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しもつま 広
報 

10月１日 

国勢調査を実施します！ 

平成23年版 茨城県民手帳の購入申し込み 
 
 平成23年版茨城県民手帳(県統計協会編集)が発行とな

りますので、購入希望の方はお申し込みください。 
 
◆サイズ 

 デスク判(大きさ14.9㎝×21.0㎝)      900円 

標準判(鉛筆付・大きさ8.2㎝×13.9㎝)   400円 

ポケット判(鉛筆付・大きさ7.0㎝×12.0㎝) 300円 

◆申込方法 

 市企画課にお申し込みください。 

 ※県統計協会ホームページからも購入できます。 

◆申込期限 ９月17日(金) 
 

問 申 市企画課 内線1316 

県統計協会ホームページ 

 http://www.ibatokei.jp/ 

下妻市立幼稚園・小中学校運動会 

平成２２年１０月診療分から 

医療福祉費支給制度（マル福）が一部かわります！ 
  

制度改正により、乳幼児マル福の対象が未就学から小学 

３年生(９歳の年度末)までに拡大されることとなりました。 

 該当する方には、個別に通知しますので、手続きをお願 

いします。 

 なお、所得制限により該当にならない場合もあります。 
 
◆受付日時 ９月５日(日)午前９時～11時30分 

             午後１時～５時 

◆受付場所 市役所本庁舎 保険年金課 

◆持ち物 ・保険証(小学１年生～３年生で該当する方) 

     ・印鑑(ゴム印不可) 
 
 ◎都合が悪い方は、 

  日時 ９月６日(月)～10日(金) 

     午前８時30分～午後５時 

  場所 本庁舎 保険年金課 

     千代川庁舎 くらしの窓口課 
 

問 市保険年金課 医療福祉係 内線1514 

水道・下水道料金の支払いは 

口座振替が便利です 
 
 口座振替にすると、支払いに行く手間が省けて、 

大変便利です。また、支払いを忘れてしまうこと 

もないので安心です。 

 手続きも簡単です。 

 ぜひ、口座振替をご利用ください。 
 
◆口座振替日  

 毎月25日 

 (金融機関が休業日の場合、翌営業日) 

◆取扱金融機関 

 常陽銀行本支店、筑波銀行本支店 

 茨城県信用組合本支店、結城信用金庫本支店 

 中央労働金庫、常総ひかり農業協同組合 

 ゆうちょ銀行 
 

※申し込みの手続きは、市内の上記取扱金融 

 機関窓口にて、おこなってください。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 市水道事業所 44-5311 

   市下水道課 内線1735 

案 内 

案 内 

木造住宅の耐震診断について 
 

市では、地震に強い安全なまちづくりを目指し、建築

してから一定期間を過ぎた木造住宅について、茨城県木

造住宅耐震診断士を派遣し、耐震診断をおこないます。 

なお、診断料の一部は市で負担します。 
 
◆対象となる住宅 

次の要件を満たす市内の木造住宅。 

・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した 

 木造住宅で、階数が2階以下のもの。 

◎詳しくは、お問い合わせください。 

◆診断方法 

 家の中と外まわりを調査し、後日、診断結果の報告・ 

 大まかな補強の方法などの相談をおこないます。 

◆診断棟数 10棟 ※先着順 

◆診断料 32,000円(内、申請者負担分は2,000円) 

◆申込期間 

 ８月25日(水)～９月24日(金)午前9時～午後5時 

 ◆申込方法 

 市建設課にある申込用紙に記入のうえ、お申し込み 

 ください。 

◆持参するもの 

 印鑑、住宅の建築時期がわかるもの(建築確認済証等) 
 
【セールスにご注意ください！】 

市では、申し込みをしていない方に診断士の派遣およ 

び斡旋等はおこなっていません。 

なお、診断の際は、｢茨城県木造住宅耐震診断士認定 

証｣を携帯しています。 
 

問 申 市建設課 内線1712・1713 

「子ども手当」の申請が 

お済みでない方へ 
 

｢子ども手当｣は、中学校3年生までのお子さ 

んを養育している方に支給されます。 

申請が必要な方で、まだお済みでない方は、 

９月30日までに申請をお願いします。 
 
◆申請が必要な方 

 ・平成22年４月１日現在で、中学校２～３ 

  年生の児童を養育している方で生計の中 

  心となる方( 多所得者) 

 ・平成22年３月３１日現在で、所得制限限 

  度額オーバーおよびその他事情により児 

  童手当未申請の方 

 ・児童手当の現況届が未提出の方 
 
◆申請先 

 ・市内在住で、児童を養育する生計中心者 

  が公務員以外の方(財団法人等を含む) 

   ⇒福祉事務所へ申請 

 ・児童を養育する生計中心者が公務員の方 

  (財団法人等を除く) 

   ⇒職場へ申請 
 
◆申請に必要なもの 

 ・印鑑(ゴム印不可) 

・健康保険証の写し 

 (市国民健康保険証をお使いの方を除く) 

  ※受給者と支給要件児童(受給者が養育し 

   ている18歳未満の子)が使用している 

   保険証をコピーしてお持ちください。 

 ・別居する児童がいる場合は、児童の属す 

  る世帯の住民票謄本 
 
◆申請期限 

 ９月30日(木) 

 ※新規申請対象となる方で、９月30日まで 

  に申請した方は、４月分に遡って支給と 

  なります。10月以降の申請は、申請の翌 

  月分からの支給となります。 
 

問 申 市福祉事務所 児童福祉係 

      内線1576 

災害救助等訓練にご協力を！ 
 
 大規模災害時における広域航空消防防災応援

活動の連携および技術の向上を図るため、茨城

県を被災地と想定し、茨城県・栃木県・群馬

県・福島県および新潟県の５県航空隊による合

同訓練を実施します。  

合同訓練当日は、消防防災ヘリコプターによ

る騒音等によりご迷惑をおかけしますが、ご協

力をお願いします。 
 
◆日時 ９月13日(月)午前９時～12時頃 

◆場所 鬼怒緑地運動公園[筑西市伊佐山地内] 
 
 ※訓練実施当日の気象状況、ヘリコプター 

  の緊急運航等により訓練を中止する場合 

  があります。 
 

問 申 県防災航空隊 029-857-8511 

     県消防防災課 029-301-2885 

日時 幼稚園・学校名 開始時間 雨天の場合 

9月11日(土)  

下妻中学校 8:00 
東部中学校 8:30 
千代川中学校 8:30 

9月18日(土) 

下妻小学校 8:30 

大宝幼稚園・小学校 8:30 

騰波ノ江幼稚園・小学校 8:30 

上妻幼稚園・小学校 8:30 

総上小学校 8:30 

豊加美幼稚園・小学校 8:30 

高道祖幼稚園・小学校 8:30 

蚕飼小学校 9:00 

宗道小学校 8:30 
大形小学校 8:30 

10月９日(土) ちよかわ幼稚園 9:15 

雨天順延 



市内の催し 

公民館おはなしの会／９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 ９月18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 

図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

◇とき ９月18日(土)・21日(火)午後２時～ 

◇上映作品 ｢オードリー・ヘプバーン・フィルムス｣ 

オードリー・ヘプバーン/出演(1993・1999年/アメリカ/49分) 

 【あらすじ】 

 ～銀幕の妖精オードリー・ヘプバーン 時代を超えた魅力がここに～ 

 アメリカの人気TVドキュメンタリー番組から、93年と99年に製作さ 

 れたオードリー特集を1枚にまとめてDVD化。 

 ｢ローマの休日｣｢ティファニーで朝食を｣など主演映画全16作品の予告 

 編＆名場面を網羅したファン必見作。 
 
《子ども映画会》 

◇とき ９月25日(土)午後２時～ 

◇上映作品 ｢金色のがちょう/まほうの子うま/あるおかあさんの物語/ 

       わらと炭とそらまめ｣(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 

『公民館後期教室』受講生募集 

◆受講資格 原則として市内在住・在勤の初心者 

◆参加費 500円(教材費は実費個人負担) 

◆申込方法 各公民館に来館または電話にてお申し込みください。 

◆申込期間 ９月10日(金)～22日(水)午前９時～午後５時 

      ※休館日 9月13日(月)・20日(月)・21日(火) 
 
◎日程は、都合により変更になることがあります。 

◎応募者が少ない場合、教室開講を取りやめることもあります。 
 

問 申 下妻公民館 43-7370 千代川公民館 44-3141 

『下妻公民館パソコン教室（後期）』受講生募集 
  

 ※コース⑫は、デジカメで撮った写真を使って、年賀 

  状の裏面をWordで作りますので、使う画像の入った 

  カードまたはカメラを持参してください。  

 デジカメの使い方、および表面(宛名)の講習ではあり 

 ません。 
  

問 申 下妻公民館 43-7370 

『移動教室』受講生募集  

 
◆受講資格 原則として市内在住・在勤の方 

◆申込方法 各公民館に来館のうえ、参加費を添えてお申し込みください。 

      ※受け付けは、１人で３人分まで 

◆申込期間 ９月17日(金)～30日(木)午前９時～午後５時 

※休館日 9月20日(月)・21日(火)・23日(木)・27日(月) 

      ※定員になり次第締め切ります。 
 
◎応募者が少ない場合は開講しないこともあります。 
 

問 申 下妻公民館 43-7370 千代川公民館 44-3141 

 会場 教室名 内容 日時 定員 費用 

下 妻 

公民館 

文学散歩 

｢相田みつを｣

の心の詩にふ

れる旅 

あの感動をふたたび！ 

 相田みつをパートⅡ 

浅草散策 

11月18日(木) 

 午前8時 

 ～午後５時 

39名 

3,500円 

(参加費300円・ 

 その他) 

※昼食代含む 

千代川 

公民館 

歴史散歩 

茨城空港と｢桜

田門外ノ変｣記

念館見学 

首都圏の第三空港を見

学後、｢桜田門外ノ変｣

記念館では、水戸藩や

幕末の歴史を学ぶ 

10月29日(金) 

 午前8時30分 

 ～午後５時 

30名 

2,000円 

(参加費300円・   

 その他) 

※昼食代各自負担 

開催日 時間 コース 

10月３日(日) 
午前10時 

～午後４時30分 

Excel基礎 ⑧ 

16日(土) Excel基礎 ⑨ 

11月14日(日) Excel実用 ⑩ 

20日(土) 
午前10時 

～午後４時 

インターネット基礎 ⑪ 

12月５日(日) 
年賀状の裏面作成 

(写真入) 
⑫ 

会場 教室名 内容 日時 定員 

下 妻 

公民館 

楽しいマジック 

新たなかくし芸を習得しこれで

貴方も主役に！ 

  

10月16日 11月20日 

12月18日 1月15日 

2月26日 土曜日 

午後１時30分～３時 

20名 

そば打ちを 

楽しもう 

初めてそばを打つ人も楽しみな

がら名人へ！ 

10月16日 11月20日 

12月18日 1月15日 

2月26日 土曜日 

午前9時30分～午後１時 

12名 

千代川 

公民館 

ビーズ 

アクセサリー 

美しいビーズですてきなアクセ

サリーを作ってみませんか 

初心者の方もお友達に自慢でき

るすばらしい作品ができあがり

ます 

10月16日 11月20日 

12月18日 1月15日 

2月5日 土曜日 

午後１時30分～３時30分 

15名 

歌で健康増進講座     

みなさんご存じの童謡・唱歌を

とおして、正しい腹式呼吸を身

につけ、心も体もリフレッシュ

しましょう 

10月9日 11月13日 

12月11日 1月8日 

2月12日 土曜日 

午前9時30分～11時30分 

 20名 

文学講座 

｢隠逸の詩人 

 陶 淵明の世界｣ 

隠逸の詩人として、後世多くの

人々に親しまれた陶淵明の作品

を通じてその魅力に触れてみま

せんか 

10月21日 11月18日 

12月16日 1月20日 

2月17日 木曜日 

午後２時～４時 

25名 図書館おはなし会／９月 
 

市立図書館の９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 ９月11日(土) 

    午前10時30分～11時30分 

    午後２時～午後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 

募 集 

ふるさと博物館 

展覧会を開催します 
 
 貸しギャラリーによる展覧会を開催します。 

 皆さんのご来館をお待ちしています。 

 

 

 

 

 ◆開館時間 午前９時～午後４時30分 

          (12日は午後４時まで) 

       ※休館日 ９月６日(月) 
 
◎会期中、希望者は｢和紙ちぎり絵｣の体験ができます。 
 

問 ふるさと博物館 44-7111 

期間 展覧会名 作品 

９月1日(水) 

 ～12日(日) 
和紙ちぎり絵 

｢八色
や し お

会｣作品展 
和紙ちぎり絵 

小貝川ふれあい公園 

絵画展｢身近な自然を楽しむ｣ 
 
 下妻水彩画会の皆さんが描いた作品を展示します。 

 美しい！豊かな自然の魅力をあらためて感じられる

と思いますので、ぜひ、ご来館ください。 
 
◆とき ９月５日(日)～26日(日) 

    午前9時～午後4時30分 

      (26日は午後３時まで) 

    ※休館日 ９月６日(月)・13日(月) 

           21日(火)  

◆ところ ネイチャーセンター ギャラリー Ⅰ 
 

問 小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター 

   45-0200 

◆開催場所 下妻公民館 視聴覚室 

◆受講資格 原則として市内在住・在勤の方 

◆募集定員 １講座につき20名 

◆参加費 １講座につき 300円(テキスト代300円別途負担) 

◆申込開始 ９月７日(火)から 午前９時～午後５時 

      ※定員になり次第締め切ります。 

◆申込方法 下妻公民館に来館または電話にてお申し込みください。 

      (１人３講座まで) 

◆その他 ・講習対象 Excel2007・Word2007(2003以前は補足的 

      に説明します) 

     ・原則としてパソコンの持ち込不可。(2003以前のバージョン 

      を使用の方に限り可。事前にご連絡ください) 
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敬老福祉大会を開催します 
 
市内在住の高齢者の方は、どなたでも参加

できます。芸能発表会も予定していますの

で、ぜひ、ご参加ください。 
 
◆日時 9月20日(月・祝)午前9時～ 

◆場所 市総合体育館 

◆申込方法 

 ・老人クラブ会員の方 

  単位老人クラブ会長にお申し込み 

  ください。 

・老人クラブ会員以外の方 

  ９月３日(金)までに市介護保険課へ 

  お申し込みください。 
 
◎大会当日は、上履きをご持参ください。 
 

問 市介護保険課 内線1538 
『市民ソフトテニス大会』参加者募集 
 
●日時 10月３日(日)・10日(日) 

    午前８時30分集合 ※雨天順延 

   《 ３日》・一般女子の部 

    ・一般女子成年の部(35歳以上) 

    ・中学生女子の部 

         ・ジュニア(小学生)の部 

   《10日》・一般男子の部 

    ・一般男子成年の部(35歳以上) 

    ・中学生男子の部 

●会場 柳原球場テニスコート 

●試合方法 ダブルスによるリーグ戦もしくは 

      トーナメント戦 

●参加資格 市内在住または在勤・在学している 

      方もしくは下妻市ソフトテニス連盟 

      に加入している方 

●参加費 １チーム 2,000円(小学生1,000円) 

●申込期限 ９月12日(日) 
 

問 申 下妻市ソフトテニス連盟事務局 

     (宮本)  44-2805 

     (市川)  090-4835-5226 

遊びの広場～講座編～ 
赤ちゃんともっと話そう!!｢ベビーサイン｣ 
 
 ベビーサインとは、まだ話せない赤ちゃん

とサイン(手話)を使ってコミュニケーション

をはかるというものです。 

 ベビーサインにより、親子の絆を深め、赤

ちゃんの言語能力の発達を促してくれます。 

 また、赤ちゃんの思いが

伝わることで育児の負担も

軽くなり、ママの気持ちも

楽になると思います。 
 
◆日時 10月18日(月) 

    午前10時30分～11時30分 

    受付 午前10時～ 

◆場所 下妻市保健センター 

◆対象 市内の生後6か月～1歳未満の 

    ベビーとママ 先着25組 

◆講師 認定講師 関 眞記子 氏 

◆申込期限 10月12日(火) 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

案 内 

いばらきヘルスロード 

『ウォーキング教室』参加者募集 
 

毎日ウォーキングはしているけれど、こんな歩き方で良 

いのかしら？ウォーキングの専門家に指導を受け歩いてみ 

たい・・と思っている方、ぜひヘルスロードに指定されて 

いる砂沼の遊歩道を歩いてみませんか。 
 
●日時 10月７日(木)午後１時30分～４時 

          受付 午後１時～ 

●集合場所 下妻市砂沼広域公園 多目的広場 

※雨天の場合、砂沼サンビーチ施設内ロビー 

●内容 正しいウォーキング方法の講義および実技 

    (砂沼広域公園遊歩道コースを歩きます) 

●講師 筑波大学大学院 人間総合科学研究科 

    教授 田中 喜代次 氏 

●募集人数 70名 ※定員になり次第締め切ります。 

●申込方法 電話または市保健センターにある申込用紙 

      に記入のうえFaxにてお申し込みください。 

●申込期間 ９月１日(水)～27日(月) 

 

問 申 県立健康プラザ 029-243-4215 

             Fax029-244-4852 

下妻市民文化会館自主文化事業 
 

 『山本譲二 香西かおり 

        ふたりのビッグショー』好評発売中!! 
 

｢みちのくひとり旅｣でミリオンセラーを記録し、名実とも 

に夢を叶える山本譲二と清純派演歌歌手としての表現力とモ 

ダンな感性を取り入れた歌唱力を併せ持つ香西かおり。 

他では聴くことのできない魅力満載の感動的なステージを 

お楽しみください。 
 
◆とき 10月31日(日) 

     昼の部 開場14:00／開演14:30 

     夜の部 開場18:00／開演18:30 

◆ところ 下妻市民文化会館 大ホール 

◆入場料(全席指定) 

 シングル券 5,500円(5,000円) 

 ペアー券 10,000円(9,000円) 
 
 ※（ ）内は友の会会員料金。 

 ※未就学児の入場はお断りします。 

◆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) 
 

問 下妻市民文化会館 43-2118 

チケットは 

お早めに！ 

『はつらつエクササイズ教室～後期～』参加者募集 
 
 普段、運動をする機会の少ない方、手軽にできるストレッチ体操やエアロビクス運動、筋力トレーニングをし

て日ごろの運動不足を解消しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●内容 肥満解消・筋力アップを目的とした基礎的なトレーニング 

●受講対象 市内在住・在勤の方 

●募集人数 80名(アクアビクスは30名) 

●参加費 990円(保険代) ※アクアビクスは、ほっとランド・きぬの入館料(600円)が別途必要です。 

●申込期間 ８月25日(水)～９月10日(金) ※定員になり次第締め切ります。 

●申込方法 市スポーツ振興課に来庁または電話にてお申し込みください。 

※お申し込みの際に希望の教室を確認します。(全ての教室に参加も可能) 

※参加人数が極端に少ない場合は、教室を中止にする場合があります。 
 

問 申 市スポーツ振興課(千代川庁舎) 内線2863 

教室名 日時 場所 

１.アクアビクス 
10月1日・8日・15日・22日 
金曜日 午後1時～3時 

ほっとランド・きぬ 

２.スロートレーニング 
10月9日、11月6日・20日 
土曜日 午前9時30分～11時 

千代川体育館 格技場 

３.ヒーリング＆ボディーコンバット 
11月４日・11日・18日・25日 
木曜日 午後7時30分～9時 

４.わくわく・エアロ 
11月30日、12月7日・14日・21日 

火曜日 午後2時～3時30分 
千代川体育館 アリーナ 

５.脂肪燃焼 
1月11日・18日・25日、2月1日 
火曜日 午後7時30分～9時 

下妻市保健センター 

６.ストレッチ＆筋力トレーニング 
2月7日・14日・21日 
月曜日 午後2時～3時30分 

下妻市保健センター 

総合体育館 卓球場 

 ※４日のみ下妻市保健センター 
『親子ふれあい筑波登山』参加者募集 
～スポーツ少年団員と一緒に 

      山登りをしてみませんか～ 
 
◆とき ９月23日(木・祝) 

    午前８時30分筑波山神社集合 

    ※現地集合・現地解散。荒天の場合は中止。 

◆募集対象 小学１年～６年生の親子 

◆募集人数 15組(30名) ※先着順 

◆参加費 １人100円(保険代等) 

◆申込方法 参加費と印鑑を持参のうえ、 

      お申し込みください。 

◆申込期限 ９月８日(水)午後５時 
 

問 申 市スポーツ少年団事務局 

     (千代川庁舎市スポーツ振興課内) 

     内線2862 

募 集 

 



案 内 相 談 

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。 
 
【つくば会場】 

◇日時 9月20日(月)午後２時～５時 

          (受付午後１時～) 

◇場所 グランドホテル東雲 

    [つくば市小野崎488-1]  

◇対象者 Aコース 男女とも45歳まで  

      Bコース 男女とも45歳以上 
        
【下妻会場】  

◇日時 9月23日(木)午後２時～５時 

          (受付午後１時～) 

◇場所 ビアスパークしもつま 

    [長塚乙70-3] 

◇対象者 男女とも45歳まで  
 
◆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 

全国一斉 成年後見無料相談会 
 
【成年後見制度とは】 

認知症、知的障害、精神障害などによって物 

事を判断する能力が十分でない方について、 

本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人 

を法律的に支援する制度です。 
 
◆日時 9月11日(土)午前10時～午後３時 

◆場所 

 ・県南生涯学習センター 小講座室Ⅱ 

  [土浦市大和町９-１ウララビル５階] 

 ・取手市立福祉会館 ２階 B１・B２ 

  [取手市東１-１-５] 

 ・市民ホール・スペースU古河 会議室 

  [古河市長谷町38-18] 

  ※ほかに県内３か所で開催 

◆相談内容 成年後見・遺言・相続等 

      ※事前予約必要 
 

問 申 
 
 (社)成年後見センター・リーガルサポート茨城支部 

 029-302-3166 

 茨城司法書士会 029-225-0111 

～親子まつり～ 

ケロポンズファミリーコンサートを開催します 
 

日常の子育てや仕事に追われ、子供とのふれあいが少

なくなっているお父さん・お母さん、親子で楽しい時間

を過ごしましょう。 
 
◆日時 9月4日(土)午後１時～３時(12時30分開場) 

    ※途中休憩あり  

◆会場 下妻市民文化会館 

◆対象 未就学児とその家族 

◆入場料 無料 

◆内容 親子で楽しめる、笑いあり 

    歌あり、遊びあり、体操あり 

    ミュージックパネルあり 

    なんでもあり～のステージ。 
  
◎親子まつりは、赤い羽根共同募金の助成を受けています。 
 

問 下妻母親クラブ(諸井) 43-9595 

ふれあい教室を開催します 
 

下妻養護学校では、保護者の方の情報交換および子ど

も達の集団遊びや個別遊びの場としてふれあい教室を開

催します。 

ぜひ、ご参加ください。 
 
◆日時 10月５日(火)午後１時20分～３時 

    ※悪天候等の場合は延期。 

◆会場 県立下妻養護学校[半谷492-4] 

◆対象 発達や運動機能に不安のある就学前のお子さん 

    とその保護者 

◆内容 みんなで遊ぼう・情報交換など 

◆申込期限 ９月18日(金) 
 

問 申 県立下妻養護学校(本橋) 44-1800 

休日在宅当番医の日程変更 
     

各家庭に配布した｢救急医療体制一覧(平

成22年４月～９月)｣に掲載の休日在宅当番

医の日程が変更になります。 
   
【変更前】９月26日(日)中嶋医院 

 

【変更後】９月26日(日)湖南病院 

           とき田クリニック 

『全国高等学校アームレスリング選手権大会』 

参加者募集 
 
●日時 10月24日(日)午前８時30分受付 

●場所 笠間市民体育館 

●参加資格 

 日本国の高等学校に在学中の生徒で、年齢20歳以下  

 ※高等専門学校については３年生まで 

●競技クラス 

 男子の部 60kg以下級、70kg以下級 

      80㎏以下級、80㎏超級 

 女子の部 55㎏以下級、55㎏超級 

 男子団体の部 右・左腕共 

        1チーム3名 3名の体重220kg以下 

 女子団体の部 右腕のみ実施 

        1チーム3名 体重制限なし 

●参加費(プログラム、記念Ｔシャツ、弁当、保険代等) 

 個人の部 1,000円 

団体の部 1チーム 3,000円 

●申込期限 10月12日(火)必着 

 

◎申込方法等、詳しくはお問い合わせください。 
 

問 申 全国高等学校アームレスリング選手権大会 

     事務局(笠間市教育委員会スポーツ振興課内) 

     0296-72-1111 

身体障害児者生活相談 

補装具巡回相談 
 

身体障害者相談員が身体障害児者の生活等全

般の相談に応じます。 

また、補装具(補聴器・義肢・装具など)の巡

回相談も併せて受け付けますので、お気軽にお

越しください。 
 
◆とき ９月14日(火)午後１時～３時 

◆ところ 下妻公民館１階和室 
 

問 市福祉事務所 内線1574 

いきいきシニア 元気アップまつり 
 

県社会福祉協議会では、老人の日・老人週間に

あわせ元気な高齢者が活躍するため、いきいきシ

ニア元気アップまつりを開催します。 
 
◆期日 ９月15日(水)～20日(月) 

◆時間・内容 

 ①メイン会場[茨城県総合福祉会館] 

  午前９時～午後４時30分 

   (20日は午前10時～午後４時) 

  ・元気な高齢者を対象にした事業と高齢者に 

   よる作品を展示 

  ・川又南岳氏による記念講演、高齢者芸能発 

   表・体験コーナー 

②サテライト会場[イオンモール水戸内原店] 

午前10時～午後10時 

 (20日は午後８時まで) 

  ｢ぼく☆わたしのおじいちゃん☆おばあちゃん 

   の絵コンクール｣入賞作品 

◆参加費 無料 
 

問 県社会福祉協議会 茨城わくわくセンター 

   029-243-8989 

募 集 

「みどり香るまちづくり」企画コンテスト 
     
◆対象 地方公共団体、民間企業、学校法人、商店会、 

    町内会等の住民団体やNPOなど。 

◆企画要件 かおりの樹木・宿根草・その他の草花を原 

      則として150本(株)程度以上(かおりの樹木 

      30本程度以上を含む)を用い街区・近郊地 

      区等の｢みどり香るまちづくり」を演出する 

      企画であること。 

◆応募期限 10月29日(金) ※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 環境省大気生活環境室 03-5521-8299 

   ホームページ http://www.env.go.jp/ 

『筑波山アカデミー』受講者募集 
  
●日程(全三回) 

 
《午前の部(講義)》 

・第1回 9月9日(木) 

    ｢筑波山の歴史と保全｣ 

 講師 筑波山神社宮司 田中 泰一 氏 

｢筑波山を歩く｣ 

 講師 県環境アドバイザー 吉武 和次郎 氏 

・第2回 9月22日(水) 

｢筑波山の昆虫｣ 

 講師 筑波生物の会会長 小菅 次男 氏 

・第3回 10月7日(木) 

｢筑波山の秋の植物｣ 

 講師 自然博物館企画課長 小幡 和男 氏 
 
 《午後の部(自然観察会)》 
 
●集合場所 

 第1回  筑波山神社参集殿 

 第2・３回 筑波山御幸ケ原休憩所 

●募集人数 30名程度 

●参加費 無料 
 

問 申 県環境政策課 

     029-301-2946 


