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報 

『第２回協会杯市民パークゴルフ大会』参加者募集 
 
●とき  ６月14日(日)午前８時集合 ※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・在勤の方 

●試合方法 36ホール ストロークプレー 

●参加費 500円 ※参加費は当日持参(プレー代は無料) 

●定員 70名 ※先着順。定員になり次第締め切ります。 

●申込期限 ６月７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できません。 
 

申 小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター 45-0200 
 

問 下妻市パークゴルフ協会 (山中) 44-4334 

～１回きりの特別プログラム 

  人気の格闘技系プログラム実施～ 

『ほっと！ほっと！！Ｎｉｇｈｔ！！！』 
  

◆期日 

 6月19日(金) 

 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 

◆参加費 

 無料(入館料のみ) 

◆受付 

 6月5日(金)午後７時からフロント前 

 にて受付開始 

 ※参加者本人が来館しての受付と 

  なります。(代筆、電話予約不可) 

◆定員 20名   

 ※定員に達した場合には、キャンセル 

  待ちでの受付となります。 
 
◎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 

胃がん・大腸がん集団検診 
 
【検診日程】 

月日 曜 会場 地区 

６.10 水 
別府コミュニティー 

センター 
別府・村岡・五箇 

 15 月 
やすらぎの里 

(リフレこかい) 大園木・鯨・伊古立・長萱 

 16 火 千代川保健センター 
田下・下栗・本宗道・鬼怒・宗道・ 

渋田・羽子 

17 水 千代川保健センター 皆葉・鎌庭・見田・唐崎・原 

22 月 騰波ノ江市民センター 騰波ノ江地区 

７.21 火 豊加美市民センター 豊加美地区 

22 水 働く婦人の家 総上地区 

27 月 下妻市保健センター 
下妻甲・下妻乙・坂本新田・ 

大木新田 

28 火 大宝公民館 
大宝・北大宝・平川戸・横根・ 

坂井・堀篭 

29 水 大宝公民館 比毛・平沼・福田・大串・下木戸 

30 木 上妻市民センター 半谷・桐ケ瀬・赤須・前河原・南原 

31 金 上妻市民センター 
黒駒・黒駒河岸・柴・江・関本下・ 

平方・尻手・渋井・大木 

８.17 月 下妻市保健センター 
長塚・石の宮・小野子町・田町・ 

本宿町・本城町 

18 火 高道祖市民センター 本田・中台・小渡・桜塚 

19 水 高道祖市民センター 原・柏山・新町・東原 

20 木 下妻市保健センター 下妻丙・下妻丁・下妻戊・砂沼新田 

◆受付時間 

 午前６時30分～９時 

◆対象者 

 30歳以上の方(平成22年３月31日 

 における年齢) 

 加入している健康保険の種類にかか 

 わらず受診できます。 

◆自己負担額 

 胃がん検診 500円 

 大腸がん検診 300円 

◆胃がん検診 

 バリウムを飲んでのエックス線検査 

◆大腸がん検診(便潜血検査) 

 検査用の容器を送付します。 
 
※受診券 

 平成19・20年度に受診した方には 

 検診日の約2週間前に送付します。 

 新たに検診を希望する方は、保健セ 

 ンターにお申し込みください。 
 

問 申 下妻市保健センター  

      43-1990 

♪音楽に合わせて 

 パンチやキック 

 楽しくシェイプアップ 

 ＆ストレス解消 

『第４４回しもつま砂沼の花火大会』 

記念花火募集 
 

 今年も、夏恒例の花火大会を 

砂沼湖上にて開催します。 

 花火大会の中で、打ち上げ玉に

願い事を書いた記念花火を打ち上げますので、

誕生記念・健康祈願等の記念やお祝い、告白、

仲間内や同窓生一同で貴方だけの記念花火を打

ち上げてみませんか。 
 
●日時 ８月１日(土)午後７時30分～９時予定 

    ※雨天の場合は、順延もしくは打ち上 

     げ時間が早まる場合があります。 

●場所 下妻市砂沼湖上 

●申込期限 ６月15日(月) 

●記念花火代 20,000円より 
 

問 申 下妻市商工会事務局 43-3412 飲食物取り扱い従事者の健康診断(保菌検査)を実施します 
 
◆実施日時・場所 

 実施日   場所 対象地区 受付時間 

６月11日(木) 
旧下妻保健所 

市内 
10:00～11:30 

千代川保健センター 13:30～15:00 

６月23日(火) 旧下妻保健所 市内 
10:00～11:30 

13:30～15:00 

上記実施日以降

の毎週水曜日 

常総保健所内 

食品衛生協会 
全地区 13:00～14:30 

 ※旧下妻保健所は現在霞ヶ浦用水事業推進事務所です。 
 
◆持参するもの 食品衛生責任者自主管理記録簿、検査検体、 

        腸内病原細菌検査申込書 

◆検査手数料 ①か②を希望により選んで受けてください。 

        ①赤痢菌・サルモネラ菌・・・600円 

        ②赤痢菌・サルモネラ菌・大腸菌O157 

                       ・・・800円 

◆検査機関 (財)茨城県総合健診協会 

◆結果通知 検査の結果については、申込書に記載されている 

      事業所の住所地へ受診者全員通知されますので、 

      申込書の住所・事業所名は正確にご記入ください。 
 

問 常総保健所 0297-22-1351 

『第18回近隣女子 

ビーチボールバレー大会』参加者募集 
 
●とき  ７月12日(日)午前８時30分 

●ところ 市総合体育館 千代川体育館 大宝公民館 他 

●種目 

 ヤングの部(40歳未満)、ミドルの部(40歳以上) 

 リーダーの部(50歳以上)、ベストの部(60歳以上) 

●試合方式 リーグ戦方式(勝ち上がりチームにより決勝 

      トーナメントをおこないます) 

●チーム登録  監督を含めて７名まで(監督も出場できます) 

●参加資格 18歳以上の女子 

●参加費 １チーム 1,000円(連盟登録チーム) 

          1,500円(連盟登録外) 

     ※締め切り後の返却はできません。 

●申込方法 申込書に参加費を添えて、お申し込みください。 

●申込期限 ６月12日(金) 
 
【組み合わせ抽選会】 

 ６月18日(木)午後７時より下妻公民館でおこないます 

 ので、代表者は必ず出席してください。抽選会に参加 

 できないチームは、後日、お問い合わせください。 
 

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 ※月曜日を除く 
 

問 下妻市ビーチボールバレー連盟 

   (粟野) 44-2544 

『樹木のオーナー』募集 
 

市では、市民参加の公園づくりを目指して、

公園の樹木のオーナーを募集します。 

あなたのさまざまな節目の記念に、公園に植

樹してみませんか。 
 

●内容 

 市民・企業等の寄付金による公園の植樹 

●対象樹木 

 やすらぎの里公園の藤棚のフジ 50本 

 砂沼遊歩道の桜 20本 

●対象者 市内在住・在勤・在学の方または 

     市内の団体および企業等 

●寄付金額 一本10,000円 

      (樹木、ネームプレート購入費等) 

●募集期間 5月25日(月)から予定数に達し 

      次第終了 

●その他 樹木の所有権は市に帰属し、薬剤散 

     布等の維持管理は市でおこなう。  
 

問 申 市都市整備課 内線1724 

 



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】６月14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 

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。 
 
◆会場等 

【守谷会場】 

◇日時 6月25日(木)18:00～20:00 

          (受付17:30～) 

◇場所 ウエディングヒルズ アジュール 

    [守谷市松ヶ丘6-6-3] 

◇対象者 35歳～45歳までの男性・女性 

     20名ずつ 

◇申込開始 5月25日(月)から 

      ※男性参加は抽選 

【つくば会場】 

◇日時 6月27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 ５月27日(水)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  
6月は土砂災害防止月間 

（かげ崩れ防災週間6／1～6／7）です 
 
 土砂災害を防ぎ、安心して住むためには、対策工事だけでは

なく｢自分は自分で守る｣という意識をしっかりと持ち、大雨の

時の注意・早めの避難をすることが大切です。 
 
◆こんな時は注意・避難しましょう。 

 《土石流(どせきりゅう)》 

 ・｢山鳴り｣といって、山全体がうなっているような音がする時 

 ・川の水が急ににごったり、木が流れてきた時 

 ・雨が降り続いているのに、川の水が減っている時  

 《地すべり(じすべり)》 

 ・地面にひび割れができた時 

 ・地面の一部分がへこんだり、盛り上がった時 

 ・池や沼の水の量が、急に変わった時 

 ・井戸の水がにごった時 

 《がけ崩れ(がけくずれ)》 

 ・がけから小石がパラパラと落ちてきた時 

 ・がけに割れ目ができた時 

 ・がけから水が湧き出てきた時 

｢経済危機対策｣に基づく 

中小・小規模企業対策について 
 
◆資金繰り支援をさらに拡充します。 

 ものづくり・販路開拓などを支援します。 

・緊急保証の枠を20兆円から、さらに30兆円にまで拡大 

 します。 

・セーフティネット貸付の枠を10兆円から、さらに15.4 

 兆円にまで拡大します。(うち、商工中金の危機対応業務 

 は0.9兆円から、3.3兆円にまで拡大) 

・ものづくり中小企業の有する、基盤技術の高度化に対す 

 る支援を強化します。 

◆商店街の取組を応援します。 

・空き店舗を活用した託児所の設置など、社会課題に対応 

 する取組を支援します。 

◆雇用維持に取り組む中小・小規模企業を支援します。 

・雇用調整助成金の支給の迅速化・簡素化を推進してい 

 ます。 

・中小企業庁が実施する、人材確保・育成のための｢実践 

 型研修｣は、雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助 

 成金の対象となります。 

◆経済危機対策における税制改正。 

・交際費等の損金不算入制度について、資本金一億円以下 

 の法人の定額控除限度額を、400万円から600万円に 

 引き上げ、交際費課税を軽減します。 

・小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)の返済期間、 

 融資限度額について拡充します。 
 

問 関東経済産業局中小企業課 048-600-0334 

   中小企業金融課 048-600-0425 

6月1日から７日は水道週間です 
 
 第51回水道週間が、「おいしいね こ

の水未来に いつまでも」をスローガンに

厚生労働省、都道府県・市町村の水道事

業所等によって実施されます。 

本週間は、ライフラインとして重要な

役割を果たしている水道について、理解

や関心を深めてもらうことを目的として

います。この機会に毎日の暮らしに欠か

すことのできない水道について考えてみ

ませんか。 

また、水道事業は使用者の皆さまから

の水道料金により運営されています。よ

り一層の給水サービスの向上を図るた

め、ご協力をお願いします。 

検定満了の水道メーターを 

交換します 
 
 水道メーターは、法により８年ごとの

交換が義務付けられています。 

水道事業所では、水道メーターの交換

作業を実施しますので、ご協力をお願い

します。 
 
◆作業場所 市内全域 

◆作業期間 6月下旬～12月下旬 

◆交換対象メーター 

 平成13年4月から平成14年3月までに 

 取付けしたもの 

 ※対象の方には、交換前に個別に通知 

  します。 

◆委託業者(指定給水装置工事事業者) 

 第一環境株式会社 

  ※作業員は、身分証明書を携帯して 

  います。 

◆その他 

 ・メーター交換作業は30分程度で終了 

  しますが、作業中は一時的に水道が 

  使用できなくなります。 

  また、交換後は一時的に濁り水や空 

  気による白い水がでることがありま 

  すので少し水を流してからお使いく 

  ださい。 

 ・ご不在でも交換します。 

  なお、交換のために敷地内に入りま 

  すのでご協力をお願いします。 

 ・交換工事の代金は無料です。 
  

問 市水道事業所 44-5311 

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

事業をおこなっています。 

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ご連絡を

お待ちしています。 

なお、登録し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。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 市企画課 内線1312 

案 内 
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公民館おはなしの会／６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｣を開催します。ぜひ親子でご参加ください。   
 
●とき ６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 

図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

 ●とき ６月13日(土)・16日(火)午後２時～ 

 ●ところ 市立図書館 映像ホール 

 ●上映作品 

  ｢裸足のギボン｣(2006年／韓国／100分) 

  監督 クォン・スギョン  

  出演 シン・ヒョンジュン／キム・スミ／ 

     イム・ハヒョン他  

【あらすじ】 

世界で一番大好きなのは、お母さん。得意なの 

は走ること。 

 見た目は40歳、でも心は少年のように純粋なギ 

 ボン。貧しくても大好きなお母さんの笑顔が見 

 られれば、それだけで彼の毎日はとても楽しく 

 て幸せ。だから、村の人から食べ物をもらう 

 と、少しでも早く持って帰ろうと靴も履かずに 

 裸足で家に向かって一目散！  
 
《子ども映画会》6月はお休みします。     
 

問 市立図書館 43-8811 

陸上自衛隊古河駐屯地記念行事 
 

古河駐屯地創立55周年および第１施設団創隊

48周年記念行事を、開催します。 
 

●日時 ６月７日(日)午前９時～午後３時 

    ※小雨決行 

●場所 陸上自衛隊古河駐屯地[古河市上辺見1195]  

 ※なるべく乗り合せでご来場ください。 
 

問 古河駐屯地 0280-32-4141 

～ご協力ください～ 

平成２１年 

経済センサス－基礎調査を実施します 
 
 平成21年経済センサス－基礎調査(７月１日

基準)が全国一斉におこなわれます。 

調査は、すべての事業所および企業が対象に

なり、調査の結果は、国や市が地域開発や都市

計画など私たちの生活をより良くするために必

要な基礎資料となります。 

 ６月から各事業所に｢調査員証｣を携行してい

る調査員が伺いますので、調査票のご記入をお

願いします。調査票に記入した内容を他に漏ら

したり、統計法に規定された目的以外には使用

しませんので、ご協力をお願いします。 
 

問 市企画課 内線1316 

木造住宅の耐震診断費用の一部を 

助成します 
 

5月に全戸配布した｢下妻市

地震防災マップ｣は、県南部

で震度６程度の大きさの地震

が発生した場合の市内全域の

地盤の揺れや、その揺れにと

もない建物の倒壊する割合を示していますが、

市民の皆さんに地震の危険性に関する認識を深

めていただき、地震の被害を 小限にくい止め

るために、住宅の耐震性を確保するなどの事前

対策を促進するためのものとなっています。 

 市では旧耐震基準で建てられた木造住宅を対

象に昨年度より耐震診断士の派遣事業をおこな

い、耐震診断費用の一部を助成しています。 

 地震防災マップをご覧になり、皆さんが住ん

でいる住宅の耐震性等についてご心配の方は、

ぜひこの助成制度をご利用ください。なお、耐

震診断士派遣事業による木造住宅の耐震診断の

予定等については、お問い合わせください。 
 

問 市建設課 内線1712 

脳検診の補助申し込みを締め切りました 
 
 脳疾患の早期発見と脳疾患予防を目的として実施し

ている脳検診の補助申し込みが、定員になりましたの

で締め切りとします。 

 なお、今後予算の残額が生じた場合には、後日、追

加申し込みをおこなう予定です。 
  

問 市保健センター 43-1990 

さつまいも定植大会を開催します 
 
 鬼怒フラワーラインに1,500本のさつまいもを植え

ます。フラワーラインで育てられたさつまいもは、

10月のポピーの種まきの時に掘り起こして食べた

り、加工してポピーまんじゅうやポピー大福になって

います。おいしいさつまいもを収穫するために、自分

の手で植えてみませんか。  

ご近所お友達おさそいあわせのうえ、ぜひご参加く

ださい。 
 
◆日時 ６月７日(日)午前９時 

◆場所 鬼怒フラワーライン 

◆主催 花と１万人の会 
 
※参加できる方は軍手、長靴をご持参ください。 
 

問 花と１万人の会事務局(市都市整備課内) 

   内線1722 

あやめ茶会を開催します 
 
 砂沼広域公園観桜苑内にある菖蒲園の花菖蒲が見ご

ろを迎えるのに合わせ、あやめ茶会を開催します。 

 紫や白の花菖蒲を眺めながら、のんびりお抹茶を飲

んでみませんか。椅子に座ってご賞味できますので、

お気軽にお越しください。 
 
◆日時 ６月21日(日) 

    午前10時～午後３時 

◆場所 観桜苑内菖蒲園脇あずまや 

◆主催 下妻市・香出水会 
 

問 市都市整備課 内線1722 

小貝川ふれあい公園花畑の 

「花摘み会」を中止します 
 
 昨年10月に種まきをしてから、中耕回数やボラン

ティアの皆さまによる除草作業を増やすなど｢アツミ

ゲシ対策｣を実施してきました。しかし、4月末まで

に500本余りのアツミゲシなどの抜取り焼却処分を

おこないました。  

 このような状況を受け、アツミゲシの拡散を防止す

るため、今回｢花摘み会｣を中止しますので、皆さまの

ご理解・ご協力をお願います。 
 
 ※イベント終了翌日(25日)から、順次刈取り作業 

  を開始します。 
 

問 市都市整備課 内線1724 

    市立図書館臨時休館日 
 

図書館では、年に一度、蔵書の状況や紛失資

料を把握するため全部の図書を点検します。 

このため下記の期間が休館となります。 

 期間中の本の返却については、入り口右(児童

室前)のブックポストに入れて返却ができます。

視聴覚資料(ビデオ・CD・DVD等)については、

破損の恐れがありますのでブックポストに入れ

ずに、休館明け(７月１日以降)に直接カウンター

へご返却ください。 

 詳しくは、貸出時にお渡しするレシートをご

覧ください。ご協力をお願いします。 
 
 ◆休館期間 6月20日(土)～30日(火) 
 

 問 市立図書館 43-8811 

有害鳥獣の捕獲を実施します 
 
 収穫前の果実(スイカ・メロン)や野菜(かぼちゃ・と

うもろこし)をカラス・ドバトの食害から守るため、

銃器による捕獲を茨城県猟友会鬼怒支部千代川分会の

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 5月25日(日)～6月28日(日) 

    日の出から日の入りまで 

◆対象地区 千代川地区全域 
 

問 市農政課 内線2622 

    市生活環境課 内線1423 

図書館おはなし会／６月 
 

市立図書館の６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 ６月13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 



平成21年度『茨城県消費生活相談員等養成講座』受講者募集 
 

県では，県や市町村の消費生活センター等において相談業務に従事できる人材

を養成するための講座を開催します。 

消費者問題に関心を持ち，専門知識の習得に意欲を持った方を募集します。 
 
◆会場等 ①土浦合同庁舎[土浦市真鍋5-17-26] 

      第1部 基礎コース(2日間) 9月12日(土)・13日(日) 

      第2部 専門コース(5日間) 9月26日(土)・27日(日) 

                   10月11日(日)・17日(土)・24日(土) 

      申込期限 8月21日(金) 

     ②筑西合同庁舎[筑西市二木成615] 

      第1部 基礎コース(2日間) 11月７日(土)・8日(日) 

      第2部 専門コース(5日間) 11月21日(土)・28日(土) 

                     12月5日(土)・12日(土)・19日(土) 

      申込期限 10月16日(金) 

◆受講料等 受講料は無料(テキスト代のみ負担)。定員になり次第締め切ります。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
   

問 申 県消費生活センター 029-224-4722 

 

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。 

35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。 
 
◆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) 

◆応募締切 ６月30日(火) 

◆その他 作品の著作権は応募者に帰属するものとします。 

     ただし、主催者が広報・作品集の作成など必要な場合 

     には、公募作品を使用できるものとします。 
 
問 申 市生涯学習課 内線2834 

『講座受講生』募集 
 
●講座名 

 第二種電気工事士受験対策(技能) 

●日時 

 ７月９日(木)・10日(金)・ 

 16日(木)・17日(金)・ 

 23日(木)午後６時～９時 

●定員 10人 ※先着順    

●受講料 2,900円 

     (教材費含む) 

●申込期間 

 ６月22日(月)～26日(金) 

 ※土曜・日曜日・祝日を除く 

  午前９時～午後５時 
  

問 申 
 
 県立筑西産業技術専門学院  

 24-1714 

『傾聴ボランティア養成講座』受講生募集 
 

高齢者の孤立、孤独感を解消するための傾聴ボラ

ンティア講座を開催します。 

あなたも一人一人の思いに耳を傾けること、始め

てみませんか。 
 
◆日時 ６月10日(水)午前10時～午後３時 

    ６月17日(水)午後１時～４時 

◆会場 千代川公民館 視聴覚室 

◆参加対象 18歳以上の方(学生不可) 

◆募集人数 30名 

◆参加費 無料 

◆申込期限 ６月３日(水) 
 
※２日間とも参加できる方が対象となります。 

※講座終了後は傾聴ボランティアとして活動 

 していただきます。(活動内容 ひとり暮ら 

 し高齢者や見守りが必要なお宅の訪問) 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

『しもつまハンディキャップボウリング大会（ＳＨＢ大会）』 

参加者募集 
 

障害者と健常者の交流を目的としたボウリング大会を開催します。 

ぜひご参加ください。 
 
◆日時 ７月５日(日)午前９時～正午 受付 午前８時30分 

◆会場 下館ミナミボウル 

◆参加対象 市内および近隣に在住する障害者および健常者 

◆参加費 市内在住の方 1,500円  市外の方 1,800円 

     小学生 1,000円 

◆募集人数 80名 

◆申込期限 ６月22日(月) 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

『伝統文化こども教室』参加者募集 
  
 市では、今年度４つの｢こども教室｣を開催します。ぜひご参加ください。 
 
【伝統文化こども教室とは】 

 文化庁から委嘱を受けた(財)伝統文化活性化国民協会の事業で、各地に於いて我が国の伝統的な文化を子ども達に体験・ 

 習得させる機会を提供し、これらの文化を将来にわたって確実に継承し発展させることを目的としたものです。 

 教室名 伝統文化こども囲碁教室 
ふれあい広場・琴ひろ会 

大正琴こども教室 
藤貴流扇和会下妻こども教室 大町はやし子供教室 

内容 

千年前の｢源氏物語｣、｢枕草子｣の囲

碁の場面は有名です。江戸時代にさら

に研究されました。男女ともに楽しめ

るゲームです。 

・音符が読めなくても楽しめる楽器です。 

 日本のこころの歌や唱歌童謡を練習し 

 ます。 
・文化祭、発表会で成果を発表し、自信と 

 達成感、心をひとつに演奏する感動を体 

 験してもらいます。 
・年配者と世代を超えいっしょに楽しみ、 

 協調性、豊かな人間性を育みます。 

 日本が誇る伝統文化のひとつ詩舞を

体験し、そのすばらしさを感じてもら

い、豊かな心を育ててほしい。 
(子供たちにもわかりやすい歌も入れた

いと思います) 

 お囃子の実技指導をおこない、

成果をイベント等で発表する。  

 活動を通して、町内に古くから

伝わるお囃子を伝承し、同時に豊

かな人間性を育む。 

期間 
6月13日(土)～平成22年2月20日(土) 
※原則、第2・第４土曜日 

 (午前９時～11時30分) 

５月30日(土)～12月26日(土) 
※原則、第2・第4土曜日 

(午後７時30分～９時)  

6月14日(日)～平成22年2月28日(日) 
※原則、第2・第４日曜日 

 (午後２時～４時) 

5月13日(水)～11月29日(日) 
※原則、指定した水曜日 

(午後7時30分～8時30分) 
回数 全20回 全15回 全18回 20回程度 
場所 下妻公民館 下妻公民館 下妻公民館 大町コミュニティセンター 
対象者 小学1年生～中学３年生 小学１年生～中学３年生 小学1年生～中学３年生 小学３年生～中学３年生 
参加費 無料 無料 無料 無料 
募集定員 20名 15名 12名 20名 
申込期限 ６月７日(日) ６月13日(土) ※見学はいつでもOK ６月11日(木) ※希望者は随時受付 6月１日(月) ※希望者は随時受付 

準備物 

筆記用具 特になし(貸琴を用意します) 
大正琴をお持ちの方は持参してください 

・稽古用着物(浴衣または着物、帯、腰

ひも、袴(剣道袴等)) 
 ※用意できない方は、会のものを 

  お貸しします 
・足袋は、各自用意 

特になし 

問 申 

常総清娯会 (小林) 44-2522 琴ひろ会 (須藤) 44-3277 
     (山口) 44-2706 

藤貴流扇和会 

 (張替) 44-4118 
 (針替) 0297-39-2657 

大町はやし保存会 
(太田) 44-3994 

～学生の皆さんへ～ 

就職面接会を開催します 
 
◆開催日および会場     

 【水戸会場】 ６月24日(水) 

        ホテルレイクビュー水戸 

 【つくば会場】６月26日(金) 

        ホテルグランド東雲 

◆時間(両会場とも) 

・受付 9:30～ 

・プレセミナー 10:00～(随時開催) 

・面接会 13:00～16:00 
 

◎参加予定企業等の 新情報を確認できます。 

 大好きいばらき就職面接会ホームページ  

 県ホームページhttp://www.pref.ibaraki.jp/ 

 の｢各課ホームページ｣→｢商工労働部労働政 

 策課｣→トピックスから入れます。 
 

問 県労働政策課 029-301-3645 
 

案 内 

募 集 


