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工事期間中の交通規制にご協力を！ 
 
下妻乙(坂本)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、片側交互通行ならびに全面通行止

(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 ９月中旬～平成22年２月上旬 

◆工事内容 公共下水道本管・取出管布設および 

      舗装本復旧工事 

◆工事場所 図のとおり 

問 市下水道課 内線1732～1734 

案 内 コスモスの花摘みを 

楽しみませんか 
 

現在、小貝川ふれあい公園花畑では、たくさんのコ

スモスが可憐な花を咲かせています。そのコスモスが

下記の期間に限り、自由にお持ち帰りできます。 

さわやかな秋風の吹く花畑を散策しながら、ぜひ花

摘みをお楽しみください。 
 
◆期間 ９月26日(土) 

     ～10月４日(日) 

◆場所 小貝川ふれあい公園花畑 
  
 ※ハサミ等はご持参ください。 

 ※個人で楽しむ範囲での摘み取りに限ります。 

  (販売目的の摘み取りはできません) 

 ※花の基金へのご協力をお願いします。 
 

問 小貝川ふれあい花の会事務局(市都市整備課内) 

   内線1724 

第８回下妻市国際交流祭に参加してみませんか 
 
ネットワーカーしもつま主催による国際交流祭を

開催します。サンバパレードや世界各国の音楽や踊

りが繰り広げられ、諸国名産品の販売やバザーなど

も実施されます。 

 この機会に交流の輪を広げ 

てみませんか。 
 
●とき 10月18日(日) 

    午後１時～３時 

 ※スタッフとして参加希望の方は、 

  事前の打合せから出席をお願いします。 

●ところ 砂沼サンビーチ 

 ※砂沼フレンドリーフェスティバルと同時開催 

●参加費 無料 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 市企画課 内線1312 

『第２１回砂沼マラソン大会』 

参加者募集 
 
 毎年恒例の砂沼マラソン大会を開催します。 

皆さん奮ってご参加ください。 
 
◆日時 11月15日(日)午前８時15分～ 

◆会場 砂沼サンビーチ[砂沼広域公園内] 

◆種目  

 砂沼一周(6.5km) 一般男子・女子 

          高校男子・女子 

 砂沼南(4km)   一般男子・女子 

          高校男子・女子 

          中学生男子 

 観桜苑(2.3km)  中学生女子 

          小学生男子・女子(5・6年生) 

 親子(2km)    親子①(1年生) 

          親子②(2年生) 

          親子③(3年生) 

          親子④(4年生) 

◆参加費 一般男子・女子、親子の部 2,000円 

     (高校生以下無料) 

◆申込方法 申込書に記入のうえ、スポーツ振興課、 

      総合体育館、千代川運動公園ふれあい 

      ハウスのいずれかに直接申し込むか、 

      スポーツ振興課まで郵送にてお申し込み 

      ください。 

◆申込期限 10月２日(金) ※当日消印有効 

◆主催 市、市教育委員会 
 

問 申 下妻市教育委員会 スポーツ振興課 

      内線2863 

     〒304-8555[下妻市鬼怒230] 

特別児童扶養手当をご存知ですか 
 

特別児童扶養手当とは、精神または身体に障害のある20歳未満のお子さん(児童)を監護している父もしく 

は母、または父母にかわって養育している養育者に対して支給される手当です。 

この手当は、児童扶養手当・児童手当・障害福祉児童手当との併給が可能です。ただし、申請をしなけれ 

ば支給されませんのでご注意ください。 

 

◆手当の対象となる児童の障害の程度 
 
【特別児童扶養手当1級】 

・身体障害者手帳の判定が1・2級(内部疾患 

 含む)程度に該当するもの 

・療育手帳の判定が Ａ・Ａ程度の知的障害 

 である場合または同程度の精神障害があ 

 る場合 
 
【特別児童扶養手当2級】 

・身体障害者手帳の判定がおおむね3級(内部 

 疾患を含む)程度に該当するもの 

・療育手帳の判定がB程度の知的障害である 

 場合または同程度の精神障害がある場合 
 
 ※次の場合は受給する資格がありません。 

  ・児童および父、母または養育者が日本 

   国内に住んでいないとき 

  ・児童が障害による公的年金を受けるこ 

   とができるとき 

  ・児童が児童福祉施設(保育所・通園施設・ 

   肢体不自由児施設への短期母子入所を 

   除く)に入所しているとき 
 
 

 

◎詳細については、お問い合わせください。 

 

問 申 市福祉事務所 内線1573 

等級 月額(児童１人につき) 
1級 50,750円 

2級 33,800円 

扶養親族の数 請求者(本人) 配偶者および 

扶養義務者 

０人 4,596,000円 6,287,000円 

１人 4,976,000円 6,536,000円 

２人 5,356,000円 6,749,000円 

３人 5,736,000円 6,962,000円 

４人 6,116,000円 7,175,000円 

５人 
以下380,000円

ずつ加算 

以 下 213,000 円

ずつ加算 

※手当の額は認定請求をした日の属する翌月分より支給 

 されます。 

 また、請求者(本人)や配偶者および扶養義務者の方の 

 前年の所得(課税台帳による)が所得制限限度額以上の 

 方はその年度(8月から翌年7月まで)手当の支給が停止 

 されます。 

 

特別児童扶養手当を受給している皆さんへ～所得状況届の手続きはおすみですか～ 
  
 特別児童扶養手当を引き続き受給するためには所得状況届の提出が必要です。 

受給資格者の皆さんに所得状況届についてのご案内を送付しています。忘れずに届出をしてください。 

◆手当の額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所得制限限度額表】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※この他に所得制限限度額に加算されるもの、 

  所得額から控除されるもの等があります。 

案 内 

募 集 

下妻 

警察署 

多宝院 

工事箇所 

ボランティア

ス タ ッ フ も 

同時に募集

しています！ 

 



健 康 相 談 

10月1日から７日は公証週間です 
 
 法務省の支援のもと、全国一斉に｢公証週間｣が

実施されます。 

 大切な財産を特定の方に承継させるには、公正

証書できちんと残しておけば安心です。 

公正証書遺言について詳しく知りたい方は相談

(無料)してください。電話予約もできます。 
 

問 下館公証役場 24-9460 

全国一斉「司法書士法律相談会」 
 

茨城司法書士会では、｢法の日｣にちなんで全国一斉

司法書士相談を実施します。 
 
◆日時 10月3日(土)午前10時～午後3時 

◆会場 下妻公民館[本城町3-36] 

◆相談内容 借金、土地・建物、相続、裁判、会社等 

      に関するご相談およびこれに関連する登 

      記相談 

◆その他 相談は無料です。 

     当日会場にて受け付けします。 

     (事前予約必要なし) 
 

問 茨城司法書士会 029-225-0111 

不動産鑑定士による「不動産無料相談会」 
 
◆日時等 

 【土浦会場】10月６日(火)午前９時30分～正午 

       県南生涯学習センター 

       [土浦市大和町9-1] 

 【牛久会場】10月５日(月)午前９時30分～正午 

       牛久市中央生涯学習センター 

       [牛久市柏田町1606-1] 
  
※事前予約必要なし。 

 当日会場にお越しください。 
 

問 社団法人 県不動産鑑定士協会 

   029-246-1222 

法務総合相談所を開設します 
 
◆日時 10月４日(日)午前10時～午後4時 

          (受付は午後3時まで) 

◆場所 道の駅しもつま2階 研修室[数須140] 

◆相談内容  

 境界争い、相続・贈与・売買などの登記手続、 

 抵当権の抹消手続、地代家賃の供託手続、戸籍 

 の届出方法、成年後見人制度、サラ金の取立て 

 問題、夫婦・親子などの家庭内問題、近隣との 

 トラブル、セクハラ、子どものいじめ、ＤＶ問 

 題など 

◆料金 無料 
 

問 水戸地方法務局総務課 029-227-9911 

10月は「行政書士制度」広報月間です 
 

県行政書士会では、毎年10月に、県民の皆さん

に広く｢行政書士｣を知ってもらうため、電話での

無料相談会をおこなっています。 
 
◆日時 10月5日(月)・6日(火)午前8時～正午 

◆電話番号 25-2919(県行政書士会県西支部) 
 

問 県行政書士会 029-305-3731 

不動産取得税について 
 

土地や家屋を売買、贈与、交換等により取得したと

きや、家屋を新築等したときは、不動産取得税が課税

されます。 

税額は、課税標準額(固定資産課税台帳に登録され

ている価格または固定資産評価基準により評価し決定

した価格)に、平成20年４月１日以降に土地または住

宅を取得された場合は３％、同じく住宅以外の家屋を

取得された場合は４％をそれぞれ乗じた額です。 

ただし、宅地および宅地評価土地を平成24年３月

31日までに取得した場合は、課税標準額が２分の１

に軽減されます。 

なお、住宅や住宅用土地を取得した方は、一定の要

件のもとで税額が軽減される場合があります。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 筑西県税事務所 課税第二課 24-9197 

県民選好度調査にご協力ください 
 

県では、新たな県総合計画を策定するにあたり、

県民の皆さんのご意見やご要望などを把握するた

め、９月17日(木)から５千人を対象に県民選好度調

査を実施しますので、ご協力をお願いします。 

調査対象者となり、お手元に調査票が届いた場合

には、アンケートに回答後、９月30日(水)までに返

信してください。 
 

問 県企画課 029-301-2523 

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、茨城県と(社)茨 

 城県労働者福祉協議会が共同で設立した組織です。 
 
【土浦会場】 

◇日時 10月2日(金)19:00～21:00(受付18:00～) 

◇場所 ラ・フォレスタ・ディ・マニフィカ 

    [土浦市東真鍋町1-36] 

◇対象者 35～45歳までの独身男・女20名ずつ 
       
【つくば会場】 

◇日時 10月4日(日)14:00～16:30(受付12:00～) 

◇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] 

◇対象者 40歳までの独身男・女20名ずつ 

 《セミナー同時開催》 

   ｢美しい姿勢とウォーキング｣ 

   13:00～13:50 参加費1,000円(当日徴収) 
 
【坂東会場】 

◇日時 10月10日(土)13:30～15:30 

           (受付12:30～) 

◇場所 坂東市民音楽ホール[坂東市岩井5082] 

◇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 
 
◆参加費 男性5,000円 女性1,000円(当日徴収) 

◆申込開始 随時 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート 

     0280-87-7085  

屋外広告物は許可が必要です！ 
～屋外広告物の許可基準を守りましょう～ 
 

まちの良好な景観を作るため、屋外広告物の表示

をおこなう際には、多くの場合、市町村長の許可が

必要になります。この許可には一定の基準(許可基準)

があり、許可を受けるためには、許可基準を満たす

必要があります。 
 

◆許可が必要な屋外広告物を無許可で表示すると、 

罰則が科されます。許可基準に適合したものを、 

許可を得て表示しましょう。 

◆許可には有効期間(最長３年)があります。許可を 

受けた広告物でも、有効期間経過後に引き続き設 

置するためには、更新手続が必要です。有効期間 

が切れた屋外広告物は、違反広告物となりますの 

でご注意ください。 
 
◎許可手続・許可基準については、お問い合わせく 

 ださい。 
 

問 市都市整備課 内線1725・1726 

乳がん集団検診 
～マンモグラフィー検査追加受付～ 
 

乳がんの集団検診の受け付けを実施しましたが、 

58歳以上の偶数年齢の方の検査について、まだ定 

員になっていない検診日がありますので、追加受け 

付けをします。 

加入されている健康保険の種類にかかわらず受診 

できますので、ご希望の方はお早めにお申し込みく 

ださい。 
 
◆会場・検診日 

 ◇千代川保健センター 

   ・・・9月16日(水)、18日(金) 

 ◇下妻市保健センター 

   ・・・10月20日(火)、21日(水)、22日(木)、 

      23日(金)、26日(月) 

◆対象者・検査内容・自己負担額 

※対象者の年齢は、平成22年3月31日現在の年 

 齢となります。 

※マンモグラフィー検査は、40歳以上の偶数年 

 齢の方を対象に2年に１回の受診が勧められて 

 います。 

 ※30～39歳の方および59歳以上の奇数年齢の 

  方で、乳がん集団検診(超音波検査)をご希望の 

  方は、定員になっていない検診日が若干ありま 

  すので、お問い合わせください。 

 ※30歳以上の方で、医療機関での受診を希望する 

  方には、受診券を交付しています。 

◆申込方法 

 電話または来所(市保健センター)にてお申し込み 

 ください。 

 ※希望日と受診時間帯(午前・午後)を確認します。 

◆申込期限 

 定員になり次第締切ります。 
          
《注意事項》   

・申し込みは原則本人・家族のみ受け付けます。 

・平成22年3月31日現在の年齢により、受診内 

 容が違います。 

・乳がん医療機関検診を受診された方は受けるこ 

 とができません。 

・しこりなど、自覚症状のある方は医療機関にて 

 受診してください。 

・シリコンを注入している方は、医療機関での検 

 診をお勧めします。 

・人工ペースメーカーおよびカテーテル挿入者の 

 方は、マンモグラフィー検査は受けられません。 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

対象者 検査内容 自己負担額 

58 歳 以 上

の偶数年齢 
X線 

(マンモグラフィー１方向)   500円 

案 内 案 内 
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市内の催し 

『第２回市長杯・ 

 市民グラウンドゴルフ大会』参加者募集 
 
◆とき 10月28日(水)午前９時～ 

    ※雨天の場合、29日(木) 

◆ところ 千代川緑地公園内グランドゴルフ場 

◆参加資格 60歳以上の市内在住・在勤の方 

      ３名以上１組 

◆試合方法 個人戦 ４ゲーム 

◆参加費 １名につき500円 

     (１組500円ではありません) 

◆申込方法 ３名以上のグループ単位で、参加費を 

      持参のうえ、お申し込みください。 

◆申込期限 ９月30日(水)午後５時 

◆その他 用具の貸出もしますので、用具のない方や 

     初心者の方も大歓迎です。 
 

申 市スポーツ振興課(千代川庁舎) 

   ※土・日曜日を除く 

 千代川運動公園ふれあいハウス ※月曜日を除く 

 受付 いずれも午前８時30分～午後５時 
 

問 下妻市グラウンドゴルフ協会 

   (西澤) 43-1382 

『第３回下妻市ママさんソフトテニス大会』 

参加者募集 
 
●日時 10月４日(日)午前 ８時30分集合 

    ※雨天の場合、10月11日(日) 

●場所 市営柳原球場テニスコート 

●試合種目 上級の部、中級の部、初級の部 

●参加資格 市内に在住・在勤または下妻市ソフト 

      テニス連盟に加入している方 

●試合方法 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チーム 2,000円 

●申込期限 ９月23日(水) 
 

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 

『市文化祭市民美術展』作品募集 
 

今年度の文化祭は、 

千代川地区・下妻地区の 

２会場で開催します。 

出品希望の方は、在住・ 

在勤する地区の会場にお 

申し込みください。 
 
  《申込期間 ９月10日(木) 

         ～25日(金)午後５時》 
 

【千代川地区】 

●開催期間 11月１日(日)～３日(火・祝) 

●展示会場 千代川公民館 

●募集作品 

 絵画、写真、書、貼り絵、その他 

  ※１人２点以内。 

   展示会場の準備・片付けがあります。 
 

申 ◇絵画、写真、書・・千代川地区委員会 

             (谷口) 44-3576 

   ◇貼り絵、その他・・千代川地区委員会 

             (神田) 43-3613 
 
【下妻地区】 

●開催期間 11月１日(日)～３日(火・祝) 

●展示会場 

 市総合体育館、下妻公民館 他 

●募集作品 

 油絵、水彩画、版画、写真、書、貼り絵、 

 その他 

  ※１人２点以内。 

   展示会場の準備・片付けがあります。 
 

申 ◇洋画(油絵・水彩画)・・グループ叢 

               43-0470 

   ◇貼り絵・・八色会 44-2847 

   ◇写真・・・光風会 44-0789 

   ◇陶芸・・・陶芸クラブ 43-0623 

   ◇書・・・・書道同好会 44-5362 

   ◇その他・・文化祭事務局(市生涯学習課内)  

         内線2833 

 

「第12回まちの美術展」開催 
 
 下妻市文化団体連絡協議会では、平成20年

度茨城県主催の｢芸術祭美術展｣｢わくわく美術

展｣において、入賞・入選した作品展｢まちの美

術展｣を開催します。 

 皆さんのご来場を、お待ちしています。 
 
◆日時 ９月16日(水)～26日(土) 

    午前９時～午後４時30分 

    ※９月24日は休館日。 

     26日は午前中のみ開催。 

◆会場 ふるさと博物館 

◆入館料 ｢まちの美術展｣のみの見学は無料 
 

問 ふるさと博物館 44-7111 

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 

   『落語会 柳家花緑 ～独演会～』 
   

戦後最年少22歳で真打昇進を果した落語会若手ホープと

して多方面で活躍中の人気噺家“柳家花緑”による独演会

が決定しました。 
 
◆とき 

 11月８日(日) 

 開場14:30／開演15:00(予定) 

◆ところ 

 下妻市民文化会館 大ホール 

◆入場料 

 全席指定 一律2,800円(2,500円) 

 ※（ ）内は友の会会員料金 

 ※100枚を限定として60才以上の方に、１枚500円引 

  のシルバー割引があります。 

  (会館電話予約および会館窓口販売時のみ受け付け) 

 ※未就学児の入場はお断りします。 

◆友の会会員電話予約開始日(会館のみ受け付け) 

 10月11日(日)午前９時～ 

◆前売開始日 10月17日(土) 

◆前売所 大坂屋書店 44-2663 

     外山書店 43-3395   

     ブックアート大塚屋 43-5151  

     ジャスコ下妻店 30-1700 

     やすらぎの里しもつま千代川直売所 

      30-7660 

     市民文化会館 43-2118 

     ※チケットの前売開始時間は、各プレイガイド 

      により異なりますのでお尋ねください。 

      (文化会館は９時～) 

◆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) 

    いばらきコープ生活共同組合 
 

問 下妻市民文化会館 43-2118 

八方ヶ原へハイキングに行こう 
 
 下妻市体育協会では交流会の一環としてハイキングを開催します。紅葉に色づく高原を一緒に散策しましょう。 
 
●とき 10月25日(日)午前７時出発予定 

●ところ 八方ヶ原ハイキングコース(新コース)[栃木県矢板市] 

●募集対象 市内在住・在勤の方で、付き添いなく１人でハイキングの出来る方 ※学生は除く。 

●募集人数 40名 ※定員になり次第締め切ります。 

●参加費 １人2,500円(入浴料、保険料含む) 

●申込期間 ９月17日(木)～10月２日(金) 午前９時～午後５時 ※土・日曜日・祝日を除く。 
 

問 申 市スポーツ振興課 内線2862 

公演決定!  「祭りばやし演奏会」を開催します 
 
 下妻市伝統芸能保存連合会では、結成30周年 

を記念して祭ばやしの演奏会を開催します。 

 皆さんお誘い合わせのうえ、ご鑑賞ください。 
 
◆とき 10月4日(日)午後１時～４時 

◆ところ 千代川庁舎敷地およびその周辺道路 

     ※雨天の場合、千代川公民館ホール 

◆参加団体 加盟21団体 

◆巡行山車 

 皆葉はやし会・大町はやし保存会・ 

 不動宿ひょっとこ保存会・本宿囃子会・ 

 上宿はやし会・長塚はやし保存会・ 

 長塚東部はやし保存会・江村はやし会・ 

 高道祖はやし連・福代地はやし連 

 ※据え置き太鼓の演奏もあります。 

◆主催 下妻市伝統芸能保存連合会 

◆後援 市教育委員会 
 

問 下妻市伝統芸能保存連合会 (大塚) 

   44-3168 

募 集 

募 集 



平成２２年度 

『自動車整備科一般入学者』募集 
 
●募集定員 10名 

●訓練期間 ２年 

●訓練内容 

 ２級自動車整備士試験の 

 合格を目標に、エンジン・ 

 シャシの分解整備，故障診断・点検・検査など 

 専門的な知識技能を学びます。 

●応募手続き等 

・応募資格 高等学校を卒業した方(平成22 

      年３月に高等学校卒業見込みの 

      方を含む) 

・受付期間 10月21日(水)～11月４日(水)     

・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 11月11日(水) 

・選考内容 国語(｢国語総合｣の近代以降の文章 

         (国語表現Ⅰにも配慮する)) 

      数学Ⅰ(方程式と不等式、二次関 

          数、図形と計量) 

      面接 

・試験場所 県立古河産業技術専門学院 

・合格者発表 11月18日(水) 
 

問 申 県立古河産業技術専門学院 

     0280-76-0049 

     [古河市諸川1844] 

『在職者訓練技能講座』 

受講生募集 
 
●講座名 ホームページ作成 

●日時 11月10日(火)・11日(水)・12日(木) 

    午前10時～午後４時 

●定員 10名 

●会場 県立古河産業技術専門学院 

●受講料 2,900円 

●受付開始 9月29日(火)～ 

●申込方法 受講申請書に記入押印のうえ、受講 

      料を添えてお申し込みください。 

      定員になり次第締め切ります。 

      ただし、受付開始日の午前９時に定 

      員を超えていた場合は、その時点で 

      抽選します。 
 

問 申 県立古河産業技術専門学院 

     0280-76-0049 

     [古河市諸川1844] 
｢プリンスアイスワールド２００９ｉｎ笠松｣開催 
 
 (財)茨城県体育協会では、多くの皆さんにアイススケートの魅 

力に接する機会を提供し、スポーツに対する興味・関心を高めた 

いとの願いから、アイススケートショー｢プリンスアイスワールド 

2009in笠松｣を開催します。 
 
◆日時 11月28日(土)・29日(日) ※１日２公演 

     第１回目 11:30～13:30 

     第２回目 15:30～17:30 

◆会場 笠松運動公園屋内水泳プール兼アイススケート場 

    [ひたちなか市佐和2197-28] 

◆出演者 八木沼純子withプリンスアイスワールドチーム 

     荒川静香、本田武史 

     フィオナ・ザルドゥア＆ドミトリー・スハノフ 

◆公演内容 国内外のトップスケーターたちが、音と光に彩られ 

      たスケートリンクで世界水準の華麗な滑りを披露す 

      る銀盤のエンターテイメントショーです。 

◆主催 (財)茨城県体育協会 

◆後援 茨城県教育委員会 

◆チケット 

 (１)発売開始 ９月12日(土)～ 

(２)チケット取扱い所 

   ・笠松運動公園管理事務所 029-202-0808 

   ・水戸京成百貨店プレイガイド 029-231-1111(代) 

   ・FKDショッピングモール宇都宮インターパーク店  

     028-657-6534 

   ・ローソンチケット 0570-084-003(自動応答)  

 ※ローソン全店舗のチケット端末Loppiでも購入できます。 

 (３)料金 

   アリーナ席 9,000円、Ｓ席 6,000円、Ａ席 5,000円、 

   ペアシート(２名１組) 11,000円、 

   ファミリーシート(４名１組) 18,000円 
        

問 笠松運動公園管理事務所 029-202-0808 

～企業が求める人材を目指そう～ 

『就職力ステップアップ講座』受講生募集 
 
 ビジネスマナーや面接の受け方等の基礎能力や、最

低限知っておくべき労働法等の基礎知識など、講義や

ロールプレイングを通じて｢企業が採用で重視する能

力｣を身につける講座です。 

 講座受講後は、就職を支援します。 
 
●日程 12月1日(火)・2日(水)・3日(木)・ 

    4日(金)・7日(月) ・8日(火) 

午前９時30分～午後４時30分 

●会場 筑西合同庁舎会議室[筑西市二木成615] 

●対象者 おおむね40歳未満の方(学生は対象外) 

●定員 20名 

●受講料 無料 

●申込期限 11月17日(火) 

      ※期限を過ぎても受付可能な場合あり。 

●申込方法 いばらき就職支援センター(ジョブカ 

      フェ)またはハローワーク(雇用保険受給 

      者は、ハローワークのみで受け付け)に 

      お申し込みください。 
 
◎詳しくは、県労働政策課ホームページ(http:// 

 www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/rosei/) 

 をご覧ください。  
   

問 県労働政策課 029-301-3645 

『青年海外協力隊・ 
 
 シニア海外ボランティア』募集 
 

開発途上国の人々と共に生活し、相

互理解を図りながら、あなたの技術や

経験を活かして、その国づくりに貢献

する海外ボランティアに参加してみま

せんか。 

 まずは体験談＆説明会にお越しくだ

さい。JICAスタッフ、ボランティア

OB・OGが皆さんの質問・相談にお答

えします。 
 
【体験談＆説明会日程】 

 《水戸》 

  ・10月3日(土) 

    13:30～16:30 

     ※協力隊・シニア合同 

    水戸市民会館 
  
  ・10月24日(土) 

    13:30～16:30 

     ※協力隊・シニア合同 

    水戸市国際交流センター 

 《つくば》 

  ・10月4日(日) 

    10:00～12:30 

     ※シニアのみ 

    13:30～16:30 

     ※協力隊のみ 

    JICA筑波 
      
  ・10月17日(土)13:30～16:30  

    ※協力隊・シニア合同 

    つくば国際会議場 
 
 ※参加費無料、事前申し込み不要、 

  途中入退室は自由です。 
 
●応募資格(11月9日現在の年齢) 

 青年海外協力隊 満20～39歳 

 シニア海外ボランティア 

         満40歳～69歳 

●願書受付 

 10月1日(木)～11月9日(月) 

 ※当日消印有効 
 
◎応募方法等詳しくは、お問い合わせ 

 ください。 
 

問 JICA筑波 029-838-1111 

   午前9時30分～午後５時45分 

   ※土・日曜日、祝日除く 

ホームページ 

 http://www.jica.go.jp/ 

 tsukuba/index.html 

『造園アシスタント（剪定）講習会』 

受講者募集 
 
◆日時 

 10月5日(月)・6日(火)・７日(水)・8(木) 

 午前9時～午後3時 

 ※講習場所等の詳細は決定次第連絡します。 

◆対象者 

 ・全日程受講でき、健康で就業意欲のある58歳 

  から67歳の方を対象とします。 

・現在就職中の方は受講できません。 

※雇用・就業を目指す講習のため趣味・教養を 

 目的とした申し込みはご遠慮ください。 

◆定員 25名 

◆受講料 無料 

◆申込方法 下妻地方広域シルバー人材センターへ 

      来所にてお申し込みください。 

◆申込期限 9月30日(水) 
 

問 申 下妻地方広域シルバー人材センター 

     44-3198 

受付 午前8時30分～午後5時 

※土・日曜日、祝日を除く  

再就職準備セミナーを開催します 
 
◆会場 【土浦会場】◇日時 9月24日(木)13:00～16:00 

         ◇場所 土浦市男女共同参画センター 

             [土浦市大和町9-2 ウララ２ 7階] 

    【つくば会場】◇日時 9月29日(火)9:30～12:00 

          ◇場所 つくば市桜保健センター 

              [つくば市金田1653] 

◆内容 就職に向けて自分の環境チェック・意見交換 

◆講師 再チャレンジサポートコンサルタント 鈴木 弘美 氏 

    産業カウンセラー・キャリアコンサルタント 

     早船 ゆかり 氏(土浦会場のみ) 

◆対象者等 育児、介護等で退職し、再就職を希望している方 

      および再就職希望登録者 20名 

      ※参加費無料、無料託児あります。 
 

問 (財)21世紀職業財団茨城事務所 029-226-2413  

案 内 募 集 募 集 


