
お知らせ版  No.1 
 

 

 
1/2 

６ 
25 

2010 

発行◆下妻市役所［〒304-8501 下妻市本城町2丁目22番地］ 編集◆秘書課 

市役所へのお問い合わせは 0296-43-2111  www.city.shimotsuma.lg.jp 

しもつま 広
報 

『鬼怒川流域交流Ｅボート大会茨城県大会』 

参加チーム募集 
 
●日時 ８月８日(日)午前７時30分受付開始 

    ※小雨決行 

    ※予備日 ８月22日(日) 

●場所 鬼怒川河川敷[大形橋上流左岸] 

●競技方法 10人による手漕ぎ方式で予選・決勝 

      300ｍを競うタイムトライアル方式 

      ※一般の部はハンデ戦とする。 

●チーム編成 １チーム10人以上12人以下の登録 

       ※小学校４年生以上・男女混合可 

●参加費 8,000円(責任者を含む小中学生のみの 

          チームは無料) 

●募集チーム数 

 60チーム ※先着順。 

 ・一般の部 50チーム 

       (男女混合可、ただし女性５名以上) 

 ・小学生の部 10チーム 

●申込方法 市商工観光課(千代川庁舎)にある申込 

      書に記入のうえ、お申し込みください。 

      なお、申込書は観光協会ホームページ 

      (http://www.shimotsuma-kankou.jp) 

      または市役所ホームページ 

      (www.city.shimotsuma.lg.jp)からも 

      ダウンロードできます。 

●申込期限 ７月８日(木)必着 
 

問 申 市商工観光課 内線2632・2633 

平成22年度『文化祭』参加団体募集 
 

市文化祭実行委員会では、今年度の文化祭に参加す

る団体を募集します。 
 
●文化祭期間 

 10月24日(日)～11月21日(日) 

  集中展示期間(下妻・千代川会場ともに) 

  11月５日(金)～７日(日) 

●募集期間 

 ７月１日(木)～23日(金)午後５時まで 

●募集内容 

 《発表》千代川会場での発表のみ 

      ※下妻会場発表については、日程が 

       すでに決定しています。 

 《展示》下妻会場または千代川会場での展示 

●申込方法 

 市生涯学習課(千代川庁舎)にある申込書に記入の 

 うえ、お申し込みください。(郵送可) 
 

問 申 市生涯学習課 内線2835 

『茨城県身体障害者スポーツ大会』 

出場選手募集 
 

県内の身体障害者がスポーツを通じて、機能の回復

と体力の維持増強を図り、自立と社会参加を促進する

とともに、県民の身体障害者に対する理解と認識を深

め、交流を広めることを目的に開催されます。 

皆さんふるってご参加ください。 
 
●日時 ９月12日(日) 開会式９時30分 

●場所 笠松運動公園[ひたちなか市佐和2197-28] 

●対象 県内に居住している身体障害者手帳の交付を 

    受けた年齢12歳以上の方 

    ※内部障害者のみの手帳所持者は、膀胱・ 

     直腸機能障害のみとする。 

●競技種目 陸上競技、水泳、卓球他 

●申込期限 ７月２日(金) 
 

問 申 市福祉事務所 内線1573・1574 

『市長杯争奪軟式野球大会』 

参加チーム募集 
 

下妻市軟式野球連盟では、市長杯争奪軟 

式野球大会に参加するチームを募集します。 
 
●とき ７月18日・25日 

    ８月１日・８日 日曜日 

●ところ 柳原球場、砂沼球場 

●参加資格 

 市内在住・在勤の社会人で構成する 

 チーム(25人以内) 

●参加費 

 下妻市軟式野球連盟登録チーム 無料 

 その他のチーム 15,000円 

●申込期限 

 ７月２日(金)午後５時までに参加費を 

 添えてお申し込みください。 

【代表者会議】 

 ７月３日(土)午後７時より、下妻公民館 

 小会議室にて開催しますので、参加チー 

 ム代表者は必ずご出席ください。 
 

申 市スポーツ振興課(千代川庁舎) 

   ※土・日曜日を除く 

   市総合体育館 

   千代川運動公園ふれあいハウス  

 ※月曜日を除く 

 受付時間 

 いずれも午前８時30分～午後５時 
 

問 下妻市軟式野球連盟 

   (大山) 43-0707 

『交通安全スローガン』募集 
 
 交通安全を広く県民に呼びかける｢交通安全スローガン｣を募集 

しています。 優秀作品は、平成23年度から5年間、茨城県交通 

安全県民運動の統一スローガンとして広報・啓発に使用します。 
 
●募集作品 交通ルールの遵守や交通マナーの向上、高齢者や 

      子どもの交通事故防止、飲酒運転の根絶、シート 

      ベルトの着用など交通安全に関するもの(形式自由) 

●募集期限 ９月13日(月) ※当日消印有効 
 
◎応募方法等、詳しくは県生活文化課安全なまちづくり推進室の 

 ホームページをご覧ください。 

  http://www.anzen.pref.ibaraki.jp/ 

 なお、応募用紙は市民安全課にもあります。 
 

問 申 県生活文化課 029-301-2842 

『里山林保全の会』会員募集 
 

平地林や里山林は、身近なやすらぎの場であり、生活環境の保 

全や美しい景観の維持など多くの公益的機能を有していますが、

近年では手入れ不足により、減少と荒廃が進んでいます。 

そこで、里山林を守り、憩いの場にする活動を応援してくださ 

る方を募集します。 
 
●活動箇所 下妻市半谷(西山地区)地内 

●活動内容 ・森林探索用小道作り 

     ・クワガタ、カブト虫の幼虫の生息保護箇所作り 

 ※７月～８月にかけてクワガタ、カブト虫を採取でき 

  ます。(お子さんは保護者同伴) 

●年会費 1,000円 
 

問 申 下妻里山林保全の会(金子) 44-5076  

さそい合って！軽く運動してみませんか 

《パークゴルフ場》 
 
 18ホール 909メートル パー66 

 パークゴルフは、北海道で生まれた人気上昇中のニュー 

 スポーツで、クラブ１本とボールがあればプレーすること 

 ができます。  

 また、ルールは簡単で、１コース９ホールの距離が500m 

 未満と短く、あまり体力を必要としないので、老若男女を 

 問わずプレーが楽しめます。 
 
 ◆コース使用料 大人 400円 

         小中学生 200円 ※小学生は保護者同伴。 

 ◆用具使用料 大人のみ １回100円 

 ◆利用時間 午前９時～午後４時30分(11～３月は午後４時) 
 

問 申 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 45-0200 ※月曜日(月曜日が祝日の時は火曜日)を除く。 

小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 

緑の中でバーベキューを楽しみませんか 

《バーベキュー場》 
  
 ◆利用料 

  1か所 1,500円 

  (鉄板・網・フライ返し・ 

   トング・掃除道具込み) 

 ◆利用時間 

  午前10時～午後４時 

  (道具の清掃時間を含む) 

 ◆申込方法 

  電話または来所にてお申し込みくだ 

  さい。 

  ※利用日の２か月前から受け付けます。 

案 内 

募 集 

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 



裁判所事務官Ⅲ種試験 
 
◆受験資格 平成元年4月2日から平成５年4月1日まで 

      に生まれた方  

◆試験日 第１次試験 ９月12日(日) 

     第２次試験 10月中旬～下旬 

◆試験種目 第１次試験 教養・適性試験(択一式)、作文 

      第２次試験 口述試験(個別面接) 

◆申込期間 ７月13日(火)～22日(木) ※当日消印有効 

      ※申込書は、必ず簡易書留郵便で提出して 

       ください。 
 
◎申込方法等、詳しくはお問い合わせください。 
 

問 水戸地方裁判所事務局 総務課 

    029-224-8421 

『講座』受講生募集 
 
●講座名 機械図面の読み方・描き方 

●実施日 ８月26日(木)・27日(金) 

     午前９時～午後４時 

●内容 機械図面の基本的な知識と製図関係規格に 

    ついて 

●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 ７月16日(金)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] 

《古河産業技術専門学院》 
  
◆日時 ７月23日 ・8月20日・９月17日 

金曜日 午後１時～３時 

◆場所 古河産業技術専門学院 

◆対象科 自動車整備科・板金科 

◆定員 各科10名 
 
◎申込方法等、詳しくはホームページをご覧ください。 

 (http://business2.plala.or.jp/sangisen/) 
 

問 申 県立古河産業技術専門学院 

     0280-76-0049 

～事業主の皆さんへ～退職金は国の制度で 
 

中小企業退職金共済制度は、短時間労働者の方

のための特例掛金月額も用意されているほか、国

による掛金助成や税法上の優遇も受けられます。 
 
◎制度内容等、詳しくはお問い合わせください。 
 

問 (独)勤労者退職金共済機構 

   中小企業退職金共済事業本部 

   03-3436-0151 

《結城看護専門学校》 
 
◆日時 ７月31日(土)・８月３日(火) 

    午前９時30分～12時30分 

◆会場 結城看護専門学校[結城市大字結城1211-7] 

◆内容 校内見学、看護実習体験(血圧測定・赤ちゃん 

    の沐浴など)、在校生との交流会、進路相談 

◆対象者 看護学校進学希望者およびその保護者 

◆申込方法 

 １週間前までに電話・Faxまたは 

 電子メールにてお申し込みください。 

 (氏名・連絡先・希望日を明記) 
 

問 申 茨城県結城看護専門学校 

     33-1922 Fax33-1920 

     E-mail yukinu@yukinu.or.jp 

オープンキャンパスを開催します 

『放送大学』10月入学生募集 
 
 放送大学は、テレビなどの放送により授業を 

おこなう通信制の大学です。 

 働きながら学んで大学を卒業したい、学びを 

楽しみたいなど、さまざまな目的で、幅広い世 

代の方が学んでいます。 

 現在、平成22年度10月入学生を募集してい 

ます。詳しい資料を無料で送付しますので、お 

気軽にお問い合わせください。 

 なお、出願期間は８月31日(火)までです。 
 

問 申 放送大学学習センター 

     029-228-0683 

     ホームページ 

      http://www.ouj.ac.jp 

消防官を募集します 
 
【採用予定人員】 消防職 若干名 

【受験資格】 

 

 

 

 ※上記の資格に該当する人であっても、次のいずれか一つに該当する人は受験できません。 

  ・日本国籍を有しない人、成年被後見人、被保佐人   

  ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの人 

  ・茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人 

  ・日本国憲法施行の日以後、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党 

   その他の団体を結成し、またはこれに加入した人 
 
 ●身体的要件 

  《身長》おおむね160cm以上  《体重》おおむね50kg以上  《胸囲》身長のおおむね2分の1以上 

  《視力》矯正視力を含み両眼で0.7以上、かつ一眼でそれぞれ0.3以上であること。 

      また、赤色、青色および黄色の色彩の識別ができること 

  《聴力》左右とも正常であること 

  《その他》心身ともに健康で消防官として職務を遂行するために必要な能力と体力があると認められること 

【試験日および試験会場】 

 

 

 
 

【申込期間】 ７月12日(月)～8月６日(金) ※当日消印有効 

       受付時間 午前８時30分～午後５時15分 ※土・日曜日、祝祭日を除く。 

【申込書の請求先】 消防本部および各消防署(下妻・古河・坂東・総和)または広域圏内の消防分署 
 

問 申 茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部 0280-47-0124 

     〒306-0053[古河市中田1683-9] 

第１次試験 試験科目および試験会場 

９月11日(土) 

午前８時30分～ 

(受付 午前８時～) 

体力検査 

古河市生涯学習センター総和(とねミドリ館)  

[古河市前林1953-１] 

持参品 受験票、筆記用具、運動着、運動靴 

９月19日(日) 

午前８時30分～ 

(受付 午前８時～) 

教養試験、作文試験、適性検査  
古河市役所三和庁舎 ３階会議室 

[古河市仁連2065] 

持参品 受験票、筆記用具 

年齢 資格・免許等 

昭和60年４月２日から平成５

年４月１日までに生まれた人 

高校、短大(高等専門学校、専修学校含む)、大学を

卒業した人または平成23年３月卒業見込みの人 

第２次試験 試験科目および試験会場 

10月下旬 

予定 

面接試験 
※第１次試験合格者に対し別途日 

 時および会場を指定して実施。 

持参品 受験票、筆記用具 

※第１次試験は、２日間おこないます。 

 なお、試験科目ごとに試験会場が異なります 

 のでご注意ください。 

募 集 

浄化槽をお使いの皆さんへ 
～法定検査を受けましょう～ 
 

浄化槽の所有者は、保守点検と清掃を定期的に

おこない、それらが適正におこなわれているかを

確認するための法定検査を受けることが法律で義

務付けられています。 

 この法定検査を受けていない方には、指導・勧

告・命令がだされ(県の職員が直接、受検指導に伺

うことがあります)、命令に違反した場合には、過

料に処せられることがありますので、県指定検査

機関(県水質保全協会 029-227-4836)にお申

し込みのうえ、必ず検査を受けてください。 
 

問 県環境対策課 029-301-2966 

平成２２年度 

甲種防火管理者講習会（再講習） 
 
◆日時 ８月10日(火)午後１時～４時30分 

◆場所 広域中央運動公園 屋内温水プール棟 

    ２階 研修室[古河市下大野2528] 

◆受講料 1,700円(テキスト代) 

◆定員 下妻消防署管内 15人  

    古河消防署管内 20人 

    坂東消防署管内 15人 

◆申請受付 ７月12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。 
 
◎特定防火対象物(収容人員300人以上)の甲種 

 防火管理者は、受講後５年以内に再講習が必 

 要となります。 
 

問 申 下妻消防署予防係 43-1551 

古河消防署予防係 

 0280-47-0120 

     坂東消防署予防係 

      0297-35-2129 

案 内 
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鬼怒川・小貝川クリーン大作戦を実施します 
 

毎年７月の｢河川愛護月間｣に実施している｢鬼怒川・小

貝川クリーン大作戦｣は、鬼怒川・小貝川の沿岸市町村と

栃木県・茨城県および国土交通省下館河川事務所などで構

成する｢鬼怒川・小貝川サミット会議｣の広域イベントの一

つとして、沿川住民、河川敷占用者、河川利用者のほか、

各種団体の協力を得て、河川敷のゴミを一掃することによ

り常に河川を美しく保ち正しく安全に利用する運動を推進

するものです。 

地域の皆さんの河川清掃へのご協力をお願いします。 
 
◆日時 ７月10日(土)午前7時～9時 

     ※小雨決行。豪雨等により中止の場合は、 

      防災無線にて連絡します。 

◆場所 鬼怒川・小貝川河川敷 
 

問 市建設課 内線1714・1715 

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 ７月13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 

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 ７月22日(木) 

    午前9時30分～11時30分 

    ※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 ７月16日(金) 
 

問 申 県立下妻養護学校(本橋) 

     44-1800 

７月から平成22年度の国民年金保険料の 

免除・納付猶予申請受け付けが始まります 
 

平成22年度の国民年金保険料は月額15,100円ですが、経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合は、保

険年金課(本庁舎)またはくらしの窓口課(千代川庁舎)に申請し、日本年金機構で承認されると保険料の納付が免

除・猶予となる｢保険料免除制度｣や｢若年者納付猶予制度｣があります。 
 

◆保険料免除を申請する場合は、本人、配偶者、世帯主の前年所得が、それぞれ一定の基準額以下であることが 

 条件です。 
 
 ◇全額免除(納付猶予)や一部納付の所得基準の｢めやす｣  

 

 

 

 

 

 

 

   ※所得ベース概算（  ）内は収入ベース 
 
◆若年者納付猶予制度について 

20歳代の方(学生を除く)で、本人および配偶者の所得が一定額以下の場合、世帯主の方の所得にかかわらず 

申請により保険料の納付が猶予されます。 
 

◆保険料免除・若年者納付猶予申請に必要なもの 

 年金手帳、印鑑、今年１月以降に転入した方は前住所地での平成21年中の所得状況(扶養人数および控除額等 

 の記載のあるもの)を証明するもの、失業の場合は、雇用保険の｢雇用保険受給資格者証｣または｢離職票｣など 

 の写しを添付してください。 

 代理の方がお越しの際は、身分証明書(免許証、健康保険証等)をご持参ください。 
 
◆免除された保険料等の追納について 

 免除または猶予された保険料については、10年以内に納付することができます。 

 ただし、承認された年度から３年度目以降に納付する場合は、経過した年数に応じた 

 一定の加算額が加わります。 
 
◆全額免除・納付猶予の継続申請について 

平成21年度に全額免除・若年者納付猶予を承認された方(該当月から平成22年６月まで)は、申請時に継続審 

査を希望していた場合、平成22年度の全額免除・若年者納付猶予の申請をあらためておこなわなくても、継 

続して申請があったものとして自動的に審査をおこないます。 

 ただし、若年者納付猶予に該当した方のうち、平成22年６月までに30歳になる方、失業の場合や天災等を理 

 由として承認された方、一部納付または却下に該当した場合は、継続審査とならないため、従来通り毎年申請 

 が必要です。 
 

問 日本年金機構下館年金事務所 25-0811   市保険年金課 内線1518 

世帯構成 
全額免除 

納付猶予 

一部納付 

1/4納付 1/2納付 3/4納付 

４人世帯(夫婦、子供２人) 162(257)万円 230(354)万円    282(420)万円 335(486)万円 

２人世帯(夫婦のみ) 92(157)万円 142(229)万円 195(304)万円 247(376)万円 

単身世帯 57(122)万円 93(158)万円 141(227)万円 189(296)万円 

平成22年10月１日 国勢調査を実施します 
 
◆国勢調査は、日本に住んでいるすべての人および世帯が 

 対象です。 

◆平成22年国勢調査は、我が国が本格的な人口減少社会  

 となって実施する最初の国勢調査で、日本の未来を考え 

 るために欠くことのできない最新の人口・世帯の実態を 

 明らかにする重要な調査です。 

◆調査結果は、さまざまな法令で使われるほか、 

 社会福祉・雇用対策・生活環境の整備など、 

 私たちの暮らしのために役立てられます。 
 

問 市企画課 内線1316 

第31投票区の投票所が 

変更になります 
 
 ７月11日執行の参議院議員通常選挙から、

第31投票区の投票所が変更になりますので、

投票の際は、お間違えのないようにご注意願い

ます。 
 
 【変更前】蚕飼小学校体育館 

 

 

 【変更後】やすらぎの里ふるさと交流館 

      リフレこかい 

      (やすらぎの里しもつま内) 

      [大園木251-１] 
 

問 市選挙管理委員会 

   内線1131・1132 

７月は「社会を明るくする運動」の 

強調月間です 
 

社会を明るくする運動は、すべての国民が、犯罪や非行

の防止と、罪を犯した人たちの更生について理解を深め、

それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明

るい社会を築こうとする全国的な運動です。 

 この運動は、今年で60回を迎え、｢社会を明るくする運

動～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカ

ラ｣という新たな名称のもと、７月を強調月間として運動

を推進しています。 

 家庭、職場、学校、地域社会が一体となって、地域に根

ざした幅広い活動を展開していく必要がありますので、皆

さんのご協力をお願いします。 
 

問 第60回“社会を明るくする運動” 

   下妻市推進委員会(主唱 法務省)事務局 

   市福祉事務所 内線1583 

案 内 

案 内 



健 康 募 集 

市内の催し 

乳がん集団検診～予約受付～ 
 

乳がん検診は、加入している健康保険の種類にかかわらず受診することができます。 

受診を希望する方は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17日(金)・21日(火)・22日(水) 

       下妻市保健センター 10月７日(木)・８日(金)・12日(火)・13日(水)・14日(木)・15日(金) 
  

◆対象者・検査内容・定員・自己負担額 

  ※対象者の年齢は、平成23年3月31日現在の年齢となります。 

  ※30歳以上の方は、上記いずれかの検査を受診することが出来ます。 
 
◆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。 
 
◆申込期間 ７月５日(月)～８月13日(金) 

       ※定員になり次第締め切ります。 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

対象者 検査内容 定員 自己負担額 

30歳～39歳 

超音波 
午前・午後 

各17人 
  500円 41歳以上の奇数年齢 

59歳以上の奇数年齢 

40・42・44・

46・48歳 

超音波 

X線(マンモグラフィー２方向) 午前・午後 

各17人 

1,300円 

50・52・54・ 

56歳 

超音波 

X線(マンモグラフィー１方向) 
1,000円 

58歳以上の偶数年齢 X線(マンモグラフィー１方向) 
午前・午後 

各17人 
  500円 

《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23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した 

 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。 

図書館おはなし会／７月 
 

市立図書館の７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 ７月10日(土) 

    午前10時30分～11時30分 

    午後２時～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 

公民館おはなしの会／７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 ７月17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 

「おしゃべりサロン」をご利用ください 
 
 県では、新しい可能性を切り開くための機会となるよう

交流・情報提供の場を提供しています。 

日頃感じている、家族や子育て、人づきあいや仕事につ

いて、お互いの思いを語り合いましょう。 
 
◆日時 ７月2日、8月6日、9月3日、10月1日、 

    11月5日、12月3日、平成23年1月７日、 

    2月4日、3月4日 金曜日 午前10時～12時 

◆場所 県女性プラザ男女共同参画支援室 

    (いばらき就職支援センター内) 

    ※お車で来場の際は、県三の丸庁舎駐車場を 

     ご利用ください。 

◆募集人員 10名 ※先着順。 

◆参加費 無料 
 

問 申 県女性青少年課女性プラザ男女共同参画支援室  

     029-233-3982 

図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 
 
■とき ７月17日(土)・20日(火)午後２時～ 

■上映作品 

 ｢ガラスのうさぎ｣高木敏子 (2008年／日本／32分) 

【あらすじ】 

 ～言葉の力で平和を築く～『ガラスのうさぎ』の出版を機 

 に戦争の悲惨さと平和の尊さを訴え続ける高木敏子さん。 

 病魔と闘い、生命を削りながらの｢平和行脚｣は、30年で 

 1200回を越える。世界9カ国語に翻訳された『ガラスの 

 うさぎ』の朗読と高木さんのインタビューで綴る平和への 

 メッセージ。 
 
《子ども映画会》 
 
■とき ７月24日(土)午後２時～ 

■上映作品 

 ｢アリババと四十人の盗賊／ 

  おしゃれなクジャク／かえるの冒険／ 

  ロミオとジュリエット｣(60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 

ペアレント交流会（結婚相談）を開催します 
 
◆日時 ７月26日(月)午後6時～  

◆場所 ホテルニューつたや[筑西市南町] 

◆対象者 結婚を希望する独身者(男女)の親 30名 

     ※先着順。 

◆参加費 5,000円(食事付) 

◆後援 いばらき出会いサポートセンター・筑西市 
 

問 申 NPO法人メドウルミートクラブ 25-2678 

『農業体験ふれあい交流』 

参加者募集 
～この夏、農業を体験してみませんか～ 
  
●日時 ８月７日(土)午前11時から 

      ８日(日)午後３時まで(１泊２日) 

●集合場所 筑西合同庁舎[筑西市二木成615] 

●対象 農業に興味のある若者 30名 

●内容 

 ①４Hクラブ員(地域の農業後継者)の田畑で 

  農業体験 

 ②田舎のごちそうづくり体験(筑西地域女性 

  農業士と一緒にそば・豆腐づくり体験) 

 ③地元の新鮮な農畜産物を食材にバーベ 

  キュー交流会 

●宿泊場所 筑西地域職業訓練センター 

      [桜川市下泉] 

●参加費 3,000円(交通費自己負担) 

●申込期限 ７月９日(金) 
 

問 申 県西農林事務所 

     (筑西地域農業改良普及センター) 

     24-9206 

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 ７月18日(日)14:00～17:00(受付13:00～) 

◇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]  
  
【下妻会場(下妻市後援)】 

《アラフォーふれあいパーティ》 

◇日時 ７月25日(日)14:00～17:00(受付13:00～) 

◇場所 ビアスパークしもつま[長塚乙70-3] 
 
◆対象者 Ａコース 男女とも40歳まで  

     Ｂコース 男女とも40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  

７月19日から９月1日は 

霞ヶ浦水質浄化強化月間です 
 
 県民の皆さんに霞ヶ浦に対する理解を深めて

もらうとともに、流域住民の浄化に対する意識

の高揚と実践活動の推進を図ることを目的とし

て、県民と市民団体、行政等が連携して水質浄

化に関する啓発活動を重点的に実施します。 
 
◆主な事業 

◆協力 霞ヶ浦問題研究会 

    国土交通省霞ヶ浦河川事務所 ほか 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 茨城県霞ヶ浦環境科学センター 

   029-828-0961 

事業名 対象等 時期 

霞ヶ浦環境科学センター 

夏祭り2010 
県民 8/21 

泳げる霞ヶ浦市民フェス

ティバル 
県民 ７/19 

水質浄化ポスター・壁新聞

の募集・表彰 
県内 

小中高生 
９/17 

締切 
2010年霞ヶ浦横断遠泳を

楽しむ会 
県民 ７/25 

(予定) 
｢霞ヶ浦の日｣浄化キャン

ペーン 
流域 

市町村 
９/１ 

ほか 

案 内 


