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大規模な土地取引には届出が必要です 
 
 市内において、5,000㎡以上の土地取引(次に該当する場合)は、 

契約後2週間以内に国土利用計画法による届出が必要です。 

 届出は、権利の取得者(買った人など)の義務となっており、怠 

ると罰則の適用や税法上の特典を失う場合もありますので、ご注 

意ください。 
 
◆届出の必要な土地取引 

 売買契約、交換、賃借権(一時金の授受を伴うもの)や地上権の 

 設定等をおこなった場合。農地法第3条の許可申請をしたもの 

 (農地を農地として売買する場合等)は、届出不要です。 
  
 ※5,000㎡以上の土地を一つの目的で売買、賃借等をする計 

  画があるときは、 初の１筆の契約から届出が必要です。 

 また、複数の人からの権利取得や時期をずらした取得でも、 

 目的が同じであれば一つの土地取引となり、届出が必要と 

 なります。 

 既に5,000㎡以上の土地を同一の目的で利用している場合、 

 隣接地について全て届出が必要となります。 
 

問 申 市企画課 内線1315 

      ※届出様式は、企画課に備えてあります。 

       また、県および市のホームページからもダウン 

       ロードできます。 

～自己所有山林の整備を 

         希望される方へ～ 

平地林の整備・保全を支援します 
  

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。 

自己所有山林の整備を希望する方は、農政

課までお問い合わせください。 
 
※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。               
 
問 市農政課 内線2625 

   県西農林事務所 林業振興課 

   24-9176 

「ポピーの種まき＆さつまいも掘り大会」を開催します 
 
 秋も深まり、ポピーの種まき大会の季節になりました。 

 今年も種まき大会に合わせて、６月に皆さんで植えたさつまいも 

の収穫祭と試食会を兼ねて、さつまいも掘り大会を開催します。 

 皆さんの参加をお待ちしています。 
 
◆日時 10月18日(日)午前9時～ 

    ※雨天の場合は、25日(日)に延期 

◆場所 鬼怒フラワーライン 

◆主催 花と１万人の会 
     
 ※さつまいも掘り用の袋は、花と 

  １万人の会で準備しますので 

  軍手・長靴をご持参ください。 
 

問 花と１万人の会事務局(市都市整備課内) 内線1722 

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】10月18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 

焼きいもの試食と

温かい豚汁も用意

しています！ 

ＤＶ被害の方の子育て応援特別手当 
～平成21年度事前申請を受け付けます～ 
 
◆対象者 

 現在、市内に住んでいるが、事情により 

 どうしても市に住民登録ができないDV被 

 害者の方 

◆必要なもの  

◇DV被害者であることが確認できる書類 

  (対象となる子どもについても記載され 

   ていること) 

  ・配偶者暴力支援センターの発行する証明書 

  ・婦人相談所の発行する証明書 

  ・保護命令決定書の謄本または抄本 

 ◇振込口座の通帳の写し 

 ◇印鑑 

◆事前申請期間 

 10月1日(木)～30日(金) 

◆その他 

・事前申請書に記載された、現在住んでい 

 る住所等の情報は、住民登録をしている 

 市区町村へは知らせません。 

・10月30日を過ぎると事前申請は受け付 

 けられません。この場合は、住民登録を 

 している市区町村へ郵送による申請をす 

 ることになります。 

 (事前申請書と同じ書類の添付が必要) 
 

◎一般の方の申請受け付けは、対象の方に 

後日申請書等を送付します。 
 

問 申 市福祉事務所 児童福祉係 

     内線1575～1578 

離職者の方に 

住宅手当が 

支給されます 
～住宅手当緊急特別措置事業～ 
 
 平成21年10月より、離職者であっ

て就労意欲のある方のうち、住宅を喪

失している方または喪失するおそれの

ある方を対象として、６か月間を限度

として住宅手当を支給する事業が始ま

ります。 

 

◆対象者 

 次のすべてに該当する方 

 ①２年以内に離職した方 

 ②離職前に主として世帯の生計を維 

  持していた方 

 ③常用就職の意欲があり公共職業安 

  定所へ求職申し込みをする方 

 ④住宅を喪失または住宅を喪失する 

  おそれのある方 

   ※｢喪失するおそれのある方｣は、 

    賃貸住宅に入居している場合 

 ⑤原則、収入がない方 

  ※臨時・一時的収入、同居親族の 

   収入等がある場合は、 

月額 単身世帯84,000円以下 

   複数世帯172,000円以下 

であること。 

 ⑥世帯の預貯金の合計が一定額(単身 

  世帯50万円・複数世帯100万円) 

  以下の方 

 ⑦国の住居喪失離職者等に対する雇 

  用施策による貸付または給付を受 

  けていない方 
 
◆支給額(上限額) 

 単身世帯 月額35,400円 

 複数世帯 月額46,000円 
  
問 申 市福祉事務所 

      内線1585～1587 

案 内 



「水道パネル展」を開催します 
 

みなさんに水道の仕組みや役割、必要性を知ってもらうため、

水道パネル展を開催します。 

ぜひ、お立ち寄りください。 
 
◆展示期間 11月１日(日)～８日(日)午前９時～午後９時 

       ※土・日曜日、祝日は午後５時まで 

       ※11月２日(月)は休館日 

◆展示場所 市立図書館 ２階 ギャラリー 
 

問 市水道事業所 44-5311 

｢歯の何でも電話相談｣ 
 
 ふだん、歯科医師に聞けないこと・入れ歯のこと・子どもの

歯の悩み・インプラント・矯正・口臭の悩み・顎関節症・歯周

病・ブラッシングの仕方・料金のことなど、歯についての悩み

や質問を何でも受け付けます。 

 匿名で結構です。お気軽にお電話ください。 
 
◆とき 11月８日(日)午後１時～４時                             

◆受付電話番号 029-823-7930 

        029-835-0737 

◆回答者 歯科医師 

◆相談料 無料 
 

問 県保険医協会 029-823-7930  

講座を開催します 

｢聞いて納得！遺言と成年後見｣ 
 
◆日時 11月1日(日) 

    午前9時30分～11時30分 

◆場所 県南生涯学習センター 中講座室 

    [土浦市大和町9-1 ウララビル] 

◆対象者 遺言および成年後見制度に関心 

     のある一般市民・福祉関係者 

◆内容 

 ・午前9時30分～10時15分 

   講義｢遺言について｣ 

 ・午前10時25分～10時35分 

   朗読｢海辺の町を走るバス｣ 

 ・午前10時40分～11時30分 

   講義｢成年後見について｣ 

◆講師 茨城司法書士会会員 

◆参加費 無料 

◆定員 80名 

◆申込期限 10月28日(水)  

      ※定員になり次第締め切ります。 
 

問 申 社団法人 成年後見センター・ 

     リーガルサポート茨城支部 

     029-302-3166 

高齢者インフルエンザ（季節性） 

予防接種 
 
◆対象者 

 ・市内に住民登録をしている方で、接種日に 

  満65歳以上の方。 

・60歳以上65歳未満の方のうち、心臓、 

 じん臓、または呼吸器の機能に障害を有す 

 る方、およびヒト免疫不全ウイルスにより 

 免疫の機能に障害を有する方。 

◆接種期間 

 10月15日(木) 

  ～平成22年１月31日(日) 

◆公費負担 

 3,000円(1回のみ) 

◆実施医療機関 

①市内指定医療機関 

   

  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②市外協力医療機関での接種を希望される 

  方は、事前に下妻市保健センターで接種 

  券等の交付手続きをしてから、受けてく 

  ださい。 

   交付期間 10月15日(木) 

         ～平成22年1月29日(金) 

 

  《注意事項》 

   ・市内指定医療機関で接種される方は、 

    接種券等は必要ありません。 

  ・事前に医療機関へ電話等で予約をし 

   てください。 

  ・料金については、医療機関で確認し 

   てください。 

  ・年齢確認のため健康保険証を持参し 

   てください。 

 
 

問 市保健センター 43-1990 

「オストミー講習会」を 

開催します 
 
 日本オストミー協会茨城県支部では、

オストメイト社会適応訓練事業の一環と

して、オストミー講習会を開催します。 

 お気軽にご参加ください。 
 
◆日時 11月15日(日) 

    午前10時～午後２時30分 

    受付 午前9時30分～ 

◆場所 古河市福祉の森会館２階研修室 

    [古河市新久田町271-1] 

◆内容 

 人工肛門・人工膀胱保有者のための 

 オストミー講習会 

  ①講演会・相談 

   講師 小野田 里織 ＷＯＣ看護師 

      (オストメイト専門看護師) 

  ②オストメイト同士の懇談会 

  ③ストーマ用装具展示・説明 

◆参加費 1,000円(昼食代を含む) 

◆申込期限 11月8日(日) 
 

問 申 日本オストミー協会 

     茨城県支部西部地区センター 

     0280-76-6511 

｢野外で作って・食べて・考える・食育講座｣を開催します 
 

お年寄りによる食に関するお話や、地元産のサツマイモをは

じめとするイモ類を使ったいろいろな料理をつくります。 

また、昔の人が食べたものや、おじいちゃん、おばあちゃん

がよく食べた料理を現代風にアレンジしたおいしい料理を伝授

します。秋空の下、親子で手作りして楽しく頂きましょう。 
 

◆日時 11月15日(日)午前９時30分～午後３時予定 

            受付 午前９時～ 

◆場所 ビアスパークしもつま 屋外バーベキュー場 

◆参加費 無料 

◆内容 調理実習、芋ほり体験 

◆持ち物 エプロン・大きめのハンカチ(三角巾)・エコバッグ 

※汚れてもよい服装でご参加ください。 

◆申込方法 電話または直接お申し込みください。 

◆申込期限 10月30日(金) 

◆主催 下妻ロータリークラブ 

◆協賛 しもつま食育ネットワーク会議 

    ウィマム加工グループ 

    ボーイスカウト下妻第１団 
 

問 申 下妻ロータリークラブ (軽部) 44-3380 

     しもつま食育ネットワーク会議 

     (市保健センター内) 43-1990 

 医療機関名 電話番号 

宇津野医院 45-0311 

菊山胃腸科外科医院 44-2014 

中山医院 43-2512 

古橋耳鼻咽喉科医院 45-0777 

渡辺クリニック 43-7773 

下條整形外科 43-3666 

古橋医院 44-2792 

加倉井皮膚科クリニック 30-5007 

軽部病院 44-3761 

坂入医院 43-6391 

砂沼湖畔クリニック 43-8181 

湖南病院・とき田クリニック 44-3232 

平間病院 43-5100 

浅田医院 44-3957 

とやまクリニック 30-5010 

工事期間中の交通規制にご協力を！ 
 

筑波島地内にて道路工事を実施します。 

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。 
 
◆工事場所 筑波島地内 

◆工事期間 10月上旬～12月上旬 

◆工事区間 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市建設課 内線1717 

多賀谷城跡公園工事にご協力を！ 
 

多賀谷城跡公園の施設老朽化にともなう改修、枯枝の

落下防止、安全(防犯)対策のため、樹木の間伐や剪定等を

実施します。工事期間中は、ご迷惑をおかけしますが、

ご協力をお願いします。 
 
◆工事期間 10月中旬～平成22年２月下旬 

◆工事区域 図のとおり(多賀谷城跡公園内) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 市都市整備課 内線1723 

道
の
駅
し
も
つ
ま 

下妻市役所 

下妻消防署 

下妻駅 

 工事箇所 
 (多賀谷城 

  跡公園内) 
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『スポーツの秋！～イベント～』 
 

これから運動を始めようと思っている方も、日頃

からトレーニングされている方も、この機会に自分

の体をみつめなおしてみませんか。 
 
◆日時 11月８日(日)午前10時～午後４時 

◆場所 ほっとランドきぬ 館内フロント前 

◆対象 高校生以上 

◆内容 

 ・ 新のカラダスキャンマシンを使っての測定 

  (基礎代謝量、体脂肪率、筋肉率、水分率、 

   骨率など) 

  ※MRIとの相関性0.9以上 

  ※トレーニングジムスタッフのカウンセリングあり 

 ・ぶるぶるダイエットマシン、乗馬マシン、 

  足つぼマッサージなど無料開放 

◆料金 無料(入館料のみ) 
 
◎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 

『しもつまうまいもん処マップ』掲載店募集 
 

下妻市観光協会では、市内のおいしいお店を広く観光客の皆さんにお

知らせするため、食のマップを作成する予定です。 

当市を訪れた方が、楽しみながら食事ができるお店やお土産店など、

食のマップに掲載を希望するお店を募集します。 
 

●申込期限 11月30日(月)必着 

●申込方法 申込用紙に必要事項を記入のうえ、郵送・Fax・メール 

      または直接持参してください。 
 
 【申込書設置場所】 

  下妻市役所総合案内または千代川庁舎商工観光課 

  ※ホームページからもダウンロードできます。 

   市役所ホームページ(http://www.city.shimotsuma.lg.jp/) 

   観光協会ホームページ(http://www.shimotsuma-kankou.jp/) 
  

問 申 下妻市観光協会事務局(市商工観光課内) 

     内線2633 Fax44-6004  

     〒304-8501下妻市本城町2-22 

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

『アクアビクス教室』参加者募集 
  

泳げない方、初めての方でも大丈夫です。 

水中運動をして、普段の運動不足を解消しましょう。 

自分の体に合わせた運動負荷でエクササイズできます

ので、お気軽にご参加ください。 
 
●日時 11月４日・11日・18日・25日、 

    12月２日・９日(水) 午後１時～３時 

●会場 ほっとランドきぬ 

●講師 ほっとランドきぬ フィットネストレーナー 

●内容 ストレッチ体操 

    音楽に合わせた水中運動など 

●受講対象 市内在住・在勤の方 

●募集人数 20名 

●参加費 1人500円(保険代) 

     ※ほっとランドきぬ利用料金が 

      別途かかります。(１回600円) 

●持参物 水着、帽子、バスタオルなど 

●申込期限 10月28日(水) 

       ※定員になり次第、締め切ります。 
 

問 申 市スポーツ振興課 内線2863 

『はつらつエクササイズ教室』参加者募集 
～わくわくエアロビコース～ 
 

日頃の運動不足解消を目的に、はつらつエクササ

イズ教室を開催します。 

 一人ではなかなか運動ができない方も、みんなで

楽しく体を動かしましょう。 
  
●日時 11月10日・17日・24日、 

    12月１日・８日(火) 

    午後１時～３時 

●会場 上妻市民センター 

●講師 東邦大学 体幹トレーナー 

    福田 史子 氏 

●内容  エアロビクス・ストレッチなど 

●受講対象 市内在住・在勤の方 

●募集人数 30名 

●参加費 1人500円(保険代として事前に徴収) 

●持参物 運動靴、タオル、飲み物、 

     ストレッチマット(お持ちの方) 

●申込期間 10月15日(木)～30日(金) 

      ※定員になり次第締め切ります。 
 

問 申 市スポーツ振興課(千代川庁舎) 

     内線2863 

市保健センター 43-1990 

『第３回下妻市親子ソフトテニス大会』 

参加者募集 
 
●日時 11月１日(日)午前８時30分集合 

    ※雨天の場合は、３日(火)に延期 

●会場 柳原球場テニスコート 

●参加資格 市内在住または在学の小学生とその親 

●試合方法 親子ダブルスによるリーグ戦 

      およびトーナメント戦 

●参加費 １ペア 2,000円 

●申込期限 10月22日(木) 

 

問 申 下妻市ソフトテニス連盟事務局 

     (宮本) 44-2805 

     (横島) 090-8722-5591 

《市民将棋大会》 
 
●とき 11月８日(日)午前９時～ 

●ところ 下妻公民館１階 和室 

●参加費 1,000円(弁当代他) 

     ※当日徴収します。 
 

問 下妻将棋会 (鈴木) 44-3430 

《初心者いけ花無料体験教室》 
 
日本伝統文化の“いけ花”を 

身近に感じてみませんか。 
 

●とき 11月１日(日)午前10時～ 

●ところ 市総合体育館２階 卓球場前 

●対象 中学生以上の方 

●定員 50名 ※先着順 
 

問 市華道文化協会 (稲川) 44-5829(夜) 

下妻公民館図書室の利用を 

一時休止します 
 
 下妻公民館では、市文化祭の開催期間中(準

備期間含む)、図書室の利用を一時休止します

ので、ご協力をお願いします。 
 
◆休止期間 10月29日(木)～11月３日(火) 
 

 問 下妻公民館 43-7370 

募 集 

募 集 

《市民囲碁大会》 
 
●とき 11月15日(日)午前９時～ 

●ところ 下妻公民館２階 和室 

●参加費 2,000円(弁当代他) 

     ※当日徴収します。 
 

問 常総清娯会 (小林) 44-2522 

《茶道無料体験》 
  
 抹茶をおいしく点てるコツを学びませんか。 
   
●とき 11月１日(日)・３日(火・祝) 

    午前10時～午後３時 

●ところ 下妻公民館２階 研修室    

●定員 各日100名 ※先着順 
 

問 市茶道連盟 香出水会 

    (鈴木) 44-3248 

『市文化祭』参加者募集 

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 



小学3年生から高校生のための 
『冬休み海外派遣』参加者募集 
 

財団法人・国際青少年研修協会では、４事

業の参加者を募集します。 

体験を通してお互いの理解や交流を深め、

国際性を養うことを目的としています。 
 
 ※一人で参加する人が8割以上、初めて 

  海外へ行く人が6割以上です。 

  事前研修会では仲間作りから丁寧に指 

  導しますので、安心して参加してくだ 

  さい。 
 
●内容 ホームステイ・ボランティア・文化 

    交流・学校体験・地域見学・野外活 

    動など 

●派遣先 オーストラリア・カンボジア・ 

     サイパン・フィジー 

●日程 12月26日(土)～平成22年１月4日(月) 

    ７～9日間 

●対象 小学3年生～高校3年生 

●参加費 22.８万円～35.8万円 

     (共通経費は別途) 

●申込期限 11月6日(金) ※先着順 
 
◎事業により体験内容・日程・対象年齢等 

 が異なります。 
 

問 申 財団法人 国際青少年研修協会 

     03-6459-4661 

ホームページ 

 http://www.kskk.or.jp 

電話加入権の公売を実施します 
 

電話の新規設置や増設をお考えの方、ぜひご参加く

ださい。 
 
◆日時 10月29日(木) 

    入札時間 午前11時～11時10分 

◆場所 筑西県税事務所 

    [筑西市二木成615 筑西合同庁舎内] 

◆持参するもの 

 ・現金 

 ・認印 

 ・身分証明書 

 ・委任状(代理人の場合) 

 ※公売が都合により中止になる場合もあります。 
  

問 筑西県税事務所 24-9157 

ＳＴＯＰ ! 不正軽油 

「売らない」「買わない」「使わない」 
 

ディーゼル車に使用する軽油は、１リットルあた

り32.1円の軽油取引税が課税されており、県民の

皆さんの暮らしに役立っています。 

不正軽油とは、軽油に灯油や重油等を混ぜて製造

された軽油のことです。これを販売・購入したり、

灯油や重油をそのまま車の燃料として使用すること

は脱税行為です。 

また、不正軽油の製造等は産業廃棄物の不法投棄

や大気汚染にもつながり、皆さんの健康や生活環境

を脅かす悪質な犯罪でもあります。 
 
◆不正軽油に関する罰則は次のとおりです。              

《不正軽油の製造》 

 ５年以下の懲役または、500万円以下の罰金 

 《不正軽油の販売・購入》 

  ２年以下の懲役または、200万円以下の罰金 
 

問 筑西県税事務所 課税第１課 

   24-9192 

平成２２年度 

『茨城県結城看護専門学校』 

学生募集 
 
●受験資格 

 高等学校または中等教育学校を卒業した方 

 ならびに平成22年３月卒業見込みの方等 

●出願書類受付期間 

 11月30日(月)～12月11日(金) 

●試験日 

 一次試験 平成22年１月13日(水) 

 二次試験 平成22年１月15日(金) 
 

問 申 茨城県結城看護専門学校 

     33-1922 

     〒307-0001 

     [結城市大字結城1211-7] 

     ホームページ 

      http://www.yukinu.jp 

年齢が９３歳以上 

(大正５年４月１日以前生まれ)の皆さんへ  
～老齢福祉年金とは・・・～ 
  
 老齢福祉年金は、国民年金制度が発足した当時

(昭和36年４月)、すでに高齢であったために、老

齢年金の受給資格期間を満たすことができない方

に対して支給される年金です。  
 
◆次の①または②に該当する方に支給されます。  

 
①生年月日が明治44年４月１日以前の方  

②明治44年４月２日から大正５年４月１日まで 

 に生まれた方で、保険料納付期間が1年未満 

 であり、その保険料納付期間と免除期間を合 

 わせた期間が年齢に応じた一定の期間ある方 
  

※本人や配偶者、扶養義務者などに一定額以上 

 の所得があるとき、あるいは本人が他の年金 

 制度から年金を受けているときは、支給が止 

 められたり、一部が停止になることがありま 

 す。 
 
◆平成21年度の年金額は、405,800円です。  

  (所得制限により一部支給停止となる 

   場合は、315,300円) 
 

問 市保険年金課 

   内線1513・1515 「教育ローン」と「利子補給制度」を 

ご存じですか 
 
【教育ローン】 

幼稚園から大学・専門学校までの受験料や入学在学 

費用、住居費、生活費、留学費用(６か月以上の滞在) 

などに利用できます。  
 
   ◆融資額 高500万円(労金の会員は1000万円) 

       一括融資または分割融資 

   ◆返済期間  長10年 

※融資期間の範囲内で元金据置期間 

 ( 長５年)が設定できます。 

   ◆金利 固定金利型 1.7～2.2％(10月10日現在) 

      ※別途保証料 0.7～1.2％ 
                
【茨城県育英基金の利子補給制度】 

 在学中( 長４年以内)のお子さん一人あたり100万円 

 (一世帯300万円)までの融資に対し、年１％の利子補 

 給を受けることができます。 
  

 ◆対象者 県内在住・在勤の方 
 

問 (財)茨城県勤労者育英基金 

   029-231-0235 

  ※(財)茨城県勤労者育英基金とは、勤労者の教育 

  費の負担軽減を目的に、茨城県・市町村・中央 

  労働金庫が共同で設立した団体です。 

｢社労士会年金相談センター｣・ 

｢総合労働相談所｣に相談してみませんか 
 
《社労士会年金相談センター》 

年金相談、どうしたらいいの・・・  

とても大切な年金の記録、あなたはきちんと管理でき 

ていますか。 

年金のもらい忘れにご注意を。 

社会保険労務士に任せれば安心です。 
 

◆日時等 毎週木曜日 午前10時～午後３時 

     電話相談 ※無料 

◆相談専用電話 029-228-2660 
 
《総合労働相談所》 

職場の悩み、誰に相談したら・・・  

 話しをきいてもらうだけじゃ解決にならない。 

 総合労働相談所なら秘密厳守、専門家が対応し、具体 

 的な解決への道のりを提示できます。 
 

◆日時等 毎月第４火曜日 午後１時～４時  

     面接方式 ※事前予約制・無料 

◆場所 水戸市役所１階 市民相談室 
 

問 (予約) 県社会保険労務士会 

      029-226-3296 

古い電話帳を回収します  
 

NTT東日本では、11月中に新しい電話帳をお届け

する予定になっていますが、その際、リサイクル推進

のために古い電話帳を回収します。 

 なお、ご不在等で古い電話帳を回収できたなかった

お客様へは、改めて回収に伺いますので、ご連絡くだ

さい。 
 

問 タウンページセンタ 

   0120-506-309(フリーダイヤル) 

案 内 案 内 募 集 

学校の机をお譲りします 
 
 市内小・中学校において児童・生徒用の机を

入れ替えるため、現在、各学校の教室等で使用

している古机を必要な方にお譲りします。 
 
◆規格等 児童・生徒用机 

     (縦40cm×横60cm×高さ約70cm) 

      ※高さは、可動式により調節が可能 

◆条件等 市学校教育課が指定した日時および 

     学校において引き取りのできる方 

     (運搬の費用等は申込者負担) 

     ※引渡し時期は、12月下旬を予定 

◆申込期限 10月30日(金) 

◆その他 数量等については、申し込み時に協 

     議のうえ受け付けします。 

     申し込み多数の場合は抽選になるこ 

     とがあります。 
 

問 申 市学校教育課 施設係 

     内線2813・2814 


