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しもつま 広
報 

平成22年度 

小学校新入学児童に入学祝品を贈ります 
 
 (社)茨城県母子寡婦福祉連合会では、ひとり親家

庭(母子・父子家庭)のお子さんに入学祝品(学用品)

を差し上げます。 

該当児童がいるひとり親家庭で、祝品を希望する

保護者の方は、お子さんの氏名・性別・生年月日・

保護者名・住所を平成22年1月29日(金)までに申

し出てください。 
 

申 市福祉事務所 内線1578 
 

問 県母子寡婦福祉連合会 

   029-221-7505 

平成２２年 

下妻市消防出初式 
 
◆日時 

 平成22年１月10日(日) 

 午前８時30分～ 

◆場所 

 ・第１会場(点検) 

   市役所南側駐車場 

 ・第２会場(式典) 

   市民文化会館大ホール 

 ・第３会場(観閲) 

   下妻駅西口通り 
 
※当日、午前７時にサイレン 

 および半鐘を鳴らしますの 

 で火災と間違わないようお 

 願いします。 
 

問 市民安全課 

   内線1434 

特定健康診査・基本健康診査の 

未受診者健診を実施します 
 
◆健診日程・会場 平成22年１月13日(水)・14日(木)・17日(日) 

         下妻市保健センター 

◆受付時間 午前9時30分～11時30分、午後1時30分～3時 

◆対象者・検査項目・自己負担額 

 ４月から9月の健診を受診しなかった方で次に該当する方 

 (年齢は平成22年3月31日現在) 
 

◇40歳～74歳・・下妻市国民健康保険に加入している方 

   検査項目 身体測定・血圧測定・腹囲測定・血液検査・尿検査・ 

        眼底検査・心電図検査 

   自己負担額 1,000円 
  
※下妻市国民健康保険以外の方で、医療保険者(健康保険組合等)より市 

 の健診にて受診できる受診券が送付されている方も受診できますが、 

 検査項目および健診料は各医療保険により異なりますので、詳しくは、 

 加入している各医療保険者(健康保険組合等)にご確認ください。 
 
≪次の年齢の方は、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≫ 

◇39歳以下・・検査項目 身体測定・血圧測定・腹囲測定・血液検査 

             尿検査・眼底検査・心電図検査 

        自己負担額 1,000円 
 
 ◇今年度75歳になる方(昭和９年4月1日～10年3月31日生まれの方) 

  健診時に74歳の方・・検査項目 39歳以下の方と同じ 

             自己負担額 1,000円 

  健診時に75歳の方・・検査項目 身体測定・血圧測定・血液検査 

                  尿検査 

             自己負担額 無料 
 

 ◇76歳以上・・検査項目 身体測定・血圧測定・血液検査・尿検査 

         自己負担額 無料 
  
≪次の検診は、加入している健康保険の種類にかかわらず 

        受診できますので、健診当日にお申し込みください≫ 

 ◇胸部レントゲン 

   結核・肺がん検診(40歳以上) 自己負担額 300円 

   結核検診(39歳以下)     自己負担額 700円 

 ◇肺がん喀たん検査(40歳以上の胸部レントゲンを受診する方で希望 

  する方) 

   健診時に喀たん容器を受け取り、後日｢たん｣を採取して保健セ 

   ンターまで届けてください。 

    容器代 300円  自己負担額 500円(｢たん｣提出時) 

 ◇前立腺がん検診(50歳以上の男性) 

   健診時に採取した血液で、前立腺がんや前立腺肥大症の検査が 

   できます。 

    自己負担額 500円 

 ◇肝炎ウイルス検査(40歳以上の今までに検査をしたことのない方) 

   健診時に採取した血液で、B型肝炎ウイルスとC型肝炎ウイルス 

   の両方の検査ができます。 

    自己負担額 500円 
   

問 市保健センター 43-1990 

１月の予防接種 
～ポリオワクチン～ 
 
◆日時 

 平成22年１月27日(水) 

 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 

   測ってください) 
 
◆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 

住民税の住宅借入金等特別税額控除の 

申告について 
 

平成21年度税制改正により、下記に該当する方の住宅借入金等特別

税額控除に関する申告方法が変更になります。 
 
◆該当する方 

平成11年１月１日から18年12月31日の間に入居し、19年分以後 

の所得税で住宅借入金等特別控除の適用を受け、かつ控除残額等が発 

生した方が対象です。 

◆申告方法 

   

     

   

 

 

    

 

 

 

  

 

 
  ※平成19年・20年入居の方は該当となりません。 
 

問 市税務課 市民税係 内線1342～1346 

年度(年) 所得税の手続き 住民税の手続き 

平成20・21年度 
(平成19・20年所得) 

確 定 申 告 や年 末

調 整 で、住 宅 借

入 金 等 特 別控 除

の申告が必要 

所得税の手続きの他に、市役所へ

｢住宅借入等特別税額控除申告書｣

の提出が必要 

平成22年度から 
(平成21年所得) 

確 定 申 告 や年 末

調 整 で、住 宅 借

入 金 等 特 別控 除

の申告が必要 

所得税の手続きをおこなえば、市

役所への手続きは不要 
※山林所得・退職所得があり、 

 旧制度の控除額が大きい場合 

 などは、市役所へ｢住宅借入金 

 等特別税額控除申告書｣の提出 

 が必要となります 

市内立地企業の広報活動を 

お手伝いします 
 
◆市役所ロビーのパンフレットスタンドに企業または 

 製品のパンフレットを置くことができます。 

  (市役所本庁舎および千代川庁舎ロビーに 

   それぞれ２種類まで) 

◆下妻市開発公社ホームページに企業のＰＲページを 

 開設できます。(有料) 
 

《申し込み対象企業》 

  市内に本社または工場等を設置している企業で 

  あって、日本標準産業分類による製造業または 

  工業団地に立地している企業。 
 

問 申 市企画課 内線1315 

案 内 



水道工事は指定給水装置工事事業者に 

依頼してください 
 
 市では、みなさんが安心して、水を使うこと

ができるよう、水道法に基づき、水道工事を施

工するための専門的な知識と技術を有すると認

められる工事事業者を指定しています。 
 

※指定を受けた業者を｢指定給水装置工事 

 事業者｣と呼びます。 
 
◆水道工事をおこなう場合、市の指定を受けて 

 いない業者が、給水装置工事をおこなうこと 

 はできません。(厚生労働省令で定める蛇口や 

 コマの交換等の軽微な変更を除く) 
 
◆給水装置の新設、改造、修繕(漏水による修繕 

 を含む)、撤去などの工事をおこなうときは、 

 市の指定を受けている業者であることを必ず 

 確認し、工事を依頼してください。また、緊 

 急な工事をおこなう場合も同様です。 

 なお、市の指定になっている業者以外が工事 

 をおこなった場合、条例違反となり、給水を 

 停止することもあります。また、漏水による 

 水道料金の減免の対象にもなりません。 
 
◎｢給水装置｣とは、道路に埋設してある配水管 

 から分岐し、家庭まで引き込まれた水道管等 

 の給水用具をいいます。 
 

問 水道事業所 44-5311 

ビアスパークしもつま 

体験農場内の畑を 

貸し出しています！ 

市内の催し 

図書館おはなし会／１月 
 

市立図書館の１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 平成22年１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 

公民館おはなしの会／１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 平成22年１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 

 県常総工事事務所では，国道294号横根

西交差点において道路工事を実施します。 

 工事期間中は、市道212号線の一部区間

が全面通行止めになるため、ご迷惑をおか

けしますが、近辺道路への迂回をお願いし

ます。 
 
◆工事期間 平成22年１月12日(火) 

          ～３月31日(水) 

      ※工事が完了次第、通行 

       止めは解除します。 

◆工事区間 国道294号から県道谷和原 

      筑西線の区間 
  

問 県常総工事事務所 道路整備課 

   0297-42-2623 
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図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

 ●とき 平成22年１月16日(土)・19日(火) 

     午後２時～ 

 ●上映作品 

  ｢河｣(1951年/アメリカ/95分) 

  監督 ジャン・ルノアール 

  出演 パトリシア・ウォルターズ 

     アドリエンヌ・コリ 他 

 【あらすじ】 

  ｢大いなる幻影｣｢どん底｣などフランス映画の巨匠 

  ジャン・ルノアールは、印象派の大画家である父 

  から鮮烈な美術的感覚を受け継ぎ、インドに住む 

  若いイギリス人女性たちの愛の喜びと哀しみをイ 

  ンドの大自然と舞踏のリズムに調和させた。 

  陶酔の映像美。 
 
《子ども映画会》 

 ●とき 平成22年１月23日(土)午後２時～ 

 ●上映作品 

  ｢フランダースの犬/火うちばこと兵隊さん/ 

  がちょう番の娘/オルペウスのたて琴｣(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 

平成２２年度 

貸し農園『下妻ふるさと交流農園』利用者募集 
 

平成22年度貸し農園利用者の募集期間を終了しましたが、まだ空きがあるため追加募集をします。 

野菜づくりが初めての方でも相談等に応じますので、気軽に始めてみませんか。市外の方にも貸し出しします

ので、ご利用ください。 
 
●貸区画数 約10区画(１区画 約10坪) 

●利用期間 平成22年４月１日～平成23年３月31日(更新可) 

●利用料金 １年間 6,000円 

      ※区画によって多少の料金差あり 

●申込方法 申込書に記入のうえ、ビアスパークしもつまに直接または 

      郵送にてお申し込みください。 

     ※申込書は、ビアスパークしもつま、道の駅しもつままたは 

      市役所農政課にて配布しています。 

●申込期限 平成22年２月27(土) 

●抽選日時 平成22年２月28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 

国道２９４号工事にご協力を！ 

電線の盗難防止にご協力を！ 
 
 一昨年より下妻市ほか近隣市町村において、農業用の

休止中ポンプや休業中の店舗・工場などで電気を供給す

るための引込み用電線の盗難が多発しています。 

 このような箇所で、不審な者や切れた電線を見かけた

際には、東京電力までお知らせください。 
 

問 (連絡先) 東京電力株式会社 

       茨城カスタマーセンター 

       フリーダイヤル 0120-995-332 

償却資産の申告はお早めに 
 

  償却資産の申告期限 平成22年２月１日 
 

平成22年1月1日現在の売却資産をお早めに申告して

ください。 
 
 ※償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営 

  している方が、その事業のために用いることができ 

  る資産のうち、法人税や所得税の申告時に必要経費 

  または損金として算入されるものをいいます。 

  自動車税や軽自動車税の対象となる車両、土地や家 

  屋(付帯設備は対象となる場合あり)は償却資産の範 

  囲から除かれます。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 市税務課 固定資産税係 内線1353～1357 

 

案 内 募 集 
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しもつま 広
報 

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 

自立支援医療(精神通院)をご存知ですか 
 
 自立支援医療(精神通院)とは、精神科の病気で、一定の症状が

あるために継続して通院する必要がある場合、かかった医療費の

自己負担分の一部を公費で負担する制度です。  

 これにより、自己負担額は、原則医療費の１割(一定所得以上は

対象外)となります。また、世帯の所得の状況に応じて負担上限額

が定められ、負担が軽減されます。 
 
◆対象者 

 市内に居住し、精神科通院を必要としている方(統合失調症や 

 うつ病、てんかんなどの精神症状により継続治療をしている方) 

 ※入院には適応されません。   

◆申請に必要なもの 

 ・自立支援医療用診断書 

   (用紙は市役所にあります。通院先の主治医が記載) 

 ・受給している方の世帯全員の保険証の写し 

 ・年金を受給している方は年金額がわかる証書や振込通知書  

 ・印鑑  
 
◎自立支援医療とは別に障害者手帳(精神保健福祉手帳)の申請 

 手続きができます。 

 個別に相談に応じますのでお問い合せください。 
 

問 市福祉事務所 内線1573 

第１回下妻市食のコンテスト入賞作品をお店のメニューに加えてみませんか 
 

下妻市観光協会では、第1回下妻市食のコンテスト(トンカツを使った創作料理コンテスト)において 

選ばれた、最優秀賞から入賞までの６作品をメニューに加えていただけるお店を募集します。 

それぞれ特色がある６作品を店のメニューに加えてみませんか。 
 

【今回選ばれた６作品】 

最優秀賞 ｢Na!! シモンちゃんカツ｣ 

 優秀賞  ｢とんかつ 下妻のソナタ｣ 

 優秀賞  ｢お手軽ハンディトンカツ｣ 

 入賞   ｢ライスカツサンド｣ 

 入賞   ｢ねぎカツ｣ 

  入賞   ｢トンカツたんぽ｣ 
 
  ◆料理内容や写真等の詳しい情報は、下妻市観光協会ホームページまたは下妻市ホームページにて確認 

   できます。 

    下妻市観光協会ホームページ http://www.shimotsuma-kankou.jp/ 

    下妻市ホームページ     http://www.city.shimotsuma.lg.jp/ 

   なお、インターネットで確認できない方については、下妻市観光協会事務局(下妻市役所千代川庁舎内 

   商工観光課)または下妻駅構内の観光案内所に写真付のレシピがありますので、ご確認ください。 
 
【参加店への特典！】 

１．下妻市観光協会ホームページ他、飲食店マップ等にも掲載し、宣伝をバックアップします。 

２．参加店にはもれなく｢のぼり旗｣｢メニュー表｣をプレゼントします。 

３．市のイベントに販売促進の一環として参加することも可能です。(条件あり) 
 
【申込方法等】 

 ・申し込みは、市内で営業をする店舗に限ります。 

 ・申込書に記載のうえ、郵送・Fax・メールまたは直接持参のいずれかによりお申し込みください。 

   (申し込み費用はかかりません) 
 
 ※申込書は、下妻市観光協会ホームページまたは下妻市ホームページからダウンロードするか、市役所本庁舎 

  総合案内または千代川庁舎内商工観光課窓口、下妻駅構内の観光案内所にも置いてあります。 
 

問 申 下妻市観光協会事務局(市商工観光課内) 内線2632  Fax44-6004 

     〒304-8501下妻市本城町２-22  E-Mail syouko@city.shimotsuma.lg.jp 

皆さんの意見をお聞かせください～パブリックコメント～ 
  

市では、計画の基本的な施策等を策定するために、その素案を公表し、市民の皆さんに意見を聞く 

パブリックコメントを実施します。  
 
◆計画等(案) 

(後期)下妻市次世代育成支援対策行動計画(案) 
 

 ※本市の子ども支援の基本計画となる｢下妻市次世代育成支援対策行動計画｣の前期計画が、本年度末を 

  もって５年間の計画期間が終了となることから、これまでの進捗状況等を踏まえ、平成22年度を初年 

  度とする5年間の｢後期計画｣を策定します。 
 
◆公表方法 

 平成22年１月８日から市ホームページで公表のほか、福祉事務所(第二庁舎)・下妻保健センター・ 

 くらしの窓口課(千代川庁舎)・総合案内(本庁舎)にて閲覧および配布をします。 

◆応募資格 

 市内在住・在勤・在学の方、市内に事務所または事業所を有する方、市税の納税義務を有する方、 

 本計画案の利害関係者 

◆ご意見の提出方法 

 郵送・Fax・電子メールまたは直接福祉事務所へ持参のいずれかの方法で提出してください。 

 なお、書式は、閲覧場所にあるものまたは市ホームページからダウンロードしてご利用ください。 
 
 ※提出する場合は、ご意見とともに、住所、氏名(法人・団体の場合は名称および代表者氏名)、電話番号 

  をご記入のうえ、提出してください。 
 
◆提出期間 

 平成22年1月8日(金)～28日(木)必着 
 

問 (提出先) 市福祉事務所 児童福祉係 内線1576 Fax43-6750  

      〒304-8501 下妻市本城町2-22  

      E-mail fukushi@city.shimotsuma.lg.jp 

～自立支援医療(精神通院)を 

             ご利用の方へ～ 

申請書類が変わります 
         
◆平成22年4月1日から、診断書の提出 

 が2年に1回になります。 
  
 ※平成21年度中に診断書を添付して申 

  請した場合、平成22年度の更新申請 

  時には診断書の添付は不要です。 
 
◆受給者証の有効期間は従来どおり1年間 

 です。更新申請時の所得・保険証の確認 

 も毎年必要です。 
 
◆受給者証の有効期間が経過したあとの 

 申請は、新規申請となるため、診断書 

 が必要です。 
 
※有効期間内に更新申請をおこなって 

ください。  
 
◆精神保健福祉手帳用の診断書で同時申 

 請した場合も同様の取り扱いになります。   
 

問 市福祉事務所 内線1573 

案 内 

募 集 



募 集 県政出前講座を利用してみませんか 
 

県職員が各種の集会等に出向き、県の施策等をわ

かりやすく説明します。 

ぜひ、ご利用ください。 
 
◆対象 参加人数がおおむね20名以上の集会等 

    ※収益的事業として実施する場合などは 

     対象外 

◆経費 県職員の派遣費用は不要 

    (会場設営の費用等は申込者負担) 

◆申込方法 希望テーマを選び、電話・Fax・ 

      Eメールまたは郵送にてお申し込み 

      ください。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 

 県ホームページ http://www.pref.ibarki.jp/ 
 

問 申 県政策審議室 029-301-2030  

            Fax029-301-2039 

     〒310-8555[水戸市笠原町978-6] 

     E-mail 

      seisakushingi2@pref.ibaraki.lg.jp 

太陽光発電買取制度が 

スタートしました！ 
 
 11月1日から｢太陽光発電の買取制度｣がスタート

しました。この制度により温暖化対策・経済発展に

大きな貢献となります。 
 
◆買取対象は余剰電力(自家消費せずに余った電力) 
 
◆買取期間は10年間で買取価格は固定 

 ・住宅用   １ｋｗ当たり 48円 

 ・非住宅用     〃   24円 

   ※買取価格は、毎年度見直し、低減します。   
 
◆買取費用については、電力 

 を使用する方全員での負担 

 となります。 

 標準的な一般家庭の場合、 

 １か月あたり数十円～ 

 100円未満の負担です。 
 
 《注意！》 

  システム設置の際の強引な勧誘や制度について 

  の誤った説明等には十分ご注意ください。 
 

問 資源エネルギー庁太陽光発電買取制度室 

   03-3501-1511 

   ホームページ 

   http://www.enecho.meti.go.jp/kaitori/ 

『平成２２年度 学院生』追加募集 
 
●訓練科名・募集人員 

 機械技術科 ４名 

自動車整備科 １名 

コンピュータ制御科 ４名 

●訓練期間 

 各科とも２年 

●応募資格 

 高等学校または中等教育学校を卒業した方(卒業見 

 込み含む)もしくはこれと同等以上の学力を有する 

 と認められる方 

●試験日 平成22年１月29日(金) 

●合格発表 平成22年２月５日(金) 

●受付期限 平成22年１月26日(火) 
 

問 申 県立土浦産業技術専門学院 

     029-841-3551 

『平成２２年度 一般入学者』募集 
 
●訓練科名・募集人員 

 板金科 10名 

●訓練期間 １年 

●訓練内容 製作図面に従い板金加工・溶接技術 

      (ガス・アーク・半自動)等により板金 

      製品の製作ができる程度の基本的な 

      知識技能を学びます。 

●応募手続き 

 ・応募資格 中学校を卒業した方(平成22年３月 

       卒業見込み含む)もしくはこれと同等 

       以上の学力を有すると認められる方 

 ・受付期間 平成22年１月12日(火)～22日(金) 

 ・提出書類 入学願書、調査書 

       健康診断書(過年度卒業者のみ) 

 ・試験日  平成22年１月29日(金) 

 ・選考内容 国語、数学、面接 

 ・試験会場 県立古河産業技術専門学院 

       [古河市諸川1844] 

 ・合格発表 平成22年２月５日(金) 
 

問 申 県立古河産業技術専門学院 

     0280-76-0049 

『平成２２年度 専門コース学院生』 

追加募集 
 
●訓練科名・募集人員および訓練期間 

 機械システム科 17名(訓練期間２年) 

 電気工事科 ６名(訓練期間１年) 

●応募資格 

 高等学校卒業以上の方(来春卒業見込み含む)もしく 

 はこれと同等以上の学力を有すると認められる方 

 ※定員になり次第以降の選考は中止します。 

  なお、求職者の方は職業安定所に相談後、応募 

  ください。 
 
●提出書類 入学願書、調査書 

      健康診断書(過年度卒業者のみ) 

●試験会場 県立筑西産業技術専門学院 

      [筑西市玉戸1336-54] 

●選考内容 ・国語(｢国語総合｣の近代以降の文章) 

     ・数学Ⅰ(方程式と不等式、二次関数 

          図形と計量) 

     ・面接 
 

問 申 県立筑西産業技術専門学院 

     24-1714 

 受付期間 試験日 合格発表 

第２回 

選考 

平成22年 

１月５日(火) 

～29日(金) 

２月３日(水) ２月５日(金) 

随時 

選考 

平成22年 

２月８日(月)  

～３月12日(金) 

２週に一度選考(水曜日)、

金曜日合格発表予定 

～パートやアルバイトで働く皆さんへ～ 

パートタイム労働法をご存じですか 
 
 パートタイム労働法は、｢パートタイマー・アル

バイト・嘱託・契約社員・臨時社員・準社員｣など

の名称に関わらず、正社員に比べて１週間の所定労

働時間が短い働き方の場合に適用されます。 

パートタイムで働く方の待遇は、一般に正社員と

比較して働きや貢献に見合ったものとならずに、低

くなりがちであるという状況にあります。 

そのため、パートタイム労働法は、働きや貢献の

実態を考慮して、正社員との均衡のとれた待遇を確

保することを目的としています。 
 
 ◆入社時に労働条件を示した文書をもらわなかっ 

  たので、昇給の有無が不明 

 ◆賃金などの待遇が、「職務の内容」等に見合っ 

  たものなのか分からない 

 ◆働いている会社で正社員になりたいが、転換制 

  度がないと言われた 

 ◆事業主との間で、労働条件に関してトラブルに 

  なっている 
   
 このような場合、まずはご相談ください。 
 

問 茨城労働局雇用均等室 

   029-224-6288 

生活支援・出張相談会を開催します！ 
～就職を目指す皆さんに、 

  生活支援に関する情報提供や相談をおこないます～ 
 
◆日時 平成22年１月26日(火)午前９時～午後４時 

◆場所 県西地区就職支援センター 

    [筑西市二木成615筑西合同庁舎内] 

◆相談内容 

 ・生活福祉資金等の貸付制度に関すること 

 ・生活保護制度等の要件や手続きに関すること 

 ・県営住宅や雇用促進住宅の情報提供，入居手続き 

  等に関すること など 

 

◎電話による相談 

  いばらき就職・生活総合支援センター 

   生活支援専用ダイヤル 

    029-232-1245 

   月曜～土曜日 午前９時～午後５時までの受付 

※祝日、年末年始を除く 
 

《いばらき就職・生活総合支援センター 

           (生活支援相談)とは》 

  就職を目指す皆さんに、生活支援相談員(社会福 

  祉士)が、生活支援に関する各種制度の説明や、 

  関係する窓口の紹介等をしています。 
 

問 県労働政策課 雇用促進対策室 

   029-301-3645 

がんばれ子育て応援講座 

「親子で手まり寿司を作ろう」を開催します 
 

がんばれ子育て応援講座の第３弾として｢親子で手

まり寿司を作ろう｣を開催します。 

子育て中のお父さんお母さん、お子さんと一緒に料

理を作りながら親子のコミュニケーションをはかって

みませんか。 

ふるってご参加ください。 
 
◆日時 平成22年１月30日(土) 

    午前10時～12時 

◆場所 下妻公民館 調理室 

◆対象 年長児～小学校3年生の親子 

◆募集人員 15組30名 

      ※先着順 

◆参加費 親子１組(2名) 500円 

◆申込期間 平成22年１月6日(水)～22日(金) 

◆持ち物 エプロン 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 

     44-0142 

案 内 


