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しもつま 広
報 

フィットネスパーク・きぬ 

(ほっとランド・きぬ)をご利用の皆さまへ 
  
≪年末年始の休館≫ 

 休館日 12月28日(月)～平成22年1月４日(月) 

     ※公園全体も休園となります。 

通常営業 平成22年１月５日(日)から 
 
≪2010｢ほっとランド・きぬ｣新春イベント≫  

◆期日 １月11日(月)午前10時～午後４時 

 ◆内容 ｢和～なごみ～昔の遊びを体験しよう！｣ 

   昔の遊びコーナー(割りばし鉄砲・ 

   お手玉・だるま落としなど) 

   各種イベントあり。 

 ◆参加費 無料(入館料のみ) 
 
   昔の遊びを体験してシールを沢山集めると、 

   お年玉(?)がもらえるよ！ 

   一緒に遊んでくれるボランティアさんも募集 

   しています。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
  

問 ほっとランド・きぬ 30-4126 

県税事務所での納税証明書発行について 
  
 県税事務所では、車検用納税証明書の他に、 

次の２種類の証明書が発行できます。 

 申請前に、どちらが必要かご確認ください。 
 
◆証明書 

 ・税額等の証明 

  《様式第40号の４・ア》 

   税目別、年度ごとの納税状況を証明し 

   ます。 

 ・未納がないことの証明等 

  《様式第40号の４・イ》 

   すべての県税について未納のないことを 

   証明します。 

◆申請に必要なもの 

 ・納税義務者の印鑑(法人は代表者の登録印) 

 ・証明手数料 1件につき400円 

 ※代理人申請の場合は、委任状 

 ※直近(約2週間程度)に県税を納めた場合は、 

  その領収書 
 

問 筑西県税事務所 24-9184 

確定申告等に必要な｢障害者控除対象者認定書｣を交付します 
 

年齢65歳以上の高齢者で、精神または身体に障害のある方については、障害者手帳等の交付を受けていなく 

ても、障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受ければ、確定申告および住民税申告の際の障害者控除の 

対象となります。 

そのため、介護保険の要介護等の認定を受けている方については、調査記録等をもとに審査・判定をおこない、

該当する場合には｢障害者控除対象者認定書｣を交付しますので、必要な方は申請してください。 

なお、障害者手帳の交付を受けている方は、手帳により障害者控除の対象となりますので、申請の必要はあり 

ません。 
 

◆認定基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆障害者控除額 障害者   所得税27万円 住民税26万円 

        特別障害者 所得税40万円 住民税30万円 
 
◆申請方法 申請者の印鑑を持参のうえ、市介護保険課まで申請してください。 
 

問 市介護保険課(認定書関係) 内線1532  市税務課(税控除関係) 内線1342～1346 

認定区分 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度) 認知症高齢者の日常生活自立度 

特別障害者

に準ずる 

１日中ベッド上で過ごし、排泄・食事・着

替えにおいて介助を要する。 
 
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中

もベッド上での生活が主体であるが、座位

を保つ。 

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が

見られ、専門医療を必要とする。 
 
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通

の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 
 
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通

の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。 

障 害 者 に

準ずる 

屋内での生活はおおむね自立しているが、

介助なしには外出できない。 

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通

の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自

立できる。 

非該当 
何らかの障害を有するが、日常生活はほぼ

自立しており、独力で外出できる。 

何らかの痴呆を有するが、日常生活は家庭内および社

会的にほぼ自立している。 

確定申告等に必要な 

｢おむつ代の医療費控除用書類｣を発行します 
 
 確定申告や住民税申告の際に、おむつ(紙おむつなど)代を

医療費控除の対象とする場合は、おむつ代の領収書といっ

しょに、医師が発行する｢おむつ使用証明書｣が必要となり

ますが、介護保険の要介護等の認定を受けている方は、｢お

むつ使用証明書｣の代わりに｢市が主治医意見書の内容(寝た

きり度、尿失禁の有無等)を確認した書類｣でも認められて

ますので、必要な方は申請してください。 
  
 ※｢市が主治医意見書の内容を確認した書類｣の発行は、 

  おむつ代の医療費控除を受けるのが２年目以降の方に 

  限りますので、初めておむつ代の医療費控除を受ける 

  方は、医師の｢おむつ使用証明書｣が必要となります。 

  なお、主治医意見書の内容によっては、確認書の発行 

  が出来ない場合があります。 
 
◆申請方法 申請者の印鑑を持参のうえ、市介護保険課 

      まで申請してください。 
 

問 市介護保険課(確認書関係) 内線1532 

   市税務課(税控除関係) 内線1342～1346 

「第39回新春歩け歩け大会」を開催します 
 
 新春の朝、新鮮な空気の中を 

みんなで歩いてみませんか。 

ご家族やグループでの参加を 

お待ちしています。 
 
◆とき 平成22年１月３日(日) 

     受付 午前７時20分 

        (事前申し込み不要) 

     開会式 午前７時50分 

     出発 午前８時 

   ※午前７時に花火の合図あり。 

   ※雨天の場合、１月９日(土)に延期。 

◆ところ 下妻市民文化会館前 

◆コース 市民文化会館→福田→大宝八幡宮→ 

     坂井→堀篭→市民文化会館(約8.4km) 

◆参加条件 ・健康な方(全コースを完歩できる方) 

      ・小学生以下は保護者または団体の 

       指導者が同伴してください。 
  
《注意事項》 

 歩け歩け大会のため、走ることはご遠慮ください。 

 その他については、係員の指示に従ってください。 
 

問 市スポーツ振興課 内線2862 

市立図書館 年末年始休館日 
 
 ◆休館期間 

  12月27日(日)～平成22年1月4日(月) 

    12月27日(日) 月末館内整理日 

    12月28日(月) 

      ～平成22年1月4日(月) 年末年始 
 
 ※休館中の本の返却は、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)は、 

  破損の恐れがありますのでブックポストに 

  入れずに、1月5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。 
 

問 市立図書館 43-8811 

参加者には 

完歩賞と福袋

(抽選)を配布 

します！ 

電子証明書(公的個人認証サービス)業務の 

一時休止 
 
 公的個人認証サービスのシステム更新作業

のため、市民課窓口でおこなっている電子証

明書の発行・失効業務を一時休止します。 
  
 ◆業務休止期間 

   12月25日(金)午後５時 

      ～28日(月)午後５時15分  
 
◎詳しくは、公的個人認証サービスポータル 

 サイト(http://www.jpki.go.jp/)をご覧く 

 ださい。 
 

 問 市民課 内線1412 

案 内 



男女共同参画チャレンジ支援セミナーを開催します 
 
 県では、起業、再就職、地域・団体活動など、さまざまな分野にチャレンジす

る人を支援するため、セミナーを開催します。 

◆場所 ポリテクセンター茨城(茨城職業能力開発促進センター) 

    [常総市水海道高野町591] 

◆募集人員 40名 ※先着順 

◆参加費 無料 
 

問 申 県女性青少年課女性プラザ男女共同参画支援室 029-233-3982 

期日 時間 内容 講師 

1月 
30日 
(土) 

10:00 
～12:00 

創業の動向と心構え 
創業・起業に必要な諸手続き 

特定社会保険労務士・行政書士 
川田 志津子 氏 

13:00 

～15:00 
創業成功のポイント 
実践：事業計画書作成 
マーケティング・販売戦略 

ニューマネジメント研究所代表 
中小企業診断士・茨城大学客員教授 
伊藤 勝彦 氏 15:00 

～16:30 
創業チャレンジ相談会 
※希望者のみ 

2月 
6日 
(土) 

10:30 
～12:00 創業体験談 

(株)ライブリー 代表取締役 
山下 郁子 氏 

13:00 
～15:00 創業・起業に必要な会計知識 

税理士・ファイナンシャルプランナー 
樋田 雅美 氏 

15:00 
～16:30 

創業計画の立て方と創業に係

る融資制度 

(株)日本政策金融公庫土浦支店 
国民生活事業 融資第一課長  

結城 茂章 氏 

年末年始のごみの収集について 
 

年末のごみ収集の終了日( 終日)は、次のとおりです。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ※収集品目によっては、すでに年末の 後の収集日が過ぎているものがあります。 

  ※資源ごみ・有害ごみを出せる場所は、資源コンテナがあるところに限ります。 
 
 ◆年始は、平成22年１月４日(月)以降、ごみ収集カレンダーの日程どおり、収集をおこないます。 

 ◆収集休止期間にごみを出すと、集積所の周囲にごみが散乱したり、悪臭が発生するおそれがありますので、 

  年末年始は、計画的にごみを出すようにしてください。 

 ◆年末年始は、ごみの量や道路状況により、回収時間が遅れる場合があります。 

 ◆市指定ごみ袋に入りきらない大きさのごみは粗大ごみになるため、ごみ処理施設｢クリーンポート・きぬ｣(℡43-8822)に直接搬入 

  するか、シルバー人材センター(℡44-3198)に有料戸別収集の予約をしてください。 

 ◆粗大ごみ、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機、パソコン、医療廃棄物、ガスボンベ、消火器、農機具、自動車部品 

  (タイヤ・バッテリー等)、農薬、劇薬、火薬、塗料、廃油、焼却灰、土、砂、石、ブロック、瓦、保温材、石膏ボード、その他産業 

  廃棄物は、ごみ集積所には出せません。(収集できません) 
  
◎市役所本庁舎東側の資源ごみ回収庫に不法投棄が多くなると思われるため、12月28日(月)午後５時～１月４日(月)午前９時まで閉鎖と 

 します。 
 

問 市生活環境課 内線1422・1423 

  不燃ごみ かん びん ペットボトル 古紙 古布 有害ごみ 

①下妻(線路東側)・ 

 砂沼新田・長塚・石の宮 
12月19日(土) 12月26日(土) 12月16日(水) 12月16日(水) 12月24日(木) 12月17日(木) ー  

②下妻(線路西側) 12月16日(水) 12月9日(水) 12月15日(火) 12月15日(火) 12月22日(火) 12月18日(金) 12月25日(金) 
③大宝・半谷砂沼第２団地・ 

 半谷砂沼球場入口 
12月26日(土) 12月19日(土) 12月28日(月) 12月28日(月) 12月21日(月) 12月10日(木) ー 

④騰波ノ江・高道祖地区 12月9日(水) 12月16日(水) 12月22日(火) 12月22日(火) 

(高道祖地区は除く) 12月15日(火) 12月11日(金) 12月25日(金) 

⑤上妻地区 12月16日(水) 12月9日(水) 12月18日(金) 12月18日(金) 12月25日(金) 12月15日(火) 12月22日(火) 
⑥総上・豊加美地区 12月19日(土) 12月26日(土) 12月17日(木) 12月17日(木) 12月24日(土) 12月16日(水) ー 
⑦田下・下栗・本宗道・ 

 宗道・渋田・見田・唐崎・ 

 長萱・伊古立・鬼怒・ 

 大園木・亀崎・鯨 

12月26日(土) 12月19日(土) 12月21日(月) 12月21日(月) 12月16日(土) 12月3日(木) ー 

⑧原・羽子・鎌庭・別府・ 

 皆葉・五箇・村岡 
12月26日(土) 12月19日(土) 12月24日(木) 12月24日(木) 12月17日(木) 12月9日(水) 12月28日(月) 

｢クリーンポート・きぬ｣へのごみの直接搬入について 
 
 ごみ処理施設｢クリーンポート・きぬ｣の年末のごみの直接搬入は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 ◆年始は、平成22年1月4日(月)から通常通り搬入できます。 

 ◆上記期間は、混雑が予想されますので、早めに搬入してください。 

 ◆ごみ搬入時の車両は、構内渋滞および事故防止のため２ｔ車までとし、必ずシート等をかけてください。 

 ◆受付窓口の混雑が予想されますので、家電リサイクル４品目のエアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機、衣類乾燥機は 

  12月22日(火)までに搬入願います。なお、搬入する際は、事前に郵便局での手続きをお願いします。  
 

問 ごみ処理施設｢クリーンポート・きぬ｣ 43-8822 

搬入日 搬入時間 搬入できるごみ 

12月23日(水)・27日(日)・30日(水) 

      ～平成22年１月３日(日) 搬入休止 ※搬入できません。        ― 

12月24日(木)～26日(土)・28日(月)・29日(火) 午前９時～12時 午後１時～４時30分 可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ 

  可燃ごみ 

収集が(月)・(木)の地区 12月28日(月) 
収集が(火)・(金)の地区 12月29日(火) 

可燃ごみ・ 

不燃ごみ・ 

粗大ごみは、 

必ず分別して 

ください！ 

ごみは、分別して、決められた日に出しましょう！ 

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。 
 
【つくば会場①】 

◇日時 12月20日(日) 

    13:30～16:30 

    (受付12:30～) 

◇場所 イーアスつくば２階 

    イーアスホール 

     [つくば市研究学園C50街区1] 
 

【つくば会場②】 

◇日時 12月27日(日) 

    13:30～16:30 

    (受付12:30～) 

◇場所 オークラフロンティア 

    つくば 

    [つくば市吾妻1-1364-1] 
 
 
◆参加費 男性5,000円 女性1,000円 ※当日徴収。 

◆対象者 Aコース 40歳までの独身男・女15名ずつ 

     Bコース 40歳以上の独身男・女10名ずつ 

◆申込開始 随時 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート 0280-87-7085  

【牛久会場】 

◇日時 12月23日(水・祝) 

    13:30～16:30 

    (受付12:30～) 

◇場所 牛久市中央生涯学習 

    センター 

    [牛久市柏田町160] 
 
【古河会場】 

◇日時 12月26日(土) 

    13:30～16:30 

    (受付12:30～) 

◇場所 とねミドリ館 

    [古河市前林1953-1] 
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飲酒運転に対する行政処分が 

強化されています 
 
【酒酔い運転】 

 35点 免許取消し(欠格期間３年) 

【酒気帯び運転】 

 25点(0.25mg／ℓ以上) 

   免許取消し(欠格期間２年) 

13点(0.15mg／ℓ以上 0.25mg／ℓ未満)  

  免許停止(90日) 

【欠格期間】 

期間の上限は、５年から10年に引き上げ 

※欠格期間とは、運転免許を取得すること 

 ができない期間 
 
◎詳しくは、県警察本部ホームページを 

 ご覧ください。 

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

03_menkyo/01_info/doukou.html 
 

問 下妻警察署 43-0110 

 年末の交通事故防止県民運動 

 (12月1日から31日)実施中！  
 

年末は、外出機会が増え、日没時間も早

くなります。また、飲酒の機会が増える時

期です。 

運転者も歩行者も交通ルールを守って夕

暮れ時と夜間の交通事故に十分に注意しま

しょう。 

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～ 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 市秘書課 内線1212 

スキルアップ講習会を開催します 
 

子育て支援事業｢うぇるきっず｣・しもつまファミリー 

サポートセンターの協力会員(男女、年齢、資格問わず)の 

資質向上を図るためのスキルアップ講習会を開催します。 

協力会員はもとより子育て支援に関心のある方、事業の 

協力会員として活動をしてみたい方、ぜひご参加ください。 
 
《秘密のごちそう》 

◆日時 平成22年１月15日(金)午前10時～12時 

◆場所 下妻公民館 調理室 

◆内容 手軽にできる朝ごはん 

◆講師 市保健センター 管理栄養士 

◆定員 20名 

◆参加費 300円(材料費) 

 ◆申込期限 平成22年１月８日(金) 
     

問 申 しもつまファミリーサポートセンター 

     (下妻市社会福祉協議会内) 44-1157 

口腔がん検診を実施します 
 

あまり知られてはいませんが、口の中にもが

んはできます。口腔がんのリスクは喫煙や飲酒

習慣のある方が圧倒的に高いといわれていま

す。早期発見・早期治療につなげられるよう、

市歯科医師会では口腔がん検診を実施します。 
 
◆日時 平成22年１月24日(日) 

     受付 午前９時～９時30分 

◆場所 下妻市保健センター 

◆内容 

 《講演会》｢口腔がんについて｣ 

      筑波大学附属病院 

      歯科・口腔外科診療グループ 

      准教授 鬼沢 浩司郎 医師 

 《検診》歯科医師による問診・視診・触診、 

     口腔内アドバイス等 

◆対象者 40歳以上の方 

◆募集人員 50名 ※先着順。 

◆検診自己負担金 500円 

◆申込方法 電話または直接保健センターへ 

      お申し込みください。 

◆申込期限 平成22年１月８日(金) 

◆主催 市・市歯科医師会 
 

問 申 市保健センタ－ 43-1990 

「成人のつどい」を開催します 
  
 市では、成人式の名称を｢成人のつどい｣とし

て新成人を祝う式典を開催しています。 

 会場には、成人を迎える方以外に市民の方も

入場できますので、ぜひご来場ください。 
 
◆日時 平成22年１月10日(日) 

     受付 午後２時～ 

     式典 午後２時30分～ 

◆会場 下妻市民文化会館 

◆主催 市・市教育委員会 
 

問 市生涯学習課 

   内線2832・2834 

有害鳥獣捕獲を実施します 
 
 収穫前の野菜類(白菜・キャベツ等)を、カラスの食害か

ら守るため、銃器による捕獲を県猟友会下妻支部のご協力

により実施します。 
  
●実施日 

 平成22年１月10日(日)・２月７日(日) 

 各日とも日の出から日没まで 
 

問 市農政課 内線2623 

農地法が改正されます 
 

本年12月中旬以降に農地法の改正が予定されて 

います。主な改正点は次のとおりです。 
 
 ◆農地転用許可基準が厳格化され、今まで許可さ 

  れたものも許可されない場合があります。 

  また、違反転用に対する処分・罰則が強化され 

  ます。 

 ◆農地の所有権・耕作権等の権利者は、農地の適 

  正かつ効率的な利用を確保する責務を負うこと 

  となります。 

 ◆農地の耕作を目的とした第3条申請(所有権移転・ 

  賃借権設定等)すべてにおいて、申請地以外でも 

  違反転用農地・遊休農地があれば許可されなく 

  なります。また、地域の調和を阻害する権利取 

  得も認められません。 

 ◆農地の耕作を目的とした賃借権の設定について 

  農業生産法人以外の法人も申請人となることが 

  できます。ただし、耕作がされない場合は所有 

  者に返還することが条件となります。 

 ◆標準小作料制度が廃止されます。農地の賃借料 

  は相対で決定されます。実際のおおむねの賃借 

  料については、今後、情報提供する予定となっ 

  ています。 

 ◆相続で農地を取得した相続人は、農地の所在す 

  る農業委員会に対して届出する義務を負います。 

  届出を怠った場合は、過料が課されることとな 

  ります。 

 ◆農地法の許可等に係る申請書類の様式等が変更・ 

  追加される予定となっています。 
 
 ※現在のところ政令等の方向性も示されていま 

  すが、決定はされていません。 

  詳しくは、法施行後、お問い合わせください。 
 

問 市農業委員会事務局 内線2132～2133 

◆現在ある社会保険事務所は、新た 

 に｢年金事務所｣と名称が変わりま 

 すが、年金相談などの窓口として 

 引き続き利用できます。 

◆日本年金機構の設立にともない、 

 国民の皆さんが何らかの手続をす 

 る必要は一切ありません。 
 

問 下館社会保険事務所 

   25-0838 

｢日本
にっぽん

年金機構」が来年1月1日からスタート！ 
～社会保険庁が廃止され、新たに「日本年金機構」がスタートします～ 
 

国民の皆さんの信頼に応え、一層のサービス向上の実現を目指し、社会保険庁は組織・人員を一新し、｢日本

年金機構｣として生まれ変わります。 

廃止 

厚 生 労 働 省 

日本年金機構 

平成22年1月1日 

公的年金の運営業務   

社会保険庁 

公的年金の 

財政責任・運営責任   

案 内 

案 内 



第14回県健康福祉祭 

『いばらきねんりん文化祭 

わくわく美術展』作品募集 
 
●開催期間 

 平成22年２月25日(木) 

      ～3月３日(水) 

●出品資格 

 60歳以上(昭和26年４月１日以前 

 生まれ)で、県内在住のアマチュア 

●出品作品 

 日本画、洋画、彫刻、工芸、書、 

 写真の6部門 

 (出展数は、部門を問わず1人1点) 

●出展料 

 2,000円 

 ※茨城わくわくセンター事業推進 

  サポーター(個人サポーター)は 

  無料 

●申込方法 

 作品・出展料を持参のうえ、市介 

 護保険課にお申し込みください。 

●申込期間 

 平成21年１月12日(火)～15日(金) 

 平日 午前9時～午後５時 
 

問 市介護保険課 内線1538 

    茨城わくわくセンター 

   029-243-8989 

平成２１年度 

第３回甲種防火管理新規講習会 
 
●日時 平成22年２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階研修室 

    [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 

●申込方法 印鑑・受講料を持参のうえお申し込み 

      ください。 

●申込開始 平成22年１月12日(火)午前８時30分～ 

      ※定員になり次第締め切ります。 
 

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 

～水道管にも冬支度を～ 

凍結防止対策をお願いします 
 

寒くなって気温が低下すると、水道管やメー

ターが凍ったり、断水したり、破裂することがあ

ります。 
 
《水道管が凍りやすい場所は・・・》 

◆水道菅が｢むき出し｣になっている場所 

◆日の当たらない場所 

◆風当たりの強い場所 
 
《家庭でできる凍結防止対策は・・・》 

◆｢むき出し｣になっている水道管は直接外気に 

 触れないよう、保温材を巻きつけ、その上か 

 ら紐で縛って固定し、保温材が濡れないよう 

 にビニールテープ等で下から隙間なく重ねて 

 巻いてください。 

  (保温材は市販されているものの他に毛布、 

   発泡スチロール等でも代用できます) 

◆発泡スチロールを細かく砕き、ビニール袋に 

 入れたものや、布切れをメーターボックスの 

 中に入れ、メーターを保護するようにしてく 

 ださい。 
 
《もし凍結してしまったら・・・》 

◆蛇口が凍ってしまった場合は、タオル等をか 

 ぶせ、その上からゆっくりとぬるま湯をかけ 

 てください。 
 
※急に熱湯をかけると、水道管や蛇口が破裂す 

 ることがありますので注意してください。 
 
《もし破裂してしまったら・・・》 

◆メーターボックス内の止水栓を閉めて、水を 

 止めてから、指定給水装置工事事業者へ修理 

 を依頼してください。なお、メーターが凍り 

 ガラスが破裂した場合は、無料で水道事業所 

 にて交換しますので、ご連絡ください。 
 

問 市水道事業所 44-5311 

『ホームページ作成技術講座』 

受講生募集 
 
●日時 平成22年２月17日(水) 

           ～19日(金) 

    午前９時～午後５時 

●内容 ホームページ作成のための 

    諸技術の習得 

●受講料 2,900円(教材費含む) 

●定員 10人 

●申込方法 

 平成22年１月25日(月)から29日 

 (金)の午前９時から午後５時の間に 

 電話にて受付後、2月1日(月)または 

 2日(火)に直接来院し、手続きをし 

 てください。(代理可) 

 ※電話先着順。 

  定員になり次第締め切ります。 
 

問 申 県立筑西産業技術専門学院  

     24-1714 

『自衛官』募集 

種目 

教育内容 

陸上自衛隊 高等工科学校生徒 

《一般教育》 

 普通科教育と同じ科目を学び、３学年終了時には神奈川 

 県立横浜修悠館高等学校(通信制)の卒業資格を得られる 

《専門教育》 

 防衛基礎学、各種技術の専門教育や各種訓練を受ける 

応募資格 

15歳以上17歳未満(平成22年４月１日現在)の男子で、 

中学校卒業または中等教育学校の前期課程を修了した方 

 (平成22年３月に卒業または前期課程の修了見込を含む) 

試験期日 
第１次 平成22年１月23日(土) 
第２次 平成22年２月６日(土) 

合格発表 平成22年２月26日(金) 

入校時期 平成22年４月上旬 

手当 生徒手当 94,900円 期末手当 年２回(６月・12月) 
申込期限 平成22年１月８日(金) 

問 申 
自衛隊筑西地域事務所 22-7239 

ホームページ http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/ 

いばらき就職支援センター県西地区センター 

(ジョブカフェけんせい)をご存知ですか 
 

｢いばらき就職支援センター県西地区センター(ジョ

ブカフェけんせい)｣では，就職を目指す方の就職活動

の支援や，職場における労働問題の相談をおこなって

います。 
 
◆内容 職業紹介および内職斡旋、就職情報の提供 

   カウンセリングおよび職業適性診断 

   職業支援セミナーの実施 

   解雇や賃金問題等の労働相談など 

◆開設時間 月曜～金曜日 午前９時～12時 

             午後1時～午後４時 

     (祝祭日・年末年始を除く) 
 

問 いばらき就職支援センター県西地区センター 

    (ジョブカフェけんせい) 

   就職相談等 23-3811 

   労働相談 24-9136 

オペラ「蝶々夫人」合唱団員・スタッフ募集 
 

下妻オペラを楽しむ会では、世界的に有名なオペラ｢蝶々夫人｣を市で 

初公演するため、公演に参加する合唱団員やスタッフを募集します。  

ヨーロッパで活躍している指揮者・演出家やオペラで日本 高峰の美 

術家など、多くの仲間と一緒に、オペラの名作「蝶々夫人」の舞台に 

立ってみませんか。 
 

※今回の公演は、地域の文化振興を図るための事業である、｢地域文 

 化芸術振興プラン｣により、文化庁から助成を受けて開催します。 
 
●応募資格 ｢舞台で歌いたい｣｢衣装を着て舞台に立ちたい｣｢手伝いを 

      してみたい｣という方であれば、どなたでもOKです。 

      年齢や性別は問いません。初心者も大歓迎です。 

※未成年の方は、保護者の同意と練習・公演時の送迎をお願いします。 

●募集内容  

 

 

 

 

 

   

  ※練習場所は、下妻公民館・千代川公民館・市民文化会館等を 

   予定しています。 

 ◎練習内容等の詳細については、お問い合わせください。 

●参加費 無料 

●応募締切 合唱団員 12月31日(木) 

      スタッフ 平成22年１月31日(日) 

●公演日 平成22年３月21日(日) 本番 

              20日(土) 公開リハーサル  

●公演会場 下妻市民文化会館 
 

問 申 下妻オペラを楽しむ会 (大島) 43-8328  

柳原地内において、水道管切廻し工

事を実施します。 

工事期間中は、通行止め等の交通規

制をおこないますので、ご協力をお願

いします。 
 
◆工事期間 12月 

       ～平成22年１月下旬 

◆工事区域 図のとおり 
 

問 市農地整備課 内線2617 

柳原地区水道管切廻し工事に 

ご協力を！ 

種類 募集人数 公演での役割 練習内容等 

合唱団員 10名程度 舞台での合唱 

週に1回ほど、指導者の指導によ

る音楽練習・立ち稽古・衣装合わ

せ・オケ合わせ等をおこなう 

スタッフ ６名程度 
メ イ ク・ヘ ア

メイク・衣装 

年明けに２・３回集まり、打合せ

等をおこなう 

募 集 案 内 


