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しもつま 広
報 

個人事業税第一期分の納付について 
 

個人で事業をしている方は、一定の所得を超えた場合に個人事

業税が課税され、原則として２回に分けての納付になります。 

なお、第１期分の納税通知書を８月中旬に送付しますので、８

月31日(月)の納期限までに必ず納付してください。 
  
◎納税に便利な口座振替制度もありますので、詳しくは、お問い 

 合わせください。 
 

問 筑西県税事務所 

   課税第一課(課税について) 24-9192 

   総務課管理担当(口座振替について)  24-9184 

子ども手当の現況届を忘れていませんか 
 
 子ども手当を受給している方は、6月1日現在の養育状況等

について、6月30日までに現況届を提出することになってい

ます。 

4月・5月に新規に認定請求した方は、平成22年6月の現

況届は不要ですが、4月・5月に額改定の請求をした方(4月1

日現在、中学2年生・3年生の児童と小学生以下の児童がいる

方)、子どもと同居せず監護している方および子どもが海外に

居住している方は、現況届が必要となります。 

提出がない場合は、受給資格があっても6月以降の手当が

受けられなくなりますので、至急、手続きをしてください。 
  
◆受付場所 市役所第二庁舎1階 福祉事務所 

◆受付時間 午前8時30分～午後5時15分 

◆持参するもの 

・子ども手当現況届(6月中旬までに対象者へ郵送しました) 

・印鑑(ゴム印不可) 

・健康保険証の写し(市国民健康保険以外の方はコピー必要) 

※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。 

・受給者と支給要件児童が別居の場合は、児童の属する 

 世帯の住民票謄本 
 

問 市福祉事務所 内線1576 

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 

児童扶養手当の現況届を 

提出してください 
 
 児童扶養手当を受けている方は、今後の受

給資格要件を確認するために毎年8月に現況

届の提出が必要です。この届により、受給者

および扶養義務者の前年の所得の状況と児童

の養育状況を確認します。現在、所得制限等

により手当を受給していない方も届出が必要

です。 

 対象の方には、個別に通知しますので、手

続きをしてください。 

 この届を忘れると手当の支払いが一時差止

になりますのでご注意ください。 

 また、２年間提出がないときは、時効によ

り受給資格が喪失となります。 
 
◆受付日時(平日のみ受付) 

 8月16日(月)～31日(火) 

 午前9時～11時30分 

 午後１時～4時30分 

◆受付場所 

 市役所第二庁舎１階 

 福祉事務所 

◆持参するもの 

《全員持参するもの》 

・現況届の用紙 

・養育費に関する申立書 

・住民票上の世帯分離について(調書) 

・印鑑(ゴム印不可) 

 《該当する方のみ持参するもの》 

  ・平成22年1月1日以降に下妻市に転入 

   した方は、平成22年度課税証明書(所 

   得・控除額・扶養人数のわかるもの) 

  ・受給開始より5年間を過ぎた方(対象 

   者には個別に通知)は、適用除外事由     

   届および事由を証明する添付書類 
 

※面談の結果、他にも個別に必要書類を持参 

 していただく場合があります。 
 

問 市福祉事務所 内線1578 

住宅リフォーム工事の一部を補助します 
 

市独自の経済対策として、市民の方を対象に住宅リフォー

ム工事の一部を補助する事業を始めます。 
 
《下妻市住宅リフォーム資金補助事業》 
 

◆平成22年９月１日以降に着工し、平成23年３月15日 

 までに完成の工事が対象となります。 

◆工事費が10万円以上(消費税除く)の工事が対象となり、 

 補助率は10％、補助金の上限は10万円です。 
 
◎その他の補助要件等、詳しくは｢申請の手引き｣または 

 市ホームページをご覧ください。 

 なお、｢申請の手引き｣および申請書様式は、市役所また 

 は下妻市商工会にあります。 
 

問 市商工観光課 内線2633・2634 

特別児童扶養手当をご存じですか 
 

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・子ども手当・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 
 
◎詳しくは、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 

案 内 



健 康 

相 談 

９月の予防接種～ポリオワクチン～ 
 
◆日時 ９月１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 

特定健康診査・基本健康診査  

 
平成22年度(８月～１月)の特定健康診査・基本健康診査を実施します。 
 
【対象者・検査項目・自己負担額】 

 ◆40歳～75歳未満(特定健康診査※１) 

   身体測定、血圧測定、腹囲測定、尿検査、眼底検査、心電図検査 

   血液検査(血中コレステロール・肝機能・血糖・貧血・尿酸・クレアチニン)・・・・・・・・・・1,000円 
   
 ◆39歳以下(基本健康診査※２) 

   身体測定、血圧測定、腹囲測定、尿検査、眼底検査、心電図検査 

   血液検査(血中コレステロール・肝機能・血糖・貧血・尿酸・クレアチニン)・・・・・・・・・・1,000円 
 
 ◆75歳以上(基本健康診査※２) 

   身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査(血中コレステロール・肝機能・血糖・クレアチニン)・・・無料   
 
  ※１特定健康診査は、下妻市国民健康保険に加入中の方が対象です。 

    健診日の２週間前までに受診券を送付します。 

    また、65歳以上の方には介護保険法により｢生活機能評価問診票｣をあわせて送付しますので、ご記入のうえ、 

    受診日にご持参ください。 

    なお、下妻市国民健康保険以外の方で、医療保険者(健康保険証の発行元)より市で受診できる受診券が送付され 

    ている方も受診できますが、検査項目および自己負担額は異なります。詳しくは、医療保険者にご確認ください。 

  ※２基本健康診査に該当する、39歳以下の方と75歳以上の方は、加入している健康保険の種類にかかわらず受診で 

    きます。受診券は、平成21年度に受診した方に送付しますので、新たに希望する方は、市保健センターにお申 

    し込みください。 

    ・75歳になる方(昭和10年4月1日～昭和11年３月31日生)は、受診日の年齢により健診内容等が変わります。   
   
   ◇対象者年齢は、平成23年３月31日における年齢です。(ただし、75歳になる方を除く) 
 
 《次の検診は加入している健康保険の種類にかかわらず受診できます》 

  ◇胸部レントゲン   結核・肺がん検診(40歳以上) ・・・・・・・・・・・・・自己負担額300円 

             結核検診(39歳以下) ・・・・・・・・・・・・・・・・・自己負担額700円 

  ◇前立腺がん検診(50歳以上の男性) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・自己負担額500円 

  ◇肝炎ウイルス検査(40歳以上で今までに検査をしたことがない方) ・・・・・・・自己負担額500円 

  ◇肺がん喀たん検査(40歳以上の胸部レントゲン検査を受診した方で希望する方)・・容器代300円  

                                          自己負担額500円 

◎後日、健診結果により、説明会・保健指導をおこないます。 
 
【持参するもの】保険証、受診券、自己負担金 
 
【健診日程・会場】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※土・日曜日の健診は混雑が予想されます。 
  

問 市保険年金課 内線1516 市保健センター 43-1990 

月日 曜日 健診会場 
受付時間 

午前9時30分～11時30分 午後1時30～3時 
8月29日 日 下妻市保健センター ※上妻・騰波ノ江・高道祖・豊加美・総上・下妻(下記以外)地区の未受診者対象 

9月6日 月 下妻市保健センター 峰・本城町 小野子町・小野子・下子町 
 7日 火 下妻市保健センター 大町 西町 
 8日 水 大宝公民館 福田・坂井 北大宝 

 9日 木 大宝公民館 大宝 大串・平沼 

10日 金 大宝公民館 横根・平川戸 下木戸 
13日 月 下妻市保健センター 堀篭・比毛 田町・不動宿・新屋敷 

11月7日 日 下妻市保健センター ※9月6日～13日の地区の未受診者対象 
平成23 

1月13日 
木 下妻市保健センター 全地区(未受診者対象) 

14日 金 下妻市保健センター 全地区(未受診者対象) 
15日 土 下妻市保健センター ※全地区(未受診者対象) 

社会保険労務士無料相談 
 
 県社会保険労務士会では、労災・退職金・ 

賃金などの労働問題の他、年金相談など、直 

接相談に応じます。 
 
 ◆社労士会｢労働・年金｣相談センター 
 

 029-228-2660 

 毎週木曜日 午前10時～午後３時 

  ※祝祭日を除く。 
 
 ※相談は、電話または面接にて対応します。 

自立支援医療(精神通院)を 

ご存じですか 
 
 自立支援医療(精神通院)とは、精神科の病気で、 

一定の症状があるために継続して通院する必要が 

ある場合、かかった医療費の自己負担分の一部を 

公費で負担する制度です。  

 これにより、自己負担額は、原則医療費の１割 

(一定所得以上は対象外)となります。 

 また、世帯の所得の状況に応じて負担上限額が 

定められ、負担が軽減されます。 
 
◆対象者 

 市内に居住し、精神科通院を必要としている方 

 (統合失調症やうつ病、てんかんなどの精神症 

 状により継続治療をしている方) 

 ※入院には適応されません。 

◆申請に必要なもの 

 ・自立支援医療用診断書(通院先の主治医が記載) 

   ※用紙は市役所にあります。 

 ・受給している方の世帯全員の保険証の写し 

 ・年金を受給している方は年金額がわかる証書 

  や振込通知書  

 ・印鑑  
 
◎自立支援医療とは別に障害者手帳(精神保健福 

 祉手帳)の申請手続きができます。 

 個別に相談に応じますのでお問い合せください。 
 

問 市福祉事務所 内線1573 

「いばらきこころのホットライン」に 

ご相談ください 
 
 県では、こころの問題について気軽に相談

できるよう電話相談をおこなっています。 

 土曜・日曜日は、フリーダイヤルでの電話

相談です。お気軽にお電話ください。 
 

《土曜・日曜日》 

  フリーダイヤル 0120-236-556   

  午前９時～12時、午後１時～４時 

※年末年始を除く。 
 

《月曜から金曜日》 

  029-244-0556 

  午前９時～12時、午後１時～４時 

  ※祝祭日、年末年始を除く。 
 

問 県障害福祉課 029-301-3368 

案 内 

健 康 
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平成22年度 第２回甲種防火管理新規講習会 
 
◆日時 10月７日(木)・８日(金) 

    午前８時30分～午後４時30分 

◆場所 古河市中央運動公園 屋内温水プール棟２階 

    研修室[古河市下大野2528] 

◆受講料 4,000円(テキスト代を含む) 

◆定員 70人 

◆申請受付 ９月６日(月)午前８時30分～ 

      ※印鑑、受講料を持参してください。 

      ※定員になり次第締め切ります。 
 

問 申 下妻消防署予防係 43-1551 

住宅用火災警報器を設置してください 
 
◆茨城西南地方広域市町村圏事務組合火災予防条例により、 

 平成18年６月１日から新築す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５月31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。 

 ・｢ＮＳ｣マークのある商品の購入を推奨します。 

 ・ 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、 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 

高道祖排水処理施設使用料の減免申請について 
 

高道祖排水処理施設区域内において、合併処理浄化槽を設

置し、法に定められた維持管理(保守点検・清掃)を実施して

いる場合、または平成22年1月1日現在で、進学や治療等に

より遠隔地に居住している方のいる世帯あるいは生活保護法

による被保護世帯については、使用料が減免になります。 

減免を受けるには申請が必要です。 
  
◆添付書類 ｢維持管理報告書等｣または 

      ｢遠隔地に居住していることがわかる書類｣ 

｢生活保護受給中であることがわかるもの｣ 

※いずれもコピー可 

◆申請方法 市農地整備課にある申請書に記入押印のうえ 

      添付書類を添えて申請してください。(郵送可) 

◆申請期限 ８月25日(水) 
 

問 申 市農地整備課(千代川庁舎) 内線2613 

測量調査にご協力を！ 
 
 高道祖(東原団地)地内において排水整備工事 

に係る第１期測量調査を実施します。 

期間中は、区域内の民有地に立ち入ることが 

ありますので、ご協力をお願いします。 
 
◆調査期間 ８月中旬～９月中旬 

◆調査区域 図のとおり 

問 市建設課 内線1718 

平成22年度 

下期 『認定農業者』募集 
 
 現在の農業経営を見直し、経営規模の拡大や集約

化・合理化等により魅力ある経営づくりを目指す意欲

ある農業者を支援するために、｢認定農業者制度｣があ

ります。 

 市では、農業経営のスペシャリストを目指す意欲あ

る方を対象に、受け付けをおこないますので、｢農業

経営改善計画認定申請書｣を提出してください。 
 
●申込期間 ９月１日(水)～24日(金) 
 

問 申 市農政課(千代川庁舎) 内線2645 

『市営住宅』入居者募集 
 
【募集住宅】 

《一般住宅》 

 ①市営石堂住宅 

  場所 小島1152(１戸) 

     小島1153-1(２戸) 

  構造 鉄筋コンクリート造４階建て 

  規格 公営住宅３ＤＫ 

  戸数 ３戸(１階部分１戸、２階部分１戸 

        ３階部分１戸) 

 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２LＤＫ 

  戸数 １戸(１階部分) 

 ③市営大宝住宅 

  場所 大宝584-１ 

  構造 木造２階建て 

  規格 公営住宅２LＤＫ 

  戸数 １戸 

◆申込資格 

 市条例で定める資格に該当する方 

【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】 

 ８月11日(水)～24日(火) 

 午前９時～午後４時30分  

 ※土・日曜日、祝祭日は除く。 

【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(うち 

  1人は必ず日本人の方)必要となります。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 市建設課 内線1713 

市内道路改修工事にご協力を！ 
 
 黒駒地内において道路改修工事を実施します。 

 工事期間中は、通行止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 ８月上旬～９月上旬 

◆工事区域 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市建設課 内線1717 

『第19回近隣市町ビーチボールバレーリーグ戦』 

参加チーム募集 
 
●日時 10月から平成23年３月(大会日５日間) 

●会場 市総合体育館 他(１チーム30～34試合) 

●種目 男女混合の部 女子の部 

●参加資格 参加選手全員がスポーツ傷害保険に加入 

      １チーム８名以上 

       (男女混合の部は男４名女４名以上、 

        女子の部は８名以上) 

●参加費 男女混合の部 8,000円 

     女子の部 7,000円 

     ※監督会議の際に納入 

●申込方法 申込用紙にメンバーを 

      記入のうえお申し込み 

      ください。 

●申込期限 ８月31日(火) 
 

申 市スポーツ振興課(千代川庁舎) 

   ※土・日曜日、祝祭日を除く。 

 市総合体育館 ※月曜日を除く。 

 受付 いずれも午前８時30分～午後５時 
 

問 下妻市ビーチボールバレー連盟リーグ戦事務局 

   (澤部) 090-7827-1756 

募 集 

案 内 

東京はかり工業 

協同組合 

茨城工業団地 

第1期調査区域

工事箇所 

上妻小学校 



             

いばらき子育てネットワーク・交流セミナーを 

開催します 
 

子育て支援の現場で使えるコミュニケーションのスキル

を学ぶことで、子育て当事者とのかかわり方、親の力を引

き出す支援のあり方を互いに検証しあいます。 

また、県内の支援者同士の交流を深め、継続的なつなが

りを得ることを目的に開催します。                                   
 
◆日時 ９月26日(日)午前10時～午後３時 

◆場所 市民ホールやたべ[つくば市谷田部4711] 

◆対象者 県内の子育て支援拠点事業運営スタッフ 

     子育て支援活動者 

     子育て支援に関心のある方  

     約80名 

◆内容 事例発表 

   子育て当事者のトークリレー 

   情報交換会 

◆参加費 無料 ※託児あり(１歳から)無料 

◆申込方法 電話・Faxまたはホームページにてお申し込み 

      ください。 

◆申込期限 ９月10日(金) 

◆主催 NPO法人ままとーん・財団法人こども未来財団 

◆後援 茨城県・つくば市 
 

問 申 NPO法人ままとーん 

     (Fax)029-838-5080 

          ホームページ http://mamatone.org 

～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 
 

下妻母親クラブでは、常総石下・三和・協

和の母親クラブと協力し、｢～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(途中休憩あり)  

    12時30分開場 

◆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 

 NHK｢おかあさんといっしょ｣や｢すくすく 

 子育て｣などにあそび歌を提供し、全国各 

 地でコンサートを開催している二人組み 

 ｢ケロポンズ｣による親子で楽しめる、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。 

 その面白さは宇宙的！と評判。 

 時間があっという間に過ぎてしまいます！ 
 
◎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 

デイキャンプを開催します 
 

しみず児童館では、児童とその保護者を対

象としたデイキャンプ(楽しい遊びのイベン

ト)を開催します。 

皆さんのお越しをお待ちしています。 
 
◆日時 8月28日(土)午前9時30分～12時 

◆場所 高道祖小学校体育館 

◆対象者 2歳から小学6年生と保護者 

     ※小学生未満は必ず保護者同伴。 

◆内容 歌や踊り、ハイハイ競争等の楽しい 

    遊びを実施します。 
 
※直接会場にお越しください。 

 参加費は無料です。 
 

問 しみず児童館 44-3855 

『ふれあい農業体験（夏秋）』 

参加者募集 
 

ビアスパークしもつまのミニ農園で、野菜を

つくってみませんか。 

ご家族、お友達といっしょに農作業を体験し

てみてください。一人で参加の方でも、女性農

業士(県知事認定)が指導してくれます。 
 

●日時 ８月29日(日)午前11時～ 

●場所 ビアスパークしもつま内 体験農園 

●参加条件 収穫およびそれまでの間、除草な 

      ど管理作業に来ることができる方 

●募集区画 30区画(１区画約1.5坪) 

      ※先着順。 

●参加費 １区画 1,000円 

※収穫物は、持ち帰りできます。 

●作付作物 ダイコン、ハクサイ 

      ブロッコリーなど 

      ※苗・種はこちらで用意します。 

●持参物 汚れても良い服装、長靴、手袋 

     帽子、タオル等 
 

問 申 ビアスパークしもつま 

     30-5121 

スキルアップ講習会を開催します 
 

社会福祉協議会では、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を開設し、協力会員

(男女、年齢、資格問わず)が一時的にお子さんをお預かりす

る相互援助をおこなっています。 

協力会員の資質向上を図るためのスキルアップ講習会を

開催しますので、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。 
 
《講演会》 

◆日時 ９月10日(金)午前10時～12時 

◆場所 ふるさと博物館 

◆内容 ｢続・子供は自分で育つ｣ 

    講師 Coaching Lab 長谷川 英輔 氏 

 ※子どもの発育に併せたより良い接し方をまなびます  

◆定員 20名 

◆参加費 無料 

 ◆申込期限 ９月３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 

あたらしい出会いを探してみませんか 
 

《ふれあいパーティ》 
 
 【坂東会場】 

 ◇日時 9月4日(土)14:00～17:00(受付13:00～) 

 ◇場所 坂東市民音楽ホール 

     [坂東市岩井5082]  

 ◇対象者 男女とも45歳まで  
        
 【守谷会場】 

 ◇日時 9月5日(日)14:00～17:00(受付13:00～) 

 ◇場所 守谷市市民交流プラザ 

     [守谷市御所ケ丘5-25-1] 

 ◇対象者 男女とも45歳まで  
 
 【結城会場】  

 ◇日時 9月11日(土)14:00～17:00(受付13:00～) 

 ◇場所 結城市民文化センター 

     [結城市中央町2-2] 

 ◇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 
 
 ◆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  

《恋愛セミナー＆出会いパーティ》 
 
◆日時 9月19日(日)13:00～16:30 

◆場所 グリーンパレス 飛鳥[境町] 

◆内容  

・第一部 13:00～13:50 

    恋愛セミナー 

    「イタリア人の恋愛観・結婚観」 

     講師 筑波学院大学講師 

         アモロソ・フィリッポ 氏 

        イタリア文化啓蒙活動家 

         アモロソ加藤・亜矢子 氏 

  ・第二部 14:00～16:30 

    独身男・女の出会いパーティ 

 ◆対象者 独身の男女 

 ◆参加費 男性4,000円 女性1,000円 

      (当日徴収) 

 ◆申込開始 随時 

 ◆主催 いばらきマリッジサポーター県西 

     地域活動協議会 

砂沼サンビーチ 

『プリザーブド・フラワー アレンジ教室』受講生募集 
 

プリザーブド・フラワーとは、生花でもドライでもな

い新しい花の形です。 

生花に独特の技術をほどこし，フレッシュなままの柔

らかさと発色を長期間お楽しみ頂けます。永遠の美しさ

を演出してみませんか。 
 
◆期日 

 第1回9月29日(水)   スウィート・ジューシー 

 第2回10月20日(水) フルール・シャンパーニュ 

 第3回11月17日(水) ジョイ！～メリークリスマス～ 

 第4回12月15日(水) 瑞々しい初春 

◆時間 

 午前の部 午前10時～12時 

 午後の部 午後１時30分～３時30分 

◆場所 砂沼サンビーチギャラリー 

◆定員 午前・午後各20名 ※先着順 

◆受講料 １受講につき2,500円 

     (花材費、レッスン代等) 

◆持ち物 新聞紙1枚，はさみ(文具用でＯＫ) 
 

問 申 砂沼サンビーチ 43-6661 

案 内 

募 集 



「古いおひなさま」「特色あるおひなさま」 

ありませんか 
 
 ふるさと博物館では、平成23年２月５日から27日の期間、

｢ひなに魅せられて～ひな人形の世界～｣を開催する予定です。 

 この展覧会では、市民の方が所蔵する｢おひなさま｣を展示し

たいと思いますので、代々大切に伝えられ保管してきた｢古い

おひなさま｣、また｢特色あるおひなさま｣をお持ちの方はご連

絡ください。 
   
◆募集期間 

 8月10日(火)～31日(火) ※月曜日を除く。 

◆募集要件 

 無償でおひなさまを出品していただける方 

◆おひなさまの要件 
 
 ・古いおひなさま(江戸時代～昭和初期頃のもの) 

   ※立ち雛・坐り雛(室町雛、寛永雛、 

    享保雛、有職
ゆうそく

雛、古今雛)など 
 
 ・特色あるおひなさま(古いもの～現代のもの) 

◆申込方法 

 電話にてお申し込みください。その際、お持ちの｢おひなさ 

 ま｣について、種類や年代、保管状態などをお聞きします。 

◆決定方法 

 電話でお聞きした内容により、職員が自宅に伺い、おひな 

 さまを見てから決定します。 

 なお、おひなさまの種類などが要件に合わなかったり、同 

 じようなおひなさまがある場合には、お断りする場合があ 

 ります。 
 

問 申 ふるさと博物館 44-7111 

平成23年度『自動車整備科推薦入学者』募集 
 
●訓練科名 自動車整備科 ２年 

●募集定員 10名 

●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 平成22年度に高等学校を卒業 

      または卒業見込みの方 

受付期間 ９月27日(月)～10月８日(金) 

提出書類 入学願書、推薦書、調査書 

試験日  10月15日(金) 

選考内容 推薦書および調査書、面接、 

     小テスト(数学) 

試験場所 県立古河産業技術専門学院 

合格発表 10月22日(金) 
 

問 申 県立古河産業技術専門学院 

     0280-76-0049 

ふるさと博物館 展覧会を開催します 
 
 夏休みワークショップ｢油絵を描いてみよう！｣に参加した児

童・生徒の作品展を開催します。 

 皆さんのご来館をお待ちしています。 

 ※休館日 ８月16日(月) 
 

問 ふるさと博物館 44-7111 

期間 展覧会名 作品 

８月12日(木)～22日(日) ｢夏休みワークショップ｣作品展 油彩 

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！ 
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しもつま 広
報 

『講座』受講生募集 
 
●講座名 自由研削といし特別教育 

●日時 10月16日(土)・23日(土) 

    午前９時～午後４時 

●定員 10人 ※定員を超えた場合は抽選。 

●受講料 2,900円(教材費含む) 

●申込方法 

 往復ハガキに①講座名②氏名③住所④電話番号(日 

 中連絡の取れる番号)⑤年齢⑥職業(会社名)⑦企業 

 申し込みの場合は担当者名・連絡先を記入のうえ、 

 郵送にてお申し込みください。 

 ※電話等による申し込みはできません。 

●申込期限 ９月15日(水)必着 
 

問 申 県立筑西産業技術専門学院 24-1714 

     〒308-0847[筑西市玉戸1336-54] 

事業主の皆さんへ 
 

現在、ハローワークでは平成23年3月卒業の高

校生対象の求人を募集しています。 

 平成21年度は、下妻所管内の就職希望者108人

に対し、93人の求人数であり、例年の半分にも満

たない求人数となりました。今年度も、7月20日

現在において、就職希望者131人に対し、53人の

求人数と、昨年以上に厳しい状況となっていますの

で、求人募集についてご検討ください。 
 

問 ハローワーク下妻 学卒係 43-3737 

平成22年度 

就学義務猶予免除者等の 

中学校卒業程度認定試験 
 
【中学校卒業程度認定試験とは】 

 学校教育法の規定により、病気などやむを得ない  

 事由によって保護者が義務教育諸学校に就学させ 

 る義務を猶予または免除された子女等に対して、 

 中学校卒業程度の学力があるかどうかを認定する 

 ための試験で、合格した者には高等学校の入学資 

 格が与えられます。 
 

◆受験資格 

次のいずれかに該当する方が受験できます。 

  ①就学義務猶予免除者である者または就学義務 

   猶予免除者であった者で、平成23年3月31 

   日までに満15歳以上になるもの 

  ②保護者が就学させる義務の猶予または免除を 

   受けず、かつ、平成23年3月31日までに満 

   15歳に達する者で、その年度の終わりまで 

   に中学校を卒業できない(④に掲げる者を除 

   く)と見込まれることについてやむを得ない 

   事由があると文部科学大臣が認めたもの 

  ③平成23年3月31日までに満16歳以上になる 

   者(①および④に掲げる者を除く) 

 ④日本の国籍を有しない者で、平成23年3月 

  31日までに満15歳以上になるもの 

◆試験期日 11月2日(火) 

◆試験会場 茨城県庁[水戸市笠原町978-６] 

◆試験科目 中学校の国語・社会・数学・理科・ 

      外国語(英語)の5教科 

◆受験料 無料 

◆願書受付期間 8月20日(金)～9月７日(火)  

        ※当日消印有効 
 

◎出願方法等、詳しくはお問い合わせください。 
 

問 文部科学省生涯学習推進課 

   03-5253-4111 内線2643 

   県教育庁義務教育課 029-301-5220 

案 内 

案 内 

募 集 

 

平成23年度『専門コース学院生～推薦入学～』募集 
 
●訓練科名・訓練期間 

 ・機械システム科 2年  ・電気工事科 １年 

●応募資格 平成23年に高等学校を卒業見込みの方 

      (学校長が推薦する者) 

●受付期間 ９月27日(月)～10月８日(金) 

●試験日 10月15日(金) 
 

問 申 県立筑西産業技術専門学院 24-1714 

 


