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しもつま 広
報 

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 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 

エアロビクス(クリスマスバージョン)!! 
～サンタがスタジオにやってくる!？～ 
 
◆日時 12月15日(火)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) 

◆定員 20名 

    ※定員に達した場合は、キャンセル待ち 

     での受け付けとなります。 

◆申込方法 12月1日(火)午後７時からフロント 

      前にて受け付けを開始します。 

     参加者本人が来館しての受け付けと 

     なります。(代筆、電話予約不可) 
 
◎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 

｢男女共同参画推進プラン｣の 

進捗状況を報告します 
 

 市では、「女
ひと

と男
ひと

とが手を取り合い、個性 

をかがやかせるまち下妻」を基本理念に策定 

した男女共同参画推進プランの取組みをして 

います。この度、男女共同参画社会の醸成に 

むけて施策の推進を図ることを目的に、平成 

20年度の事業実施状況を調査・自己評価を 

した進捗状況をまとめました。 

内容については、市ホームページに掲載し 

ます。また、市役所企画課にて閲覧できます。 
 
◆閲覧期間 11月10日(火)～30日(月) 

    ※土・日曜、祝日を除く 

    午前8時30分から午後５時15分 

◆閲覧場所 市役所本庁舎２階 企画課 
 

問 市企画課 内線1312 

12月の予防接種～ポリオワクチン～ 
 
◆とき 12月９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 

電気を消して、スローな夜を 
 

地球温暖化問題を考える機会として、キャンドル灯

火イベントを開催します。 

みんなで、ろうそくに火を灯しましょう。 
 
 キャンドルを見つめ・・・ 

  地球の未来を考えましょう。 

   すてきな未来を語りましょう。 
 
◆日時 11月28日(土)午後6時～8時 

◆場所 砂沼サンビーチ特設会場 
 

問 キャンドルナイト2009しもつまやちよ実行委員会 

   (柴) 090-1886-4105 

「子育て応援特別手当」 

支給対象者の皆さまへ 
  

平成15年4月2日から平成18年4月1日生

まれの子を対象に、1人あたり3万6千円が支

給される予定で準備を進めていた子育て応援

特別手当について、この度、厚生労働省から

執行停止の通知がありました。 

 当市においても、10月10日号お知らせ版

で、DV被害者の方の事前申請ならびに、対

象者の方への後日申請書送付についてお知ら

せしましたが、国の方針を受け、支給を見送

ることになりました。 

皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、

ご理解くださいますようお願いします。 
 
◎厚生労働省ホームページ 

http://www.mhlw.go.jp 
 

問 市福祉事務所 児童福祉係 

   内線1575～1578 

胃がん・大腸がん未受診者の 

追加検診を実施します 
 
 今年度の胃がん・大腸がん検診を受診されなかっ

た方を対象に、追加検診を実施します。 
 
◆検診日 12月４日(金)・８日(火) 

◆場所 下妻市保健センター 

◆受付時間 

 ①午前６:30～６:45 ②午前７:30～７:45 

 ③午前８:30～８:45 ④午前９:30～９:45 

◆検診料 

 胃がん検診 500円 大腸がん検診 300円 

◆検診方法 

 ・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(検査用の容器があります) 

◆対象者 

 30歳以上(平成22年3月31日現在の年齢)の方で、 

 今年度受診していない方 

◆申込方法 

 電話または来所にてお申し込みください。 

 ※各時間帯とも定員になり次第締め切ります。 

◆申込締切 11月24日(火)  
 
◎加入している医療保険の種類にかかわらず受診 

 できます。 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

まちづくり交付金事業 

事後評価原案の公表について 
 

市では、平成17年度から21年度にかけ、宗道地区と蚕

飼地区において｢まちづくり交付金事業｣に取り組んできま

した。まちづくり交付金事業では交付終了年度に事後評価

を実施し、都市再生整備計画の中で設定した数値目標の達

成状況を確認して事業がもたらした成果を客観的に評価

し、市民に公表することになっています。 

この度、事後評価原案をまとめましたので、ご意見をお

寄せください。 
 
◆閲覧期間 11月10日(火)～24日(火) 

◆閲覧方法 

 ①市ホームページによる閲覧 

   http://www.city.shimotsuma.lg.jp/ 

②担当窓口での閲覧 

※土・日曜、祝日を除く午前8時30分から午後５時15分 

◆意見の提出方法 

 電話・Fax・Ｅメールにて提出してください。(様式不問) 
 

問 (担当窓口・提出先) 

   市建設課(宗道地区担当) 内線1716～1718  

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

  市企画課(蚕飼地区担当) 内線1311～1314   

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

  Fax43-4214 

案 内 



相 談 
個人事業税第二期分の 

納付について 
 

個人で事業をおこなっている方は、一定

の所得を超えた場合に、個人事業税が課税

されます。 

 第２期分の納付書を11月中旬に送付し

ますので、11月30日(月)の納期限までに

必ず納付願います。 
 
◎納税に便利な口座振替制度もあります。 

 詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 筑西県税事務所 総務課管理担当 

    (口座振替について) 

   24-9184 

工事期間中の交通規制にご協力を！ 
 

鬼怒および羽子地内において公共下水道工事

を実施します。 

工事期間中は、全面通行止(夜間開放)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３月下旬 

◆工事内容 公共下水道本管および 

      取出管布設工事 

◆工事場所 図のとおり 
 

問 市下水道課 

   内線1732～1734 

講演会を開催します 
～赤い羽根共同募金助成事業～ 
 
 WESTらいずでは、社会問題となっているDV

(ドメスティック・バイオレンス)について講演会を

開催します。お互いを尊重する関係づくりについて

考えていきましょう。 
 
◆日時 11月29日(日)午後1時30分～3時30分 

            開場 午後1時 

◆場所 下妻市立図書館 映像ホール 

◆演題 知ってる？DV＆デートDV 

    ～もしかしたら･･･あなたも･･･～ 

◆講師 NPO法人｢レジリエンス｣代表、 

    DVコンサルタント、ソーシャルワーカー 

     中島 幸子 氏  

◆入場料 無料(託児あり) 
 

問 地域福祉ボランティア WESTらいず 

   (福田) 44-4317 

結城市民劇「義なる天」公演を開催します 
 
 室町時代、結城地方を中心に繰り広げられた結城

合戦、その敗戦後から結城家の再興までを描いた物

語です。ぜひ、ご覧ください。 
 
◆日時 12月５日(土) 

     １回目 午前10時30分開演 

     ２回目 午後２時30分開演 

◆会場 結城市民文化センター｢アクロス｣ 大ホール 

◆入場料 全席指定 1,000円 

◆販売場所(販売中) 結城市民文化センター 

          結城観光物産館 
 

問 結城市民劇をつくる会事務局(結城観光物産館内) 

   (桑田・森山) 32-5330 

道の駅しもつま 「秋の新そば祭り」 
 
今年も恒例の｢秋の新そば祭り｣を開催します。  

皆さんふるってご来場ください。 
 
◆日時 11月14日(土)・15日(日) 

    午前10時～午後４時 

◆会場 道の駅しもつま特設テント ほか 

◆内容 

 生そば実演販売 

 新そば粉・そば道具の販売 

 飲食テント、物産テント市 
 

問 道の駅しもつま 30-5294 

人権擁護委員が 

相談にお答えします 
 

水戸地方法務局下妻支局では、人権擁護委員が当

支局に常駐し、地域住民の人権が侵害されないよう

常に注意を払い、もし、人権が侵害されたときは相

談を受け、被害救済のため速やかに適切な対応を

とっています。 
 
◆相談日 毎週月曜日 午前10時～午後３時 

     ※祝祭日等を除く。 

※面談または電話による無料相談。 

◆場所 水戸地方法務局下妻支局別館 

    [下妻乙124-2]  

◆電話番号 43-3935 

◆相談員 水戸地方法務局下妻支局管内(下妻人権 

     擁護委員協議会)の人権擁護委員 
  
◎下妻支局職員による相談等もおこなっています。 

  毎日 午前８時30分～午後5時15分 

  ※祝祭日等を除く。 

｢全国一斉労働トラブル１１０番｣無料電話相談 
 
◆日時 11月23日(月・祝)午後１時～６時 

◆電話相談 029-222-3676 

      029-222-3677 

◆相談内容 賃金未払いやサービス残業など、 

      労働トラブルに関するご相談 

 《相談例》 

 ・会社が赤字なのか、給料が遅れています。 

 ・残業手当を支払ってもらえません。 

 ・突然社長に、明日から来なくていいと言われ。 
 

問 茨城司法書士会 029-225-0111 

貴重な人材を手放したくない 

事業主の皆さんへ 
 

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金を 

ご活用ください 
 
ご相談には、労働社会保険の専門家である社会保

険労務士がお答えします。 

助成金の種類・金額・申請方法など平成22年２

月末日まで無料相談実施中！ 
 
◆電話相談 平日 午前10時～午後５時 

029-302-9770 
 

※事業主団体等の活用による雇用安定化に向けた 

 相談支援事業(厚生労働省委託事業)です。 
 

問 県社会保険労務士会 029-226-3296 

多重債務者向け無料法律相談会 
 
 多重債務者を対象に、無料法律相談会を開催しま

すので、借金問題でお困りの方は、ぜひご相談くだ

さい。弁護士、司法書士、消費生活相談員が相談に

応じます。(秘密厳守) 
 
◆日程 ・11月30日(月)午前10時～午後４時 

      土浦合同庁舎[土浦市真鍋５-17-26] 

    ・12月２日(水)午前10時～午後４時 

      筑西合同庁舎[筑西市二木成615] 

◆定員 30人(事前予約制) 

◆申込期限 11月27日(金) 

       ※定員になり次第締め切ります。 
 

問 申 県生活文化課 029-301-2829 

法的トラブルに巻き込まれたときは相談を 
 

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 

の情報提供や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(無料)をおこなっています。  

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。 
 
◆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。 

◆電話番号 0570-078374(おなやみなし) 
 

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 

    された法的な法人です。 

自殺防止公開講座を開催します 
 
 社会福祉法人茨城いのちの電話では、厚生労働省

の自殺防止対策事業の一環として、自殺防止公開講

座を開催します。 
 
◆日時 12月12日(土)午後２時～４時 

            開場 午後１時30分 

◆場所 つくば国際会議場エポカルつくば  

    中ホール200[つくば市竹園2-20-3] 

◆内容 演題 ｢いのちを想う｣ 

    講師 NHKアナウンサー 村上 信夫 氏 

◆定員 200名 ※入場無料。 

◆申込方法 電話またはFaxにてお申し込みくだ 

      さい。※先着順 
 

問 申 社会福祉法人 茨城いのちの電話 事務局 

     029-852-8505 

      月曜～金曜日 午前9時～午後５時 

     Fax029-852-8355 

打ちたての
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