎)にある申込書に必 

 要事項を記入のうえ、お申し込みください。 

 (郵送可) 
 
※今年度の下妻会場発表については、日程が 

 すでに決定しています。 
 

問 申 市生涯学習課 内線2835 



『講座受講生』募集 
 
●講座名 

 ガス溶接技能講習 

●日時 

 ８月７日(金) 

   ８日(土) 

 午前９時～午後５時 

●定員 20人 

●受講料 

 2,750円(教材費含む) 

●申込期間 

 ７月21日(火) 

   ～24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 

裁判所事務官Ⅲ種試験 
 
●受験資格 昭和63年4月2日から平成4年4月1日までに 

      生まれた方  

●試験日 第１次試験 ９月13日(日) 

     第２次試験 10月中旬～下旬 

●試験種目 第１次試験 教養・適性試験(択一式)、作文 

      第２次試験 口述試験(個別面接) 

●受付期間 ７月14日(火)～22日(水)当日消印有効 

      ※申込書は、必ず簡易書留郵便で提出。 
 

問 申 水戸地方裁判所事務局 総務課 

     029-224-8421 

『在職者訓練講座』受講生募集 

●受講料(各講座共) 2,900円 

●受付開始日 ７月７日(火)午前９時～ 

●申込方法 受講願書に印鑑および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。ただし、受付開始日の午前９時に定員 

      を超えていた場合は、その時点で抽選になります。 
 

問 申 県立古河産業技術専門学院 0280-76-0049 

講座名 定員 内容 日時 時間 

機械CAD 
(AutoCAD) 10名 

AutoCAD操作 

作図実践など 

8/25(火)・27(木) 
9/1(火)・3(木) 

6(日) 
火木18:00～21:00 
日   9:00～16:00 

二級建築士受験対

策(製図) 10名 
二級建築士受験対

策(実技) 
8/27(木)、 

9/1(火)・3(木) 

5(土)・6(日) 
火木18:00～21:00 
土日 9:00～16:00 

第一種電気工事士 

受験対策(学科) 10名 
第一種電気工事士

受験対策(学科) 9/5(土)・6(日) 9:00～17:00 

第一種電気工事士 

受験対策(実技) 20名 
第一種電気工事士

受験対策(実技) 9/19(土)・20(日) 9:00～17:00 

建築CAD 
(AutoCAD) 10名 

AutoCAD操作 

作図実践など 

9/8(火)・10(木) 

15(火)・17(木) 

19(土) 
火木18:00～21:00 
土   9:00～16:00 

『男女共同参画推進月間』標語募集 
 

県では、毎年11月を男女共同参画推進月間とし、意識

啓発等の事業をおこなっています。今年度も、推進月間の

趣旨を広く理解していただくため、標語を募集します。 

 

●募集内容 男女共同参画社会をイメージした標語 

●募集部門 学生の部(高校生以下)，一般の部(学生以外) 

●応募資格 県内に在住・在勤・在学している方 

      応募作品は、未発表の自作のものに限る 

●応募方法 標語(応募作品)のほか住所・氏名・年齢・ 

      性別・職業・電話番号を記載のうえ、官製 

      はがき・電子メール・Faxにてお申し込みく 

      ださい。(複数応募可) 

●応募期限 ７月15日(水) ※当日消印有効 

●審査 最優秀賞１作品 優秀賞5作品 

●表彰 入賞作品については応募者本人に通知する。 

    最優秀賞・優秀賞作品は｢平成21年度男と女・ 

    ハーモニーフォーラム(11月開催予定)｣において 

    表彰をおこない、記念品を贈呈する。 

●その他 応募作品は返却せず、入賞作品の著作権は県に 

     帰属します。 

     なお、最優秀作品は平成21年度の｢男女共同参 

     画推進月間ポスター｣等に使用する。 
 

問 申 県女性青少年課 

     029-301-2178 Fax029-301-2189 

 〒310-8555[水戸市笠原町978-6] 

     E-mail josei1@pref.ibaraki.lg.jp 

～貸し農園～ 

『下妻ふるさと交流農園』 

利用者募集 
 

ビアスパークしもつまの体験農場内の畑を

｢下妻ふるさと交流農園｣として貸し出すことに

なりましたので、利用者を募集します。 
 
●貸区画数 30区画(１区画約10坪) 

●利用期間 ４月１日～翌年３月31日(更新可) 

      ※今年度は、９月１日～平成22 

       年３月31日 

●利用料金 １年間6,000円(今年度3,500円) 

      ※区画によって多少の料金差あり 

●申込期間 ７月１日(水)～31日(金) 

●申込方法 

 ビアスパークしもつま・ 

 道の駅しもつま・ 

 市農政課にある申込書に 

 記入のうえ、お申し込み 

 ください。(郵送可) 

●抽選日時 ８月９日(日)午前11時～  

      ※申込者立会い 

●抽選場所 ビアスパークしもつま 

 

問 申 ビアスパークしもつま 

     30-5121 

     〒304-0056 

     [下妻市長塚乙70-3] 

案 内 

消防官を募集します 
 
【採用予定人員】 消防官 若干名 

【勤務地】 茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部、消防署、分署および出張所 

【試験日および試験会場】 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

【受験資格】 

 

 
 
     

 ●身体的要件 

 ・身長 おおむね160cm以上 

 ・体重 おおむね50kg以上 

 ・胸囲 身長のおおむね2分の1以上 

 ・視力 矯正視力を含み両眼で0.7以上、かつ一眼でそれぞれ0.3以上であること。 

     また、赤色、青色および黄色の色彩の識別ができること 

 ・聴力 左右とも正常であること 

 ・その他 心身ともに健康で消防職員として職務を遂行するために必要な能力と体力があると認められること 

 ●上記の資格に該当する場合であっても、次のいずれかに該当する人は受験出来ません。 

 ・日本国籍を有しない人、成年被後見人、被保佐人   

 ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの人 

 ・茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人 

 ・日本国憲法施行の日以後、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党 

  その他の団体を結成し、またはこれに加入した人 

【受験申込期間】 ７月21日(火)～8月14日(金)当日消印有効 

【受験申込書の請求先】 消防本部および広域圏内の各消防署または消防分署 
 

問 申 茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部 0280-47-0124 

     〒306-0053[古河市中田1683-9] 

第１次試験 試験科目および試験会場 

 ９月19日(土) 
午前８時30分 

・科目 体力検査 

・会場 とねミドリ館 １階多目的ホール 

    [古河市前林1953-１] 

    利根川堤防上サイクリング道路 

９月20日(日) 
午前８時30分 

・科目 筆記試験 

     (教養試験、作文試験、適性検査) 
・会場 古河市役所三和庁舎 ３階会議室 

    [古河市仁連2065] 

年齢 資格・免許等 

昭和59年４月２日から平成４年４月１日

までに生まれた人 

高校、短大(高等専門学校、専修学校含む)、大学を卒業した人または平成22

年３月卒業見込みの人 

第２次試験 試験科目および試験会場 

10月下旬 

予定 

・科目 口頭試問(面接試験) 
※第２次試験は、第１次試験合格者 

 に対し別途日時および会場を指定 

 して実施します。 

※第１次試験は、２日間おこないます。 

 なお、試験科目ごとに試験会場が異なりますので 

 ご注意ください。 

募 集 募 集 

平成２１年度 

犬・猫の避妊去勢手術助成事業は 

終了しました 
 
 6月1日より実施しました｢犬・猫の避

妊去勢手術助成事業｣は、助成頭数500

頭に達しましたので、6月11日をもって

本年度の事業を終了しました。 
 

 問 県獣医師会事務局 

     029-241-6242 
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市内の催し 

図書館おはなし会／７月 
 

市立図書館の７月の｢おはなしの花たば(おはなし

会)｣は次のとおりです。 

参加は自由ですので、お気軽にお越しください。 
 

●とき ７月11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 

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。 
 
【つくば会場①】 

 ◇日時 ７月18日(土) 

     13:00～16:00 

     (受付12:00～) 

◇場所 イーアスつくば ホール 

    [つくば市研究学園C50街区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 

◇申込開始 6月18日(木)から受付中  

       ※男性参加は抽選 
       
【つくば会場②】 

◇日時 ７月26日(日) 

    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 

 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 

◇申込開始 6月26日(金)から 

       ※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  

 図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

 ●とき ７月14日(火)・18日(土)午後２時～ 

 ●上映作品 

  ｢夏の夜の夢｣(1996年/イギリス/104分) 

  監督 エイドリアン・ノーブル  

  出演 アレックス・ジェニングス 

     リンゼイ・ダンカン他 

【あらすじ】 

 ｢日曜日生まれの喜劇｣との愛称で親しまれるシェー

クスピアのロマンチック・ファンタジー。 

 アテネの大公がアマゾンの女王を花嫁に迎え、結婚

の宴が始まる頃、森では妖精の王様と女王が愛らし

いインド人の少年を巡って夫婦ゲンカの真っ最中。 

 王様はいたずら好きの妖精パックに命じて女王を罠

にはめようとする。 
 
《子ども映画会》 

 ●とき ７月25日(土)午後２時～ 

 ●上映作品 

  ｢王子とこじき／魔法のゆびわ｣(70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 

公民館おはなしの会／７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 ７月18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 

オオムラサキ観察会 
～国蝶オオムラサキを見に行こう！～ 
 
 オオムラサキと森の文化の会

では観察会を実施します。 

 この機会にオオムラサキに会

いに来てください。 
 
●とき 

 ７月12日(日)午前９時30分～ 

 ※雨天の場合は19日(日)に延期 

●集合場所 

 小貝川ふれあい公園上流コアゾーンあずまや 

 ※参加費無料。予約の必要はありません。 

●主催 オオムラサキと森の文化の会 
 

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では、小貝川ふれ 

 あい公園自然観察ゾーンにて、国蝶オオムラサ 

 キの生息保護活動を続けています。 

 今年も６月下旬から７月上旬にかけてオオムラ 

 サキが羽化し、７月下旬頃まで、青紫色の羽を 

 広げ雄大に飛び交う姿を見ることができます。 

 観察会以外でも、オオムラサキの森やネイチャー 

 センター駐車場北側の観察小屋にて観察でき 

 ます。 

 

飲用井戸等の衛生確保について 
 

飲用井戸等から供給される飲用水による感染症の原因は微生物

等が感染媒体となる恐れがありますので、設置者および管理者は

次により徹底を図ってください。 
 
(１)飲用井戸の検査をしてください。 

(２)大腸菌が検出された場合、必ず煮沸飲用してください。 

(３)簡易専用水道の受水槽については、残留塩素濃度を測定する 

   と共に、点検･清掃に努めてください。 
 
※検査日程および検査容器の貸出等、詳しくは、常総保健所 

 ( 0297-22-1351)にご確認ください。 
 

問 市生活環境課 内線1422・1424  

不要な入れ歯回収します～入れ歯リサイクル～ 
 

不要になった入れ歯をリサイクルするための｢入れ歯回収ボッ

クス｣を設置します。 

 この入れ歯リサイクルは、NPO法人｢日本入れ歯リサイクル協

会｣が不要になった入れ歯を回収し入れ歯に使用している貴金属

をリサイクルします。得られた収益金は日本ユニセフ協会と下妻

市社会福祉協議会への寄付および日本入れ歯リサイクル協会の事

務費になります。今まで捨てられていた入れ歯をリサイクルし、

世界の子どもたちや地域の福祉のために活用されますのでご協力

をお願いします。 
 
◆期日 ７月１日(水)から 

◆回収ボックス設置場所 

  下妻市役所本庁舎ホール[本城町２-22] 

  下妻市役所千代川庁舎ホール[鬼怒230] 

  下妻市保健センター[本城町３-36] 
 
  ※下妻市社会福祉協議会事務所には回収ボックスはありません。 
 
 《注意》 

  ①入れ歯は熱湯をかけて消毒するか、入れ歯洗浄剤で 

   洗浄してください。 

  ②備え付けのビニール袋に入れ、回収ボックスに投入 

   してください。 

  ③回収できる入れ歯は金属の使われているもののみです。  
 

問 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

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 ７月28日(火)午前9時30分～11時30分 

◆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 ７月17日(金) 
 

問 申 県立下妻養護学校(塚越) 44-1800 

身体障害児者生活相談 

補装具巡回相談 
 

身体障害者相談員が身体障害児者の生活等全般

の相談に応じます。 

また、補装具(補聴器・義肢・装具など)の巡回相

談も併せて受け付けますので、お気軽にお越しく

ださい。 
 
◆とき ７月14日(火)午後１時～３時 

◆ところ 下妻公民館１階和室 
 

問 市福祉事務所 内線1574 
案 内 

案 内 


