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しもつま 広
報 

第25回『下妻オープンテニス大会』参加者募集 
 
●日時 6月28日(日) ※予備日７月５日(日) 

    男子 午前8時30分集合 

    女子 午前10時集合 

●場所 砂沼サンビーチテニスコート 

●種目 男子ダブルス、女子ダブルス 

●試合方法 トーナメント方式、6ゲームマッチ 

      (６-６タイブレーク) 

      ※コンソレ有り。申し込み数により変更有。 

●参加費 1ペア3,000円(高校生は2,000円) 

●表彰他 男子1～3位、女子1～2位 

●申込方法 申込用紙に必要事項を記入のうえ、参加費を添えて 

      お申し込みください。 

●申込期限 6月14日(日) 

●主催 下妻市テニス連盟  
 

問 申 下妻市テニス連盟(宮本) 44-2805[長塚38-1] 

平成２１年度『市民ゴルフ大会』参加者募集 
 
●日時 ５月28日(木)午前８時 スタート予定 

●場所 スプリングフィルズゴルフクラブ  

●競技方法 18ホールストローク競技／ペリア方式 

●競技区分 

 ・一般の部(ネットおよびグロス) 

 ・シニアの部(60歳以上の部 グロス) 

 ・レディースの部(グロス) 

●参加費 

 3,000円(連盟未登録者は4,000円) 

 ※その他プレー費として当日8,000円(昼食、パーティー代込) 

●参加資格 市内在住・在勤の方 

●申込期間 ５月10日(日)～20日(水) 

●申込方法 参加費を持参のうえ、お申し込みください。 
 

申 市スポーツ振興課(千代川庁舎) ※土・日曜日を除く 

   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 市アマチュアゴルフ連盟 

   (事務局 江田) 090-1122-4952 

『第21回連盟杯争奪 

ビーチボールバレー大会』 

参加者募集 
 
●とき ６月７日(日)午前８時30分 

●ところ 市総合体育館他 

●参加資格 

 市内在住・在勤の方およびこれに準ず

るチーム(傷害スポーツ保険加入者) 

●種目 

 ・男女混合Ａの部(前回Aのベスト 

  16、Bの１・２・３位、Cの1位) 

 ・男女混合Ｂ・Cの部(Aの部以外) 

 ・男女混合シニアの部(男子50歳以上) 

 ・女子ヤングの部(40歳未満) 

 ・女子ミドルの部(40歳以上) 

 ・女子リーダーの部(50歳以上) 

 ・女子ベストの部(60歳以上) 

  ※上限年齢は本年誕生日の人含む。 

●チーム編成 

 監督を含めて７名まで 

 (監督も選手として出場可) 

●参加費 

 １チーム 1,000円(会員) 

      1,500円(会員以外) 

 ※締め切り後の返却はしません。 

●申込方法 

 所定の申込書に参加費を添えて、お申 

 し込みください。 

●申込期限 ５月15日(金) 

●組み合せ抽選会 

 ５月21日(木)午後７時 下妻公民館 

 当日の試合会場の説明をします。 

 (チーム代表者の出席要) 
 

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 市ビーチボールバレー連盟 

  (粟野) 44-2544 

 

ちょっと素敵なまちづくり 
  ～第18回花とふれあいまつり 

        「花の株券」にご協力ください～ 
 
 花と１万人の会主催による“第18回花とふれあい

まつり”が、5月17日(日)に鬼怒フラワーラインで開催

されます。それに先立ち、“花の株券(絵はがき、花の種、

抽選券、バーベキュー・そば共通引換券付)”を販売して

います(１枚1,000円)。「花の株券」で集まった資金は、

花とふれあいまつりや鬼怒フラワーラインの整備に使

われています。 

 花の株券は、下記で取り扱っていますので、ご協力を

お願いします。 

 また、花と１万人の会では推進員として協力してく

ださる方を随時募集しています。 

《株券取扱》 
  
 市都市整備課(第二庁舎)、市商工観光課(千代川庁舎)、  

 ＪＡ本店・上妻支店・下妻支店・大宝支店・高道祖支店・ 

 騰波ノ江支店・豊加美支店・総上支店・大形支店・ 

 宗道支店・蚕飼支店、飯島順一、苅部千秋、浅野清一、 

 浅野政行、飯島澄江、浅見俊子、植木和子、飯塚武彦、 

 飯島和一、池田一浩、稲葉直樹、苅部好美、都井昭司、 

 飯塚次彦、羽子田記美男、柴孝光、菊池博、大内修、 

 小沼政子、小竹昌子、人見初枝、巻山千賀子、櫻井英雄、 

 関良彦、柴和子、須藤洋一、どさんこ大将千代川店 
 

問 花と１万人の会事務局(市都市整備課内) 

   内線1722 

『花とふれあいまつり＆ 
 
 小貝川フラワーフェスティバル２００９』 
  
 ステージ出演団体募集 
 

 今年も鬼怒川と小貝川において、花のお祭を開

催します。そこで、ステージに出演していただけ

る団体を募集します。 

  

《第18回花とふれあいまつり》 

◆日時 ５月17日(日)午前10時～午後３時 

◆場所 鬼怒フラワーライン 花のステージ 

    [大形橋下鬼怒川河川敷] 
 

※今年の花のステージでは、大声コンテスト 

 も開催されます。コンテストは、子どもから 

 大人までの３部門で開催予定。 

 出演は飛び入り参加となりますが、時間の都 

 合上人数には限りがありますので、あらかじ 

 めご了承ください。 

  なお、入賞者には花と一万人の会特製の賞品 

  や参加賞も用意されていますので、皆さん 

  奮ってご参加ください。 
 
《小貝川フラワーフェスティバル2009》 

◆日時 ５月23日(土)・24日(日) 

    午前10時～午後３時 

◆場所 小貝川ふれあい公園 

    イベント広場ステージ 
 
●申込方法 

 電子メールまたは電話・Faxにて商工観光課 

 までお申し込みください。 

 なお、申し込む際に団体名・参加者数・代表者 

 の住所・氏名・電話番号・出演内容および時間 

 をお知らせください。 

●申込期限 

 ５月８日(金) 

 ※応募団体多数の場合は、 

  定数になり次第締め切ります。 
 
※出演条件 

 ・出演者自身で準備進行ができ、 

  諸規則を守れる方。 

 ・30分程度を持ち時間とする(準備撤去含む)。 

 ・電源は主催者が準備する。 

 ・出演時間は、天候および主催者の都合で変更 

  する場合もある。 
 

問 申 市商工観光課  

     内線2632 Fax 44-6004 

     E-mail  

      syouko@city.shimotsuma.lg.jp 
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健 康 

案 内 
平成21年度 危険物取扱者保安講習会  

 ※講習会の会場・日程を変更する場合があります。 
 
●申込方法 郵送または出張(現地)受付先にてお申し込みください。 
 

問 申 (社)茨城県危険物安全協会連合会 029-301-7878  

      〒310-0852[水戸市笠原町978-25 茨城県開発公社ビル４階] 

月日 会場名 種別 時間 定員(名) 郵送受付期間 
出張(現地)での受付 

受付日 受付会場 受付時間 

6月18日(木) 土浦市民会館 一般 9:30～12:30 1,182 
5月20日(水) 

～6月8日(月) 
６月９日(火) 土浦市民会館 

10:00 

～15:30 
6月30日(火) 

生涯学習センター 

総和とねミドリ館 

一般 9:30～12:30 600 5月20日(水) 

～6月18日(木) 
６月19日(金) 

生涯学習センター 

総和とねミドリ館 給油 13:00～16:00 600 

7月14日(火) 土浦市民会館 
一般 9:30～12:30 342 5月20日(水) 

～6月8日(月) 
６月９日(火) 土浦市民会館 

給油 13:00～16:00 342 

8月20日(木) 筑西広域消防本部 
一般 9:30～12:30 230 5月20日(水) 

～7月22日(水) 
7月23日(木) 筑西広域消防本部 

10:00 

～15:30 

給油 13:00～16:00 230 

11月5日(木) 
生涯学習センター 

総和とねミドリ館 

一般 9:30～12:30 600 10月7日(水) 

～14日(水) 
10月15日(木) 

生涯学習センター 

総和とねミドリ館 給油 13:00～16:00 600 

11月13日(金) 筑西広域消防本部 
一般 9:30～12:30 230 10月7日(水) 

～28日(水) 
10月29日(木) 筑西広域消防本部 

給油 13:00～16:00 230 

12月10日(木) つくばカピオ 一般 9:30～12:30 380 
10月7日(水) 

～12月2日(水) 
12月３日(木) 土浦市民会館 

平成22年 

1月13日(水) 
土浦市民会館 

一般 9:30～12:30 342 10月7日(水) 

～12月2日(水) 
12月３日(木) 土浦市民会館 

給油 13:00～16:00 342 

平成２１年度   
第１回甲種防火管理新規講習会 
 
●日時 ６月４日(木)・５日(金) 

    午前８時30分～午後４時30分 

●場所 中央運動公園 屋内温水プール 

    ２階研修棟[古河市下大野2528] 

●受講料 4,000円(テキスト代を含む) 

●定員 70人 

●申込期間 

 ５月11日(月)午前８時30分から 

 ※定員になり次第締め切ります。 

●申込方法 

 印鑑・受講料を持参のうえお申し込み 

 ください。 
 

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 

にこにこ体操教室に参加しませんか 
 

介護予防事業として、高齢者の方がいつまでも元気で楽しく過ごせる 

よう体操教室を開催します。 

 体操は、楽しくお家でも手軽に出来る軽運動(１時間程度)です。 

 65歳以上で、介護保険の要介護・要支援認定を受けていない方なら、 

どなたでも参加できます。 
 
●日時(詳しい日程等は、お問い合わせください) 

地区 場所 開催日 受付開始時間 

下妻 下妻公民館 
毎月２回 

金曜日 
午後1時30分～ 

大宝 大宝公民館 
毎月２回 

金曜日 
午前9時30分～ 

騰波ノ江 騰波ノ江市民センター 
毎月２回 

金曜日 
午前9時30分～ 

上妻 上妻市民センター 
毎月２回 

火曜日 
午前9時30分～ 

総上 働く婦人の家 
毎月２回 

水曜日 
午後1時30分～ 

豊加美 豊加美市民センター 
毎月２回 

火曜日 
午前9時30分～ 

高道祖 高道祖市民センター 
毎月２回 

火曜日 
午前9時30分～ 

千代川 千代川保健センター 
毎月２回 

水曜日 
午前9時30分～ 

平成21年度   
｢下妻市ビーチボールバレー連盟」 

審判講習会 
 
 市ビーチボールバレー連盟では、プレー

するすべての方がルールを十分に理解し、

プレーだけでなく審判もできるよう、審判

講習会を開催します。 

長くプレーされている方も、ルールの変

更を知らなかったり、誤ってルールを理解

されている方が見受けられますので、この

機会に、初心者だけでなく、長年プレーさ

れている方も講習会にご参加ください。 
 
●日時 5月24日(日)午後4時～5時30分 

●場所 市総合体育館 

●参加費 無料 

※当日はルールブックを50円で販売 

 します。 
 

問 下妻市ビーチボールバレー連盟 

   (粟野) 44-2544 

『はつらつエクササイズ教室』参加者募集 
  
 普段、働いていて運動をする機会の少ない方、手軽にできるストレッチ体操やエアロビクス運動、 

筋力トレーニングをして日ごろの運動不足を解消しましょう。 

なお、開催日程(予定)の②から⑦の教室については、順次お知らせ版にて募集します。 
 

●募集人員 

 20名程度 

●持ち物 

 汗拭き用タオル・ 

 体育館履き・ 

 水やお茶などの飲物 

●参加費 

 600円程度 

 (初回のみ保険代として) 

●その他 

 申し込みをした方には、 

 後日、詳細(日程・場所など) 

 について個別に通知します。 

 

問 申 市介護保険課 

     内線1535 

コース名 期日 会場 

①シェイプアップ・筋トレコース 

 ～夏に向けて引き締めボディー！～ 

5/20・27・6/3・10・17・24(水) 

午後1:30〰3:30 

騰波ノ江 

市民センター 

②全身くまなくストレッチコース 

 ～身体じゅうすっきりしましょう!～ 

7/1・8・15・22・29・8/5(水) 

午前9:30〰11:30 
市総合体育館 

③メタボ対策 筋力アップ男性コース 
10/16・23・30(金) 

午後7:30～9:00 
千代川公民館 

④今年こそ！マラソン大会に出るぞ！ 

 初心者コース 

 ～ウォーミングアップから教えます～ 

9月～11月初め頃 全3回 

 (調整中) 
  

⑤わくわくエアロビ 

 ～からだの芯から美しくなりましょう！～ 

11/10・17・24・12/1・8(火) 

午後1:30〰3:30 
上妻市民センター 

⑥わくわくエアロビ ストレッチコース 
11/19・26・12/3・10・17(木) 

午後7:30～9:00 
市総合体育館 

⑦しっかり運動！ 脂肪燃焼コース 

平成22年 

2/3・10・17・24・3/3・10(水) 

午後7:30～9:00 

千代川公民館 

～①シェイプアップ筋トレコース～ 
 

●日時 ５月20日・27日 

    ６月３日・10日・17日・ 

    24日(水) 

    午後１時30分～３時30分 

●場所 騰波ノ江市民センター 

●内容 筋力アップを目的とした基礎 

    的なトレーニング 

●受講対象 市内在住・在勤の方 

●募集人数 25名 

●参加費 １人 500円(保険代) 

●申込期間 ５月１日(金)～15日(金) 

 

問 申 市スポーツ振興課 

     内線2863 

     市保健センター 

     43-1990 

《はつらつエクササイズ教室開催予定表》※今後予定が変更になる場合あり 
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さあ あなたも 

新しい出会いを・・・♪ 
 
 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。 
 
【古河会場】 

◇日時 ５月23日(土)13:30～17:00 

    (受付12:30～) 

◇場所 古河市生涯学習センター とねミドリ館 

    [古河市前林1953-1] 

◇申込開始 ４月23日(木)から受付中  
       
【筑西会場】 

◇日時 ５月31日(日)13:30～17:00 

    (受付12:30～) 

◇場所 スピカビル ６階[筑西市丙360] 

◇申込開始 ４月30日(木)から 
 
◆募集対象者(男性参加は抽選) 

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 男性5,000円 女性1,000円 

 

問 申 NPO法人ベル・サポート 

     0280-87-7085  

軽自動車税の減免 
 
 市税条例により、一定の要件を満た

す場合、軽自動車税が減免されます。 

 要件にあてはまり、減免を希望する

場合は、申請期限までに市税務課まで

お越しください。 

 

◆減免の対象・要件 

 障害のある方本人が所有するもの、 

 もしくは障害のある方と生計を一 

 つにしている方(ご家族)が所有す 

 る軽自動車 
 
◆申請期限 5月25日(月) 
 
◆持参する物 

 ・納税通知書(5月中旬に送付) 

 ・運転免許証(運転する方) 

 ・障害者手帳等 

 ・車検証 

 ・印鑑 
 
※減免できる車は、普通自動車または 

 軽自動車(バイクも含む)のどちら 

 か一台になります。 

※普通自動車の減免申請については、 

 筑西県税事務所へお問い合わせく 

 ださい。 
 

 

 

問 申   
 
 軽自動車の減免  

  市税務課 内線1347 

 普通自動車の減免  

  筑西県税事務所 24-9197 

 要件について  

  市福祉事務所 内線1573 

            1574  

障害の区分 手帳の種別および等級 

視覚障害 身体障害者手帳１級から４級 

聴覚障害 身体障害者手帳２級および３級 

平衡機能障害 身体障害者手帳３級 

音声機能障害 
身体障害者手帳３級(咽頭摘出による音声

機能障害がある場合に限る) 
上肢不自由 身体障害者手帳１級および２級 

下

肢 

不

自

由 

障害のある方が運転す

る場合 
身体障害者手帳１級から６級 

生計を一つする方また

は常時介護する方が運

転する場合 

身体障害者手帳１級から３級 

体 

幹 

不

自

由 

障害のある方が運転す

る場合 
身体障害者手帳１級から３級および５級 

生計を一つする方また

は常時介護する方が運

転する場合 

身体障害者手帳１級から３級 

乳幼児期以前の

非進行性脳病変

による運動機能

上肢機能 身体障害者手帳１級および２級 

移動機能 身体障害者手帳１級から６級 

心臓機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

じん臓機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

呼吸器機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

ぼうこうまたは直腸の機能

障害 
身体障害者手帳１級および３級 

小腸の機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

ヒト免疫不全ウィルスに 

よる免疫機能障害 
身体障害者手帳１級から３級 

知的障害者 療育手帳「Ａ」｢Ａ｣と記載されている方 

精神障害者 

精神障害者保健福祉手帳(自立支援医療費

の受給者番号が記載されているもの)もし

くは医療福祉費受給者証をお持ちの方で

障害等級が１級の方 

《対象となる障害》 

※上記の他に戦傷病者手帳をお持ちの方も対象となります。 

 詳しくは、お問い合わせください。 

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】５月10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〉 

 ※ご来場の方に、花の種を差し上げます。 

 ※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 

案 内 

「法テラス」をご存知ですか 
 
民事問題などでどこに相談すればよいのか

困ったとき、｢法テラス｣では、法的トラブルを

解決するため、相談員が相談内容に応じて法制

度や相談機関・団体などの紹介をします。紹介

は無料です。 

また、民事裁判の費用にお困りの方には、費

用を一時立て替える｢法律扶助｣制度もおこなっ

ています。 
   

◆電話番号 0570-078374
おなやみなし

 

◆開設時間 月～金曜日 午前９時～午後９時 

      土曜日   午前９時～午後５時 

      ※日曜日、祝日は休み 
 

問 法テラス茨城 050-3383-5390 

   ※法テラスは、総合法律支援法に 

    基づき設立された公的な法人です。 

案 内 



市内の催し 

偽の調査員にご用心 
 

県内で、関東電気保安協会の職員を装

い、電気工事代金の名目で現金をだまし取

ろうとした詐欺未遂事件が発生しました。

一般家庭への電気安全調査は基本的に４年

に１回で、事前に調査日をお知らせしてか

ら訪問します。調査員は調査員証や腕章を

付けていますので、訪問した際はご確認く

ださい。 

また、関東電気保安協会で直接工事を実

施し、料金を請求することはありませんの

で、ご注意をお願いします。 

不審の際は、お問い合わせください。 
 

問 (財)関東電気保安協会茨城事業本部 

   下館事業所 22-5525 

公民館おはなしの会／５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 ５月16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 

図書館おはなし会／５月 
 

市立図書館の５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 ５月９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 

図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

 ●とき ５月16日(土)・19日(火)午後２時～ 

 ●上映作品 ｢モロッコ｣(1931年／アメリカ／91分) 

  監督 ジョセフ・フォン・スタンバーグ  

   出演 マレーネ・ディートリッヒ／ 

     ゲーリー・クーパー 

【あらすじ】 

 異国情緒溢れる北アフリカのモロッコにやってきた謎め 

 いた女アミー・ジョリー。彼女は酒場で歌手として働き 

 始め、そこで外人部隊の青年トムと知り合う・・・。 

 マリア・マグダレーネ・ディートリッヒが短くマレー 

 ネ・ディートリッヒと変名後渡米第一作で世界の映画 

 ファンを魅了した永遠の大ロマン。 
  
《子ども映画会》 

 ●とき ５月23日(土)午後2時～ 

 ●上映作品 

   ｢町のねずみといなかのねずみ／夏至の夜の話／ 

   死神のくれた仕事／少女コゼット」(46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 

停電事故防止のお願い 
 

農事用ビニール、防虫ネットなどの送電

線への飛来付着等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 

するときは、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、 

 被害を受けた方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 

第２回いばらき看護職 

合同進学・就職説明会 
 
◆日時・会場 

【つくば会場】 

  ５月23日(土)午前11時～午後３時 

  つくば国際会議場 多目的ホール 

【水戸会場】 

  ７月26日(日)午前11時～午後３時 

  水戸プラザホテル ガーデンルーム 

◆対象者 

 ・高校生および看護職を目指す方 

 ・看護学生およびすべての看護職員 

◆実施内容 

 ・求人情報提供コーナー(各病院・施設) 

 ・就職面談コーナー 

・県ナースセンター求職登録 

 ・ｅ－ナースセンターを活用してみよう 

 ・看護職進学相談コーナー 

  (各看護師等学校養成所) 

◆参加方法等 

 参加無料。事前申し込みは不要。 

 入退場は自由です。 
 

問 (社)県看護協会 県ナースセンター 

   029-221-6900 

ごみの出し方が変わりました 
 

4月1日よりごみの出し方が変更になりました。  

カレンダー方式によりごみを収集しますので、下記のことに

注意してごみを出してください。 
 

《ごみ収集カレンダー》 
  
 ◆自分の住んでいる地区のカレンダーか確認する。 

  (市内8地区) 

 ◆カレンダーにより収集日を確認する。 

 ◆収集当日の朝8時までに集積所に出す。 

 ◆路上等の集積所で資源用コンテナが置けないところは、 

  従来どおり可燃と不燃のみの収集となります。 
 
《一般ごみ》 
  
 ◆可燃ごみ 

  ・収集日は変更ありません。 

 ◆不燃ごみ 

  ・収集が月2回になりました。 

   カレンダーで収集日を確認して出してください。 

  ・リサイクルできるかんやびんは資源物として出す。 
 

《資源物》※資源収集用コンテナのある集積所に出す。 
  
 ◆かん(かん用コンテナに入れる) 

  ・アルミ、スチールは混合でOK。機械で選別します。 

  ・飲み物以外のかん(缶詰・菓子缶等)でもリサイクルの表 

   示があれば出せます。 

 ◆びん(びん用のコンテナに入れる) 

  ・無色透明、茶色、その他の色の3種類に分けて出す。 

  ・びんのキャップを取って、中を軽く水洗いして出す。 

 ◆ペットボトル(青い回収ネットに入れる) 

  ・ラベルをはがし、キャップをはずして出す。 

  ・ラベルは可燃ごみで、キャップはボトルと一緒にネット 

   の中に。 

 ◆古紙(資源コンテナのある集積所に) 

  ・新聞紙、ダンボール、雑誌、紙パック、雑紙に分ける。 

  ・種類ごとに紐で十文字にしばり、飛ばないように出す。 

 ◆古布(ビニール袋に入れ、資源コンテナのある集積所に) 

  ・洋服、肌着、シャツ、タオル、カーテンなどが対象。 

  ・毛布、布団類、ぬいぐるみ、防寒着(中綿の入ったもの) 

   は対象外。 
 
《有害ごみ》※2か月に1回の回収。 

       びん用のコンテナを利用してください。 
  
 ◆蛍光管 

  ・割らずに出す。 

   購入時の箱に入れて出すことも可能。 

 ◆乾電池 

  ・使い捨て乾電池が対象です。 

   充電式電池は販売店の回収 

   ボックスへ。 
 

問 市生活環境課 内線1422 

小貝川ふれあい公園 
 
｢押し花作品展｣ 

 ～花たちの語らい～ 
 
 心癒される風景画や 

季節の花ばな、かわいい 

ネコのコラージュなど 

教室の仲間達と日頃の 

成果を発表します。 

 ぜひ、ご覧ください。 

 

 

●とき ５月１日(金)～20日(水) 

    午前９時～午後４時30分 

    ※７日(木)は休館日、20日(水)は午後３時まで 

●ところ ネイチャーセンター ギャラリーⅠ 

     ※入館無料 

●共催 押し花ファンタジーひまわりの会 

    全日本写真連盟下妻支部 

    小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 
 

問 ネイチャーセンター 45-0200 

｢それぞれの視点で 

    とらえた写真展｣ 
 

変化に富んだ美しい自然

景観や、自然と人とのふれ

あいなど、自然を愛する心

が表現された作品を展示し

ます。 

ぜひ、ご鑑賞ください。 

案 内 



平地林の整備・保全を支援します 
～自己所有山林の整備を希望される方へ～ 

  
市では、県が導入した森林湖沼環境税を利

用して、平地林や里山林の整備と保全を目的

とした｢身近なみどり整備推進事業｣をおこな

います。 
つきましては、整備を希望される方を募集

します。  
 
●募集内容 

 自己所有山林の整備 
 ※整備に当たっては、市と森林所有者の 

  森林保全に関する協定を結ぶ等、一定要 

  件が必要となりますので、詳しくはお問 

  い合わせください。 
●申込方法 

 農政課までお申し込みください。 
 
問 市農政課 内線2625 

 県西農林事務所 林業振興課 

 24-9176  

東部中学校建設にともなう 

測量・地質調査にご協力を 
 
大串地内において、東部中学校の建設(移転改築)を計画し

ています。 

 測量・地質調査の実施にともない、建設予定地周辺の土

地に立ち入ることがありますので、皆さまのご協力をお願

いします。 
 
■調査期間 ６月下旬まで 

■調査区域 下図のとおり 

■調査委託業者 測量調査 関東測量設計㈱ 

       地質調査 土浦ジステック㈱ 

 

問 市学校教育課 内線2813 

『シルバー無事故・無違反チャレンジ100』 

参加チーム募集 
 
 65歳以上の方３人１組で，無事故・無違反を目指す

｢シルバー無事故・無違反チャレンジ100｣の参加チー

ムを募集します。 

100日間の無事故・無違反を達成したチームの中から

抽選で20チームに，旅行券・県産品などの賞品をプレ

ゼントします。 
 
●参加資格 

 県内在住の65歳以上の方で，日常的に自動車等を 

 運転する方 

 ※原動機付自転車免許のみの方も参加できます。 

●賞品等 

◇達成チーム全員に達成証と達成記念品 

◇達成チームの中から抽選で20チームに，賞品を 

 プレゼント 

・特賞(旅行券６万円) １チーム 

・Ａ賞(旅行券３万円) ５チーム 

・Ｂ賞(県産品など)  12チーム 

・連続チャレンジ賞(日帰り入浴券等) 

  昨年と今年，連続参加チームの中から２チーム 

●募集期間 

 ５月１日(金)～６月22日(月)  
 

問 申 県生活文化課 029-301-2842 

     ホームページ 

     http://www.anzen.pref.ibaraki.jp/ 

『里山林保全ボランティア』 

作業員募集 
 

平地林や里山林は、身近なやすらぎの場で

あり、生活環境の保全や美しい景観の維持な

ど多くの公益的機能を有していますが、近年

では手入れ不足により、減少と荒廃が進んで

います。 

そこで、平地林や里山林のボランティア作

業員を募集します。 
 
●作業箇所 

 下妻市半谷(西山地区)地内 

●作業内容 

 ・森林地内の下刈 

 ・枯木の伐採 

 ・樹木の枝打ち、間伐整備 

 ・森林探索用小道作り 

・クワガタ、カブト虫の幼虫の生息保護 

 箇所作り 

 ※６月～８月にかけてクワガタ、カブト 

  虫を採取できます 
 

問 申 下妻里山林保全の会 

     (金子) 44-5076  

保全の会 

会員 

募集中！ 

『下妻食と農を考える女性の会（ウィマム） 

梨加工部』会員募集 
  

ウィマム梨加工部では、下妻のおかあさんたちが、未

来をになう子どもたちに安心で安全な食べ物を食べさせ

たいと願い、下妻特産の豊水梨を使って、梨ジャム、万

能たれ、梨ドレッシングを作っています。 
ウィマム梨加工部で一緒に手作り商品を加工・販売し

てみませんか。 
 
●募集人員 

 女性 若干名 
●業務内容 

 梨加工・製造・販売 
●作業場所 

 ビアスパークしもつま 加工施設 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。            
 
問 申 下妻食と農を考える女性の会(ウィマム) 

 (代表 横島) 43-2825  
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しもつま 広
報 

５月は「赤十字運動月間」です 
  
 日本赤十字社は、1877年の創設以来、

人道博愛の精神で世界の平和と人類の福

祉のために活動している民間の団体です。 

 国内では災害救護、救急法などの講習活

動、さまざまな分野での奉仕・ボランティ

ア活動、青少年の育成、医療事業、血液事

業などの活動をおこなっています。また、

海外へは、世界各国にある赤十字社のネッ

トワークを活かして、紛争や災害で苦しむ

方々への救援活動など、国の内外を問わず

幅広い人道的な活動をおこなっています。

このような日本赤十字社の活動は、皆さま

からお寄せいただいた活動資金(ご寄付)に

よって支えられています。 

 日本赤十字社では、毎年5月を赤十字運

動月間として、より多くの方々に活動を理

解していただき、赤十字へのご協力をお願

いしています。 
 

問 市福祉事務所 内線1586 

 広報「しもつま」 

 わがやのにんきものコーナー 

 掲載希望者募集 
～お子さんの写真を掲載してみませんか～ 
 
◆対象年齢 

 市内在住の１歳～３歳のお子さん 

◆掲載内容 

 写真およびメッセージ 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 市秘書課 内線1212 

東
部
中
学
校 

大
宝
幼
稚
園 

大
宝
小
学
校 

 調査区域   

募 集 

案 内  


