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しもつま 広
報 

『市営住宅』入居者募集 
 
【募集住宅】 

《一般住宅》 

 ①市営西町住宅 

  場所 下妻乙183-2 

  構造 鉄筋コンクリート造２階建て 

  規格 公営住宅３ＤＫ 

  戸数 １戸(２階部分) 

 ②市営新石堂住宅 

  場所 小島1102 

  構造 鉄筋コンクリート造３階建て 

  規格 公営住宅３ＤＫ 

  戸数 １戸(３階部分) 

 ③市営小島西側住宅 

  場所 小島33 

  構造 木造２階建て 

  規格 公営住宅３ＤＫ 

  戸数 １戸 

◆申込資格 

 市条例で定める資格に該当する方 

 ◎詳しくは、お問い合わせください。 
 
《身障者向け住宅》 

①市営新石堂住宅 

  場所 小島1102 

  構造 鉄筋コンクリート造３階建て 

     各部屋バリアフリー対応 

  規格 公営住宅３ＤＫ 

  戸数 １戸(１階部分) 

◆申込資格 

 市条例で定める資格に該当する方の 

 うち、身体障害１～４級の車椅子使 

 用者(下肢不自由者)または１～２級 

 の視力障害者ならびにその者を含む 

 世帯 
 
【家賃】 

 入居者の収入等により、異なります。 

【敷金】 

 家賃の３か月分および駐車場保証金 

 として駐車場代の３か月分が必要。 

【申込期間】 

 11月26日(木)～12月９日(水) 

 午前９時～午後４時30分  

 ※土・日曜日、祝日は除く。 

【申込方法】 

 入居申込書を提出してください。 

 (郵送不可) 

 ※入居の際には、連帯保証人が 

  ２人(内1人は必ず日本人の方) 

  必要となります。 
 

問 申 市建設課 内線1713 

～製造事業所の皆さまへ～ 

統計調査にご協力ください 
 
 経済産業省では、我が国の製造業の実態を明らかにす

るため、全国の製造事業所を対象に、平成21年12月31

日基準とした工業統計調査を実施します。 

 調査結果は、国や地方公共団体の行政施策の重要な基

礎資料、企業・大学などでの研究資料、小・中・高等学

校の教材資料など、広く利用されています。 

 調査対象の事業所には、12月中旬から平成22年１月

にかけて、統計調査員がお伺いしますので、ご協力をお

願いします。なお、統計法に基づき調査内容の秘密は厳

守しますので、正確なご記入をお願いします。 
 

問 市企画課 内線1316 

今伝えたい食ものがたり 

男性も女性もみんなで食育を推進しよう！ 
 

男女共同参画社会をめざして講演会を開催します。 

入場は無料です。ご家族、お友達お誘い合わせのうえ

ご来場ください。 
 
◆日時 12月13日(日)午後１時 ※12時40分開場 

◆場所 千代川公民館 ホール 

◆内容 ・オープニング(寸劇) 

      演題 『よみがえる家庭ゴミ、上手に 

          出せば「宝の山」』 他2作  

   出演 ｢simon
シモン

♥s
ズ

｣ 

    ・講演会 

   講師 クッキングスクールネモト主宰者 

          根本 悦子 氏 

    《講師紹介》 

   県健康教育指導者、食育インストラクター、 

   病院臨床栄養学講師などを要職され、｢食と 

   健康｣を一貫としたテーマとして提唱し、食 

   育の第一人者として活躍、茨城県国民文化祭 

   では、県産品食材を使った弁当などを発表。 
 
※お車でお越しの際は、出来るだけ乗り合わせて 

 お越しください。 
 

問 市企画課 内線1312 

住基ネット業務の一時休止 
 
 住基ネット更新作業のため、市民課の

窓口でおこなっている住基ネット業務(住

基カードの発行等)を一時休止します。 
 
 ■業務休止日 12月14日(月) 
 

 問 市民課 内線1414 

インターネット公売を実施します 
 

国税徴収法に基づき、市税等の滞納者宅を捜

索して差押えた財産の公売をヤフー株式会社が

提供するインターネット公売システムを利用し

て実施します。 
 
◆公売スケジュール 

 参加申込期限 11月30日(月)午後５時まで 

 せり売り期間 12月４日(金)午後１時 

           ～７日(月)午後１時 

◆公売財産 

 ビールサーバー １点 
 
◎詳しくは、市ホームページ、またはヤフー・ 

 オークションの官公庁オークションサイト 

 (http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/)で 

 ご確認ください。 
 

問 市収納課 内線1362 

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。 

36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(１～６歳児) 

      自由詩 小・中学生 

      表紙絵 幼児(１～６歳児) 

      ※画用紙たて書き(サイズＡ４) 

◆申込期限 12月15日(火) 
  
 ※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・作品集の作成等必要な場合には、 

  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 

平成22年度 『市立幼稚園』園児追加募集 
 
 平成22年度市立幼稚園の園児募集期間を終了しましたが、定員

に余裕があるため園児の追加募集をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【対象者】 

市内に居住し、次の期間に生まれた幼児 

《４歳児》 平成17年４月２日～平成18年４月１日 

《５歳児》 平成16年４月２日～平成17年４月１日 

【保育時間】 

 通常保育(月曜～金曜) 午前８時30分～午後３時 

【経費】 

 入園料 2,000円 

 授業料 4,000円 

 給食費 3,600円 他 

【預かり保育(希望制)】 

 《平日》    午後３時～５時30分 

          月額 3,000円 日額 250円 

 《夏休みなど》 午前８時30分～午後５時30分 

          月額 3,000円 日額 300円 

【申込方法】 

 幼児同伴・印鑑持参のうえ、各幼稚園にお申し込みください。 

※定員になり次第締め切ります。 
 
◎見学を希望する場合など詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 各幼稚園(上表) または 市学校教育課 内線2814 

幼稚園名 住所 電話番号 

大宝幼稚園 大宝606 43-5886 

騰波ノ江幼稚園 若柳甲644 43-3420 

上妻幼稚園 半谷426 43-5884 

豊加美幼稚園 加養119 43-3327 

高道祖幼稚園 高道祖2638-1 43-3483 

ちよかわ幼稚園 宗道2095 43-7585 

ビアスパークしもつま 

～午後８時以降の入浴料金が変わります～ 
 

ビアスパークしもつまは、おかげさまで10

年を迎えることが出来ました。 

日頃のご愛顧の感謝を込め、午後８時以降の

入浴料金(通常800円)を600円とします。 

皆さまのご利用をお待ちしています。 
 

問 ビアスパークしもつま 

   30-5121 

案 内 

募 集 



年末の汲み取りはお早めに！  
 
◆年末は汲み取り(特に浄化槽)の依頼が集中し 

 応じきれない場合もありますので、早めに 

 許可業者に依頼してください。 

◆し尿受け入れ業務の休止は、12月28日(月) 

 午後３時から平成22年１月３日(日)までに 

 なります。 
 
※12月26日(土)は受け入れをおこないます。 

 

問 下妻地方広域事務組合し尿処理施設 

   ｢城山公苑｣ 0297-43-7221 

住宅用火災警報器について 
 
◆茨城西南地方広域市町村圏事務組合の火災予防 

 条例により、平成18年６月１日から新築される 

 住宅には住宅用火災警報器等の設置が義務付け 

 られています。 

 なお既存住宅については、平成23年６月１日 

 までに設置してください。 

◆住宅用火災警報器等は、煙式のものを寝室や階 

 段に設置してください。 

◆住宅用火災警報器等は、｢ＮＳ｣マークのある商 

 品の購入を推奨します。 

◆住宅用火災警報器等の購入は、最寄りの防災機 

 器販売業者またはホームセンター等にて取り扱 

 われています。 

◆悪質な訪問販売等には、十分注意してください。 
 
◎詳しくは、最寄りの消防署にお問い合わせく 

 ださい。 
 

問 茨城西南地方広域市町村圏事務組合 

  消防本部予防課 0280-47-0129 

  下妻消防署 43-1551 

道路への泥落ちにご注意ください 
 

トラクター等の農作業車が、公道を走行す 

る際の泥落ちに注意してください。 

農作業にともない道路に泥が落ちた状況は、

歩行者や車両の通行に支障をきたします。 

特に雨の日には、ドロドロとなり、スリッ 

プなどによる交通事故の原因となる恐れがあ 

り危険です。 

 作業を終了し道路に出る際は、ほ場の中で 

泥を落とす等、ご協力をお願いします。 

 

問 市建設課 

   内線1714 

      1715 

｢茨城県住宅用太陽光発電システム 

 設置補助金」 の申請を受け付けます 
 

◆補助対象者 
 
以下の条件を全て満たす方 

  ①県内に居住している方で，県内に対 

   象システムを設置する方 

  ②県の補助金交付決定日以降に、着工 

   する方 

  ③国の住宅用太陽光発電システム補助 

   の補助決定を受けた方 

   (国への補助申請中の方も申請可能)  

  ④原則として，茨城県公害防止協会に、 

   J-PEC交付規定に基づく補助申請 

   (国への補助申請)をおこなった方 
  
 ※すでに，他都県のJ-PEC窓口に申請を 

  してしまった方はご相談ください。 
 
◆補助金額 

 太陽電池出力１kWあたり 

 ３万円(上限10万円) 
 
◆申請期限 

 平成22年１月29日(金) 
 

問 申 
 
 (社)茨城県公害防止協会 

  (地球温暖化防止活動推進センター) 

  029-248-7431 

   受付 午前9時～11時30分 

      午後１時～４時30分 

   ※土・日曜日、祝日は除く 

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 

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】田町１丁目、本宿町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 

【最多価格帯】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】12月13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 

二本紀地区排水路工事に 

ご協力を！ 
 

二本紀地区において、排水路工事を実施します。 

工事期間中は、一部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 11月中旬～平成22年２月下旬 

◆工事区域 図のとおり 

問 市農地整備課 内線2615 

案 内 

募 集 

下妻地方 

食肉センター 

『第５回はつらつ美術展』作品募集 
 
●開催期間 平成22年1月27日(水)～30日(土) 

●開催場所 八千代町中央公民館 

●出品資格 60歳以上の方 

●申込方法 12月10日(木)までに市介護保険課に 

      お申し込みください。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 はつらつ百人委員会 (大久保) 44-0218 
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講演会を開催します 
「こどもの救急ってどんなとき～上手なお医者さんのかかり方～」 
  

現在、子育て真っ最中の方や妊婦さん、また興味・

関心がある方、ぜひお越しください 
 
◆とき 12月17日(木)午前10時～11時30分 

◆ところ 下妻市保健センター 

◆内容 子どもの健康管理と急な症状の対処方法 

    救急外来を受診するポイント など 

◆講師 まつだこどもクリニック 

    院長 松田 恭寿 先生 

◆募集人数 30名 

◆申込期限 12月11日(金) 

※保育希望の方は、申し込み時に 

 お申し出ください。(先着15名) 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

公民館おはなしの会／12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 12月19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 

人権教育講演会を開催します 
 

人権週間にちなんで、人権教育講演会を 

開催しますので、ご参加ください。 
 
◆日時 12月6日(日)午後3時～ 

     受付 午後2時30分～ 

◆場所 下妻市民文化会館 大ホール 

◆講演 演題「みんなで考える人権」 

    講師 明治大学名誉教授 

       (財)人権教育啓発推進センター顧問、法学博士 

宮崎 繁樹 氏 
 

問 市人権推進室 内線158３・158４ 

12月４日から10日までは人権週間です 
 

1948年(昭和23年)12月10日、国連総会で世界人権宣言が採択されたのを記念し、毎年12月10日は

｢人権デー(Human Rights Day)｣と定められました。法務省と全国人権擁護委員連合会では、人権デーを

最終日とする12月４日から10日までを｢人権週間｣として各種の人権啓発活動をおこなっています。 

 一人一人はみな違いますが、人権はすべての人に平等に保障されています。しかし、自分の人権を主張す

るだけでは、他の人の人権を侵害することもあります。 

 人権週間に当たり、人権は、自分と同じように他の人にもあることを考え、お互いに相手の立場を考え、

豊かな人間関係をつくりましょう。 
 
                        水戸地方法務局・県人権擁護委員連合会 

図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

 ●とき 12月15日(火)・19日(土)午後２時～ 

 ●上映作品 

   ｢ウイニング・パス｣(2003年／日本／108分) 

   監督 中田新一 

   出演 松山ケンイチ／堀北真希／佐藤めぐみ他 

【あらすじ】 

車椅子バスケを描いた青春映画。 

｢ドン松五郎の生活｣の中田新一監督最新作！ 

健太(松山ケンイチ)は、北九州市内の高校に通う17歳。将

来の自分について考えはじめていた矢先、突然の事故で下

半身不随になってしまう。車椅子になる現実を受け入れら

れず周囲を拒絶する健太だったが、そんな時、体育館で偶

然おこなっていた車椅子バスケを見る。 
 
《子ども映画会》 

 ●とき 12月26日(土)午後２時～ 

 ●上映作品 

  ｢ヘンゼルとグレーテル／岩じいさん／雲のかじ屋さん／ 

  アルプスの名犬バリー｣(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 

メタボを予防・改善！ 

生活習慣を見直し 体の中からきれいになろう 
 

内科専門医のわかりやすく楽しい話で、生活習慣病

や動脈硬化、血管とコレステロールの関係を、また管

理栄養士からは肥満を防ぐ食べ方やバランスのよい食

生活を、ぜひこの機会に学んでみましょう。 
  
◆日時 

 ①12月７日(月)午後２時～３時30分 

        受付 午後１時45分～ 

  医師講演 

   ｢生活習慣病を知って改善!!メタボは予防できる｣ 

   とき田クリニック内科医 長戸 孝道 先生  

 ②12月21日(月)午後２時～３時30分 

          受付 午後１時45分～ 

  市管理栄養士講話 

   ｢バランスのよい食生活について｣ 

   ※ご希望の方には、血圧測定、体重・体脂肪率 

    測定、尿検査を実施します。 

◆場所 下妻市保健センター 

◆持ち物 ご自分の健診結果をお持ちください  
 

問 申 市保健センター 43-1990 

肝疾患・ 

循環器の 

専門医です 

｢オオムラサキ越冬幼虫観察会｣を 

おこないます 
 

オオムラサキと森の文化の会では、越冬幼虫の観

察会を実施します。ぜひご参加ください。 
 
●日時 12月３日(木)～６日(日) 

    午前の部 午前９時30分～11時30分 

    午後の部 午後１時30分～３時30分 

    ※小雨決行 

●場所 小貝川ふれあい公園上流コアゾーン 

     (オオムラサキの森) 

    ※参加費無料、事前予約不要。 

●内容 

 越冬する幼虫を探し、その生態を観察します。 

 (秋から冬にかけてのこの時期は、夏に誕生した 

  オオムラサキの幼虫が、森の中で落ち葉の下に 

  身を寄せ春の訪れを静かに待っています) 
 

問 オオムラサキと森の文化の会 

   (石倉) 44-0470 

｢砂沼 歩け歩け大会｣を開催します 
 
 青少年を育てる市民の会下妻支部では、歩

け歩け大会を開催します。 

 皆さんふるってご参加ください。 
 
◆とき 12月６日(日)受付 午前8時20分 

     スタート 午前9時 

     ※午前7時に花火で合図あり。 

※小雨決行。 

◆ところ 砂沼サンビーチ前広場 

◆コース 砂沼一周(約6Km) 
 

問 下妻公民館 43-7370 

図書館おはなし会／12月 
 

市立図書館の12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 12月12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 

｢クリスマス会｣を開催します 
 

蚕飼地区まちづくり推進委員会では、蚕飼地区の

まちづくりを目的として、住民による手作りのクリ

スマス会を開催します。 

ぜひご家族みんなでおいでください。 
 

◆日時 12月６日(日)午前11時～ 

◆会場 やすらぎの里公園 

◆内容 

 ・とん汁の無料配布 

 ・もちつき 

 ・輪投げ大会 

 ・映画会 

 ・クリスマスプレゼント(小学生以下) など 

 ※とん汁、プレゼント等は数に限りがあります。 

◆協賛 ローカル線でゆく人と川の交流圏 

    づくり協議会 
 

問 ふるさと交流館｢リフレこかい｣ 

   30-0070 

案 内 

案 内 

 



下妻市民文化会館自主文化事業  
下妻市制施行５５周年記念事業 

『しまじろうと ゆうえんちへ いこう！』劇場公演  
 

全国各地で大好評の｢しまじろう劇場公演｣が下妻へやって

来ます。しまじろうと一緒に歌う・踊る・遊ぶ！ただ観るだ

けではない“参加する舞台”へ、ご家族そろってお越しくだ

さい。 
 
◆とき 

 平成22年３月14日(日) 

 １回目 開場11:00 開演11:30 

 ２回目 開場14:00 開演14:30 

◆ところ 

 下妻市民文化会館 大ホール 

◆入場料(全席指定) 一律 1,500円(1,300円) 

 ※（ ）内は友の会会員料金 

 ※大人、小人同一料金 

 ※３歳以上有料(２歳以下のお子さんは保護者膝上鑑 

  賞１名まで無料・２歳以下でも席が必要な場合は、 

  チケットをご購入ください) 

◆会員電話予約 11月22日(日)9:00～受付中 

        (会館受付のみ) 

◆一般受付開始日 11月28日(土)9:00～ 

         (会館電話受付のみ) 

◆前売所 下妻市民文化会館 ℡43-2118 

◆主催 市・市教育委員会・ 

    下妻市民文化会館(下妻市自治振興公社) 

◆後援 常総ブロック保育協議会、筑西ブロック保育協議会 

    県幼稚園連合会県西部会 
 

問 下妻市民文化会館 43-2118 

『放送大学』４月入学生募集 
 

放送大学では、平成22年4月入学生を募集します。 

テレビなどの放送により授業をおこなう通信制の大学な 

ので、働きながら大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、

さまざまな目的で、幅広い世代の方が学んでいます。 

詳しい資料を無料で送付しますので、お気軽にお問い合わ 

せください。 
 
◆募集学生の種類 

【教養学部】・科目履修生(６か月在学し、希望科目を履修) 

     ・選科履修生(１年間在学し、希望科目を履修) 

     ・全科履修生(４年以上在学し、卒業を目指す。 

             または１年以上在学し、好きな 

             科目を履修) 

【大学院】 ・修士科目生(６か月在学し、希望科目を履修) 

     ・修士選科生(１年間在学し、希望科目を履修) 

◆出願期限 

平成22年2月28日(日)必着  
 

問 (資料請求) 放送大学茨城学習センター 

        029-228-0683 

        〒310-0056[水戸市文京２-１-１] 

        ホームページ http://www.u-air.ac.jp 

ときめき出会いパーティを開催します 
 
 NPO法人メドウルミートクラブは、いばら

き出会いサポートセンターの後援により、と

きめき出会いパーティを開催します。 
 
【ときめき婚活クリスマスパーティ】 

◇日時 12月23日(水・祝) 

    午後6時30分～ 

◇場所 ホテルニューつたや 

    [筑西市乙907-1] 

◇対象者 40歳までの 

     独身男・女15名ずつ 
 
【ときめき婚活いちご狩りパーティ】 

◇日時 平成22年1月24日(日) 

    午前11時～ 

◇場所 ビアスパークしもつま[長塚70-3] 

◇対象者 50歳までの 

     独身男・女15名ずつ 
 
◆参加費 男性6,000円 女性2,000円  

◆申し込み 随時       
 

問 申 NPO法人メドウルミートクラブ 

     25-2678  

あたらしい出会いを探してみませんか 
 
 いばらきマリッジサポーター県西地域活動

協議会では、いばらき出会いサポートセン

ター･ベル・サポートと共催により、講習会＆

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。 
 
【新・恋愛セミナーおよび 

      独身男・女の出会いパーティ】 
 
◇日時 12月19日(土)10:30～15:30 

◇場所 ウエディングパレス 

    ビ・アーンジェ yukiya 

    [八千代町若1725-10] 

◇内容 ・第一部 10:30～13:30 

    新・恋愛セミナー 

     アレックス小倉 氏(恋愛学) 

     池松 耕次 氏(成功哲学) 

     ・第二部 13:40～15:30 

       独身男・女の出会いパーティ 
 
◆参加費 男性6,500円 女性4,500円  

◆申し込み 随時 
       

問 申 NPO法人ベル・サポート 

     0280-87-7085 

『第19回外国人による日本語スピーチコンテスト』 

出場者募集 
 

県内で生活している外国人の皆さんが、日頃考えていること

や日本・茨城の印象、母国の話など国際理解を深めるテーマに

ついて発表できる絶好のチャンスです。 

 ぜひ、この機会に皆さんのすばらしい体験や、本音を聞かせ

てください。 
 
●日時 平成22年2月６日(土) 午後１時～４時30分 

●場所 県民文化センター 小ホール[水戸市千波町東久保697] 

●応募資格 県内で生活している外国人 

      ※ただし、日本の小中学校に在籍したことのない方 

●募集人員 15人 

●テーマ 国際理解を深める内容で、政治的、商業的、 

     宗教的宣伝・伝道でないもの 

●スピーチ時間 5分間 

●申込方法 ①～③を郵送または持参してください。 

       ①所定の申込書 ②スピーチ原稿 

       ③スピーチ原稿を吹き込んだ 

        カセットテープ、CD、MD等 

●申込期限 12月13日(日)必着 
 

問 申 財団法人茨城県国際交流協会 

     (菊池) 029-241-1611 

     〒310-0851 

     [水戸市千波町後川745 県民文化センター分館2階] 

再就職希望者支援事業 

～もう一度働きたい！ 

  あなたのカムバックを応援します～ 
 
育児や育児を理由として退職し、再就職

を希望する方に 
 

◆再チャレンジサポートコンサル 

 タントによる個別面談 

◆職場体験講習 

◆再就職準備セミナー(無料託児付) 

◆企業の人事担当者との交流会 

  (無料託児付) 

◆再就職に役立つ情報誌｢Re・Be｣ 
 
等の支援をおこないます。 
 

問 (財)21世紀職業財団茨城事務所 

   029-226-2413 

下請適正取引ガイドライン説明会 
～下請事業者と親企業との望ましい 

  取引事例（ベストプラクティス）の紹介～ 
 

｢下請適正化取引等の推進のためのガイ

ドライン｣の普及啓発等を図るため、説明

会を開催します。 

取引の改善に役立つ説明会です。 

この機会にぜひご参加ください。 
 
【つくば会場】 

 ◆日時 

  12月10日(木)午後１時～４時 

 ◆場所 

  ホテルグランド東雲  １階｢葵の間｣ 

  [つくば市小野崎488-1] 

 ◆内容 

 ・下請かけこみ寺事業の概要 

 ・下請法(下請代金支払遅延等防 

  止法)の概要 

 ・ガイドラインの策定の経緯 

 ・ガイドライン(素形材、自動車、 

  産業機械・航空機等の３業種) 

  の説明 

 ・意見交換・質疑応答等 

 ◆定員 

  30名 

  ※定員になり次第締め切ります。 

 ◆参加費 無料 
 

問 申 (財)茨城県中小企業振興公社 

      (下請かけこみ寺担当) 

 029-224-5317 

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。 
 
《幼児安全法》 

◆日時 12月18日(金)午前10時～12時 

◆場所 下妻公民館 学習室 

◆内容 子どもに起きやすい事故の予防と 

    手当の仕方を学びます 

◆講師 日本赤十字社茨城県支部指導員 

◆定員 20名 

◆参加費 無料 

 ◆申込期限 12月11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 

案 内 募 集 

CBenesse Corporation/ 

しまじろう 


