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しもつま 広
報 

市内の催し 

 福  受給者証が新しくなります 
 
 現在ご使用の 福 医療福祉費受給者証は６月 

30日で使用できなくなりますので、新しい受 

給者証を交付します。 

 更新は６月27日(日)におこないます。 

 なお、該当する方には、個別に通知します。 
 
◆該当する方 

 ひとり親、重度心身障害者 
 
◆対象となる方 
 
【ひとり親の場合】 

 ・18歳未満の児童および20歳未満の障 

  害児・高校在学者を監護している父子 

  家庭の父とその子および母子家庭の母 

  とその子 

 ・父もしくは母が重度障害者である父子 

  もしくは母子など 

 ・父母のいない児童を養育している配偶 

  者のない男子および女子または婚姻し 

  たことのない男子および女子 
 
【重度心身障害者の場合】 

 ・身体障害者手帳１・２級 に該当の方 

 ・身体障害者手帳３級に該当の方でその 

  障害名が心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、 

  膀胱、直腸、小腸またはヒト免疫不全 

  ウィルスの機能障害とされる方 

 ・療育手帳の判定 A またはA判定の方 

 ・国民年金の障害年金１級など 

 ・身体障害者手帳３級の方でかつ療育手 

  帳判定Bの方 

 ・特別児童手当１級など 
 
※受給には所得制限が設けられています。 
 

問 市保険年金課 

   医療福祉係    

内線1514 

子ども手当の現況届をお忘れなく 
 
 子ども手当については、毎年６月中に６月１日における養

育状況等の確認のため、現況届を提出していただきます。こ

の届出をしないと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、必ず届出を済ませてください。 

 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。ただし、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。 
 
【日時】 

 ６月19日(土) 

 午前９時～11時30分 

 午後１時～４時 

【場所】 

 市役所第二庁舎３階 大会議室 
 

 ※都合が悪い方は、６月30日まで(土・日曜日を除く) 

  に市福祉事務所へお越しください。 

  なお、現況届は窓口での受け付けが原則ですが、郵 

  送でも受け付けします。(子どもと別居している方、 

  外国人を除く) 

 ※当日は、番号札を設置しますので、順番にお取りに 

  なってお待ちください。 
 
【持参するもの】 

◆子ども手当現況届 

 ※対象となる方には個別に通知します。 

◆印鑑(スタンプ式不可) 

◆健康保険証の写し(厚生年金加入者の方・社会保険証 

 を使用している方のみ) 

※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。市福祉事務所ではコピーできません。 

◆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)が別居の場合は、児童の属する世帯の住民 

 票謄本 
 

※外国人の方は、この他に必要な書類がありますので、 

 お問い合わせください。 
 

問 市福祉事務所 児童福祉係 内線1576 

図書館おはなし会／特別編 
 

市立図書館では、｢おはなしの花たば(おはなし会

～特別編～)｣を開催します。 

今回は、他の読み聞かせサークルからの参加も

あり、盛り沢山の内容でお届けします。 

参加は自由です。お気軽にお越しください。 
 
◆とき ７月３日(土)午前10時30分～12時 

◆ところ 市立図書館２階 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 

｢介護保険負担限度額認定証｣の 

申請を受け付けます 
 

介護保険では介護保険施設(介護老人福祉施設・介

護老人保健施設・介護療養型医療施設)入所者および

ショートステイ利用者の居住費(滞在費)・食費は原

則自己負担となっていますが、平成22年度市民税が

非課税世帯の方等は自己負担が軽減されます。 

申請により｢介護保険負担限度額認定証｣を交付し

ますので、申請してください。なお、21年度に    

認定を受けている方も毎年申請が必要となります。 
 
◆減額認定期間 ７月１日(木) 

         ～平成23年６月30日(木) 

◆申請受付期間 ６月14日(月)から 
 
 ※8月以降申請の場合は認定期間が申請月から 

  になります。 
 

問 申 市介護保険課 内線1536・153７ 

砂沼サンビーチ 
 
《入り口前広場への出店について》 
 砂沼サンビーチ｢入り口前広場｣において、地元産品等

を販売してみませんか。 
 
◆対象者 市に関係する公共的・公益的団体および 

     市内事業所(農家等含む) 

◆出店期間 ７月17日(土)～８月31日(火) 

◆出店料等 占用利用料 

       平日 １㎡当り100円 

      土・日曜日、祝日、お盆期間中 

         １㎡当り200円 

※その他、売上額に応じ出店料が掛かります。 

◆その他 販売品目や販売時間等、詳しくは市都市整 

     備課までお問い合わせください。 

     販売スペースの都合上、出店希望者多数の 

     場合はお断りすることもあります。 
 

《よさこいソーラン出場者募集》 
 砂沼サンビーチ特設ステージで開催する、よさこい

ソーランに出場を希望する団体を募集します。 
  
●日時 ７月18日(日)12時30分 

●場所 砂沼サンビーチ 流れるプール横｢特設ステージ｣ 

●内容 よさこいソーラングループによる踊り披露 

    １団体15分程度(事前にテープ等の提出有り) 

●その他 出場料は無料 

     出場者への出演料はありませんが、サン 

     ビーチ入園料は免除になります。 

     申し込み多数の場合は、出場をお断りする 

     こともあります。 

●申込期限 ６月30日(水) 
  

問 申 市都市整備課 内線1725 

ふるさと博物館 
 
《市民ギャラリー（貸しギャラリー）募集》 

ふるさと博物館では、企画展示室を｢市民ギャラリー

(貸しギャラリー)｣として利用していただき展覧会を開催

しています。 

今年度も展覧会を予定していますので、作品発表の場

としてぜひご活用ください。 

※館内は、植物等の展示には使用できません。 
 
◎開催日程等、詳しくはお問い合わせください。 
 

《６月の展覧会》 

  皆さんのご来館をお待ちしています。 
 

問 ふるさと博物館 44-7111 

期間 展覧会名 作品 

６月18日(金)～20日(日) 二科会写真部 

 ｢茨城支部巡回展｣ 
写真 

６月24日(木)～27日(日) グループ叢 ｢絵画展｣ 油彩 

～期間限定～ 

しもつま温泉入浴ポイントカードを実施します 
 

ビアスパークしもつまでは、しもつま温泉を利用 

した方にポイントカードによるサービス(プレゼント) 

を実施します。 

皆さんのご来場をお待ちしています。 
 
◆実施期間 

 ６月15日(火)～12月31日(金) 

◆ポイント特典 

 10回分・・｢福よ来い納豆｣と｢地ビール｣のセット 

 20回分・・温泉入浴券 
 
※温泉入浴料が、午後８時以降割り引きになります。 

大人800円→600円 小人500円→400円 
 

問 ビアスパークしもつま 30-5121 

案 内 

案 内 



資源物および有害ごみの出し方について 
 
 資源物および有害ごみについては、ごみ収集カレンダーの収集日をよく確認して収集日当日、午前８時までに

出してください。 

 きちんと分別していない、収集後に出すなど、ルールを守らないで出された場合は、収集をおこないません。  

 なお、｢かん・びん・古紙・古布｣は資源物です。リサイクルにご協力ください。 
 
【分別方法】 

 ※スプレー缶は必ず中身を使い切り、安全な場所で穴をあけて不燃ごみの日に出してください。 
 

問 市生活環境課 内線1423 

自動車の納税はお済ですか 
 
 自動車税の納期限は、毎年5月末日です。 

 納期限を過ぎると、税額のほかに延滞金もあわせて納

めることになります。 

納めていただけない場合、財産(預金、給与、自動車登

録差押・タイヤロック、不動産など)の差押など、滞納処

分をおこなうことになりますので、ご注意願います。 

納税が済んでいない方は、至急に納めていただくよう

お願いします。 
 

問 筑西県税事務所 24-9190 

収集品目 収集日 出せるもの 出せないもの 排出方法 
資源物(かん) 月２回 飲食料用の 

 アルミ缶・スチール缶 
リサイクル表示のある 

 菓子缶・缶詰の缶 

リサイクル表示のない缶 
 スプレー缶 
錆びている缶 
焼け焦げた缶 

中を洗って、かん用のコンテナ

へ入れる 
  

資源物(びん) 月２回 飲食料用・化粧品用の 
無色透明びん 
茶色びん 
緑・青・黒びん 

陶磁器、コップ 
農薬のびん 
耐熱ガラス 
蛍光管・電球 

中を洗い、キャップを必ずはず

し、びん用コンテナへ色別に入

れる 
  

資源物(古紙) 月２回 段ボール 
新聞紙・折込チラシ 
雑誌類 
紙パック(500ml以上) 

ざつ紙 

変色や焼けた新聞紙 
ビニールで包装してある雑誌 
プラスチックカバーがある雑誌 
ベニヤ・発泡スチロールなどがつ

いた段ボール 
ワックス・ロウ塗り加工してある

段ボール 
感熱紙・カーボン紙 
ワックス加工紙・点字用紙 
アルミ加工された紙パック 

種類別にひもでしばって出す 
  
※紙パックは中を洗い、切り 

 開き、乾かしたうえでひも 

 でしばって出す 

資源物 
(ペットボトル) 

月２回 飲食料用のペットボトル ペットボトルリサイクルマークの

表示のない油・ソース・洗剤・

シャンプー等の容器 

キャップ・ラベルをはずし、中

を水洗いして、ペットボトル回

収ネットに入れる(はずした

キャップを一緒に入れる) 
資源物(古布) 月１回 洋服・肌着・シャツ 

タオル・カーテン 
毛布・布団・座布団・コタツ布団 
ぬいぐるみ 
ダウンジャケット(綿の入ってい

るもの) 
スキーウェア 
ゴム製品・革製品 

透明または半透明の袋に入れる

(市指定ごみ袋では出さない) 

有害ごみ 隔月１回 蛍光管・電球 
水銀式体温計 
乾電池類 

割れた蛍光管・電球 
充電式乾電池 

専用コンテナまたはびん用コン

テナ(代用)へ入れる 

検定満了の水道メーターを交換します 
 
 水道メーターは、法により８年ごとの交換が義務 

付けられています。 
 
◆作業場所 市内全域 

◆作業期間 6月下旬～12月下旬 

◆交換対象メーター 

 平成14年4月～平成15年3月までに取付けしたもの 

 ※対象の方には、交換前に個別に通知します。 

◆委託業者(指定給水装置工事事業者) 

 第一環境株式会社 

  ※作業員は、身分証明書を携帯しています。 

◆その他 

 ・メーター交換作業は30分程度で終了しますが、 

  作業中は一時的に水道が使用できなくなります。 

  また、交換後は一時的に濁り水や空気による白 

  い水がでることがありますので少し水を流して 

  からお使いください。 

 ・ご不在でも交換します。(交換工事の代金無料) 

  なお、交換のために敷地内に入りますのでご協 

  力をお願いします。 
  

問 市水道事業所 44-5311 

停電事故防止２つのお願い 
 
 ５月に八千代町地内において、15万４千ボルト

超高圧送電線に農事用ビニール飛来付着により緊急

停電した事例が発生しましたのでご注意ください。 
 
【農事用防虫ネットなどの舞い上げ防止】 

 ・風で飛び上がった、ビニールやネットが電線に 

  接触して停電事故を起こすことがあります。 

 ・防虫ネットにはアルミ箔が付いていて電気をよ 

  く通しますのでご注意ください。 

 ・使用済みのビニールなどは回収してください。 

 ・使用中のものは、飛散しないように、もう一度 

  お確かめください。 
 
【移動式クレーンなどの接近防止】 

 ・送電線に近づいただけで放電がおこり電気が流 

  れ感電するとともに停電事故を起こします。 

 ・送電線の付近で移動式クレーン等を使用すると 

  きは、必ず東京電力へ連絡をお願いします。 
 
《その１本の電話が、事故・災害を防ぎます》 
 
 ※故意や過失により送電線に付着または接近し 

  ｢停電事故｣が発生した場合は、被害を受けた 

  お客様から責任を問われる場合があります。 
 

問 (連絡先) 東京電力株式会社 下館支社 

       25-3860 

戸別所得補償モデル対策 ～水田利活用自給力向上事業・米戸別所得補償モデル事業～ 

加入申請受け付けの締め切りが間近です 
 
【モデル対策の交付金を受け取るために】 
 
 ◆主食用米の｢生産数量目標｣の確認をしてください。 

  米のモデル事業の交付金を受け取るためには、主食用米の｢生産数量目標｣を守ってもらう必要があります。 

また、調整水田等の不作付けで生産数量目標を達成する場合は、｢調整水田等の不作付地の改善計画｣を市に 

提出してください。 
 
 ◆｢加入申請書｣を提出してください。 

  《申込期限》６月30日(水)  《提出先》茨城農政事務所または下妻市水田農業推進協議会 
 
◎詳しくは、関東農政局ホームページをご覧ください。http://www.maff.go.jp/kanto/ 
 

問 関東農政局茨城農政事務所 食糧部計画課 029-221-2186 

 下妻市水田農業推進協議会(農政課内) 内線2642～2645 

茨城県調理師試験 
 
◆日時 ８月21日(土) 
    午後１時30分～３時30分 

◆会場 県立医療大学、水戸葵陵高校 

◆受験資格 中学校卒業以上等の学歴で、飲食店営業、 

      魚介類販売業、そうざい製造業等での調理 

      業務従事期間が２年以上の職歴を有する方 

◆願書受付 ７月８日(木)・９日(金) 
      午前９時～12時 午後１時～５時 
 

問 申 常総保健所 0297-22-1351 
 
【調理師試験予備講習会】 
                           
 常総調理師会では、下妻地区調理師会と共催により茨

城県調理師試験に向けた予備講習会を開催します。 
 
◆日時 ８月７日(土)午前８時30分～午後４時10分 

    ８月８日(日)午前８時30分～午後４時40分 

◆場所 常総市民会館 ２階大会議室 

    [常総市水海道諏訪町3222] 
     

問 下妻地区調理師会 (兼広)  44-2418 

         (稲川)  44-3661 

平成22年度 給水装置工事主任技術者試験 
 
◆日時 10月24日(日) 

◆試験地 関東地区は千葉県習志野市と東京都杉並区 

◆受験資格 給水工事に関して3年以上の実務を有する方 

◆願書頒布期間 ７月２日(金)まで 

◆願書受付期限 ７月９日(金) ※当日消印有効 

        ※土・日曜日を除く。  
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 (財)給水工事技術振興財団 

      03-5695-2511 

     ホームページ http://www.kyuukou.or.jp 

案 内 案 内 
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後期高齢者医療被保険者の皆さんへ 
～８月１日から保険証が変わります～ 
 

現在ご使用の後期高齢者医療の保険証は、７月31日有

効期限となっています。 

これにともない、該当する方(75歳以上の方・一定の

障害のある65歳以上の方)には、新たな保険証を７月下

旬に普通郵便で送付します。 
 
◎後期高齢者医療の保険証は、毎年８月1日から 

 翌年７月末日までの１年間の有効期限です。 
 
《簡易書留による送付を希望する方へ》 

保険証は普通郵便で送付しますが、簡易書留による 

送付を希望する方は、事前にお申し込みください。 
 
 ◆申込方法 

 ・窓口で申し込む場合 

   保険年金課(本庁舎)またはくらしの窓口課(千代 

   川庁舎)へ300円分の切手と保険証を持参してく 

   ださい。 
 

 ・郵送で申し込む場合 

   氏名、住所、電話番号、保険証番号、簡易書留 

   希望と明記のうえ、300円分の切手を同封して 

   市役所保険年金課へ送付してください。 
 
 ◆申込期限 

  ６月30日(水)必着 
 

問 申 市保険年金課 医療福祉係 

      内線1512・1513 

      〒304-8501[下妻市本城町２-22] 

『しもつま砂沼の花火大会』記念花火募集 
 

今年も、夏恒例の花火大会を砂沼湖上にて開催します。 

花火大会の中で、打ち上げ玉に願い事を書いた記念花火 

を打ち上げますので、誕生記念・健康祈願等の記念やお祝 

い、告白、仲間内や同窓生一同で花火大会の中で貴方だけ 

の記念花火を打ち上げてみませんか。 
 
●日時 ８月７日(土)午後７時30分～９時予定 

※雨天の場合は、順延もしくは打ち上げ 

 時間が早まる場合があります。 

●場所 下妻市砂沼湖上 

●記念花火代 20,000円より 

●申込期限 ６月21日(月) 
 

問 申 下妻市商工会事務局 43-3412 

７月に参議院議員通常選挙が 

予定されています 
 
 ～棄権することなく大切な一票を投じましょう～ 
 
【投票時間】 

 午前７時～午後８時 

【投票所(市内33か所)】 

 郵送される入場券に記載してありますので、投票 

 所をご確認ください。 

【郵便等による不在者投票ができる方】 

郵便等による不在者投票または代理記載投票は、 

市町村選挙管理委員会へ事前の申請が必要です。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 

 (投票用紙の請求期限 投票日の４日前まで) 
 
【選挙公報】 

 選挙公報は、各候補者および政党等の申請に基づ 

 き経歴や政見などが記載されています。 

 新聞折込により配布しますので、新聞を購読して 

 いない方は、お問い合わせください。 

 なお、選挙公報は市役所のほか図書館・公民館な 

 ど市の施設にも備え付けます。 

【期日前投票のできる期間と場所】 

◆期間 投票日の16日前から投票日の前日まで 

 ◆時間 午前８時30分～午後８時 

 ◆場所 市役所本庁舎1階市民ホールまたは 

     千代川庁舎1階ホール 

【開票所および開票時間】 

 ◆場所 市役所本庁舎１階 市民ホール 

 ◆時間 午後９時～ 

 ◆参観 会場が狭いため、参観人の入場を30人に 

     制限し、午後６時から参観整理券を市役 

     所本庁舎西口玄関で配布します。 

     入場は午後８時30分からになります。 

     なお、飲酒等をしての参観はできません。 

【速報】 

 問い合わせ先 市選挙管理委員会 43-2111 

 ※投票・開票状況を市ホームページで見ることが 

  できます。 
         

問 市選挙管理委員会 内線1131・1132 

～伝統文化こども教室～ 

『伝統文化大正琴こども教室』参加者追加募集 
 
 音符が読めなくても簡単に楽しめる楽器です。 

 唱歌、アニメソング等をみんなで練習しながら、友達の

輪を広げ協調性、豊かな人間性を育みます。 
 
●日時 ６月20日～12月19日 全14回 

    ※原則、第１・第３日曜日 午前10時～11時30分  

●場所 千代川公民館 

●対象者 小学１年生～中学３年生 ※親子での参加も歓迎 

●参加費 無料 

●準備物 筆記用具。貸琴を用意します。(お持ちの方は 

     持参してください) 

●申込期限 ６月30日(水) ※見学はいつでもOK 
 

問 申 琴ひろ会 (鈴木) 44-2235 

          (山口) 44-2706 

 

『着付け教室』受講生募集 
～この夏ゆかたを着てみませんか～ 
 
●日時 ６月25日、７月２日・９日・16日 

    金曜日 午後７時～９時 

●場所 勤労青少年ホーム 和室 

●受講資格 市内在住・在勤の方 

●講師 国府田 美智子 氏 

●募集人数 10名 

●受講料 無料(利用者運営費のみ負担) 

●用意する物 ゆかた、半巾帯、腰紐３本 

●申込方法 勤労青少年ホームにある申込書に記入のうえ、 

      お申し込みください。※月曜日を除く。 

●申込期限 ６月22日(火)   
 

問 申 勤労青少年ホーム 43-7423 

しもつまハンディキャップ 

ボウリング大会（ＳＨＢ大会）を 

開催します 
 

障害者と健常者の交流を目的としたボウリン 

グ大会を開催します。 

ぜひご参加ください。 
 
◆日時 ７月４日(日)午前９時～12時 

    受付 午前８時30分 

◆会場 下館ミナミボウル 

◆参加対象 市内および近隣に在住する 

      障害者および健常者 

◆参加費 市内の方 1,500円 

     市外の方 1,800円 

     小学生 1,000円 

◆募集人数 80名 

◆申込方法 下妻市社会福祉協議会または市福 

      祉事務所に設置してある申込用紙 

      に記入のうえ、お申し込ください。 

◆申込期限 ６月21日(月) 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 

     44-0142 

 予防接種指定医療機関の追加について 
     

各家庭に配布した保健センター予定表の予防接種、

指定医療機関の内容が追加になります。 
   

◆軽部病院・・日本脳炎 

◆三津山クリニック・・ＢＣＧ、三種混合、 

           麻しん風しん混合、日本脳炎 
 

 問 市保健センター 43-1990 

案 内 

案 内 募 集 

若者による『期日前投票立会人』募集 
 

 ７月に予定されている参議院議員通常選挙の

｢期日前投票立会人｣を募集します。 
  
【期日前投票立会人とは】 

 期日前投票所において、投票事務の執行が 

 公正におこなわれているかを立ち会う人を 

 いいます。 
 
●対象者 

 選挙権を有し、原則として20歳代の方 

●募集人数 

 のべ64名 

 ※1日２名、募集期間終了後に市選挙管理委 

  員会で決定します。 

●報酬 

 日額9,500円(昼食付) 

 ※報酬は口座振込としますので、お申し込み 

  の際、振込先口座の登録をお願いします。  

●申込方法 

 印鑑を持参のうえ、市選挙管理委員会へ 

 お申し込みください。 

●申込期限 

 ６月18日(金) 
 

問 申 市選挙管理委員会 

     内線1131・1132 



相 談 ６月２８日から７月４日は 

全国一斉 

「子どもの人権110番」 

強化週間です 
 

法務省と全国人権擁護委員連合会は、

｢いじめ｣や児童虐待など、子どもをめぐる

様々な人権問題に積極的に取り組むことを

目的として、全国一斉｢子どもの人権110

番｣強化週間を実施し、悩みを持ったお子

さんや保護者などからの相談に応じます。 
  
◆期間 

 6月28日(月)～７月4日(日) 

 午前8時30分～午後7時 

 ※土曜・日曜日は、午前10時～午後5時 

◆電話番号 

 全国共通フリーダイヤル 

 0120-007-110 

◆相談員 

 法務局職員 

 人権擁護委員 

 (子どもの人権専門委員) 

◆実施機関 

 水戸地方法務局・県人権擁護委員連合会 

在宅福祉サービス 

研修会を開催します 
 

高齢者と関わりの多い方、ご自身のために勉強し

たい方など、在宅福祉サービスセンターあおぞら協

力会員にかかわらずどなたでも参加できます。 

普段の生活にも関わりのある内容となっています

ので、ぜひ、ご参加ください。 
 
◆日時 ７月８日(木)午前10時～12時 

◆会場 下妻公民館 学習室 

◆内容 ｢撃退‼悪徳商法｣ 

     全国消費生活相談員協会 専門相談員 

     岡田 美枝子 氏 

｢もっと知りたい、介護保険｣ 

 下妻市役所介護保険課職員    

◆定員 30名 ※定員になり次第締め切ります。 

◆参加費 無料 

◆申込期限 6月30日(水) 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

第４回FPフォーラムin県西 
～暮らしとお金のセミナー＆個別相談会～ 
 
◆日時 6月26日(土)午後１時20分～５時 

◆会場 筑西アルテリオ2階 会議室・セミナー室 

    [筑西市丙372] 

◆内容 

 ・セミナー 午後１時30分～  

  第1部 ｢知っておきたい医療費用｣ 

      講師 ファイナンシャル・プランナー 

         勝田 謙一 氏 

 第2部 ｢覚えておきたい遺言書の作り方｣ 

     講師 ファイナンシャル・プランナー 

        坂入 賢樹 氏 

 ・個別相談会 午後３時50分～ 

◆定員 セミナー 80人 個別相談会 ３組 

    ※セミナー・個別相談会ともに先着順。 

◆参加費  無料 
 

問 申 
 
 日本FP協会茨城支部 029-302-5320 

 受付 月～金曜日 午前10時～午後5時 

  ※セミナーはホームページから24時間web 

   申し込みができます。 

    https://www.jafp.or.jp/shibu/ibaraki/ 

「よい歯のコンクール」に応募しませんか 
 
●対象者  

 【高齢者】昭和５年３月31日以前の生まれ(80歳以上)で、 

      自分の歯を20本以上お持ちの方 

       ※治療していても結構です。 

 【父と子】平成16年４月２日～平成19年４月１日生まれの 

      お子さん(未就学)と父親 

●応募方法 

 氏名、生年月日、郵便番号、住所、電話番号、かかりつけま 

 たは最寄りの歯科医院を記入し、ハガキまたはFaxでお申し 

 込みください。 

 申し込んだ方には口腔診査票を送付しますので、歯科医師会 

 会員の歯科医院で診察を受けてください。 
 
 ※本コンクールで入賞歴がある方の再応募はご遠慮願います。 

 ※高齢者用の応募ハガキは、市介護保険課( 内線1532・ 

  1533)にあります。 

●審査方法 

 一次審査 口腔検査(各歯科医院) 

 二次審査 書類審査 

●応募期限 

 ７月21日(水)必着 
 

問 申 県歯科医師会8020事業係 

     029-252-2561 Fax029-253-1075 

     〒310-0911[水戸市見和2-292] 

『花いっぱい運動定着化促進事業』支援団体募集 
 
 花づくりを通し、環境美化教育や地域コミュニティーの活性

化を図るため、花いっぱい運動に継続して取り組んでいる、ま

たは取り組もうとしている各種団体・学校に対して支援をおこ

ないます。 
   
●応募締切 9月３日(金) 
 
◎応募方法等、詳しくはお問い合わせください。 
 

問 申 大好きいばらき県民会議 029-224-8120 
 

『花と緑の環境美化コンクール』応募団体募集 
 
 地域住民や児童・生徒の環境美化に対する関心・意欲を高

め、花いっぱい運動を推進することを目的に、花いっぱい運動

ですばらしい成果をあげている地域・団体・職場・学校を表彰

します。 
   
●応募締切 ７月５日(月) 
 
◎応募方法等、詳しくはお問い合わせください。 
 

申 市都市整備課 内線1724 
 

問 大好きいばらき県民会議 029-224-8120 

男女共同参画 
 
チャレンジ支援セミナーを開催します 
 
 県では、起業、再就職、地域･団体活動など、さま

ざまな分野にチャレンジする人を支援するため、セ

ミナーを開催します。 
 
◆日時 6月23日(水)午後1時30分～3時30分 

◆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。 

◆内容 

 それぞれの活動の場で、より良い対人関係を築い 

 ていくために、コーチングについて学びます。 

  テーマ 

   ｢届かなければ伝わらない 

  ～コーチングを学んで良好な関係を築く!～｣ 

  講師 

   コーチング･ステージ代表 功刀 勲 氏 

◆募集人員 30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 

平成22年度 

精神保健相談(精神クリニック) 
 
 ストレス現代社会の中で生活していると

身も心も苦しくなることがあります。 

 保健所では、その苦しい思いをしている

ご本人、支えているご家族、周囲の方々の

支援方法等についての相談に応じます。 

 

◆時間 

 午後１時30分 

  ～３時30分 

 ※完全予約制 

◆場所 

 常総保健所 

 [常総市水海道 

  森下町4474]  

◆担当医 

 片野 網大 氏 

 (水海道厚生病院)         

 

問 申 常総保健所 

     0297-22-1352 

日程 
６月18日(金)              

７月16日(金) 
８月20日(金) 
９月17日(金) 
10月15日(金) 
11月19日(金) 
12月17日(金) 

平成23年 

 １月21日(金) 
２月18日(金) 
３月18日(金) 

『高校生審査委員』募集 
～住みよいまちづくりに参加しませんか～  
 

市の様々な福祉課題を解決することを目的に市民

の方が計画した事業に対し、赤い羽根共同募金の活

用を審査していただくために、市民代表からなる審

査委員会を組織しています。 

 現在、高校生審査委員を募集しています。 

 高校生の感覚で意見を述べてみませんか。 
 
●業務内容 

事務局による一次審査を通過した申請事業につ 

いて、審査委員会で二次審査をおこないます。 

 ※３月・７月・11月の年３回を予定しています。 

 ※交通費として、2,000円／回を支給します。 

●応募条件 

福祉に関心があり、審査委員会に 

参加できる現役高校生(市内在住) 

●募集人員 

高校生審査員 ２名 

●応募期限 

 ６月21日(月) 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

募 集 案 内 

平成22年10月１日 国勢調査を実施します 


