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高齢者を狙う振り込め詐欺・ 

悪質商法にご注意を 
 

｢電話番号が変わった｣｢今かぜをひいて声 

が変わっている｣などと語り、息子を名乗る 

振り込め詐欺が県内で発生しています。 

相手が実名を名乗っても安易に信用せず、 

息子の元の番号に電話確認してください。  

 また、｢以前購入してもらったカニを安く 

するので送る｣などといって、粗悪な商品を 

送りつける悪質商法も発生しています。 

 怪しいと思ったら、消費生活センターへ 

ご相談ください。 
 

問 下妻市消費生活センター 

   44-8632 

『樹木のオーナー』募集 
 

あなたのさまざまな節目の記念に 

植樹してみませんか。 
 
●内容 市民・企業等の寄付金 

    による砂沼遊歩道への 

    植樹 桜25本 

●対象者 市内在住・在勤・在学の方または 

     市内の団体・企業等 

●寄付金額 一本10,000円 

      (樹木、ネームプレート等購入費等) 

●募集開始 11月25日(木)から 

      ※予定数に達し次第終了 

●その他 樹木の所有権は市に帰属し、薬剤散布 

     等の維持管理は市でおこないます。 
 

問 申 市都市整備課 内線1723 

農業用水管路工事にご協力を！ 
 
【大宝沼地区】 

工事期間中は、通行止め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 

 12月上旬 

 ～平成23年 

  ２月上旬 

◆工事区域 

 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

問 霞ヶ浦用水土地改良区 振興課 43-0885 

茨城県議会議員一般選挙 
 
 9月3日以降に、県内の他市町村から下妻市に転入し

た方および下妻市から県内の他市町村へ転出した方で、

前住所地の選挙人名簿に登録されている方は、前住所地

で投票できます。 
 
◆県内の他市町村から下妻市に転入した方 

｢引き続き下妻市に住所を有する旨の証明書｣(無料)が 

必要となりますので、市民課(本庁舎)で交付を受けて 

ください。 
 

 《証明書発行日時》 

  ・12月6日(月) 

     ～10日(金) 午前8時30分～午後5時 

  ・12月11日(土) 午前8時30分～午後8時 

  ・12月12日(日) 午前７時～午後8時 
 
◆下妻市から県内の他市町村へ転出した方 

茨城県議会議員一般選挙のお知らせ(はがき)を郵送し 

ますので、内容をご確認ください。 

投票をする際には、転出先の市町村長が発行する｢引 

き続き茨城県内に住所を有する旨の証明書｣が必要と 

なります。 
 
◎投票時間等、詳しくは｢広報しもつま｣11月号を 

 ご覧ください。 
 

問 市選挙管理委員会 

   内線1131・1132 

有害鳥獣捕獲を実施します 
 
 収穫前の野菜類(白菜・キャベツ等)を、

カラスの食害から守るため、銃器による捕

獲を県猟友会下妻支部のご協力により実施

します。 
  
◆実施日 

 12月５日(日) 

 平成23年１月９日(日)・２月６日(日) 

 各日とも日の出から日没まで 
 

問 市農政課 内線2622 

年末の交通事故防止県民運動が 

実施されます 
 
◆期間 12月１日(水)～31日(金) 

◆スローガン ｢気をつけて! あなたの帰りを 待つ家族｣ 

◆運動の重点 ・夕暮れ時と夜間の交通事故防止 

       ・飲酒運転の根絶 

◆実施機関 下妻警察署・下妻市交通安全対策協議会 
 
◎家庭・学校・職場でも交通安全の徹底を図り、一人 

 ひとりが交通ルールを守って、事故に遭わない、事故 

 を起こさないように気をつけましょう。 
 

問 市民安全課 内線1432 

日本脳炎予防接種について  
 

接種勧奨の差し控えにより、日本脳炎予防接種第１期(３回)

を接種できずに７歳６か月を過ぎてしまった方は、第１期不足

分を、第２期の対象年齢(９歳～13歳未満)の間に受けることが

できるようになりました。 
 
◆過去に１回接種を受けた方 

  残り２回(６日以上の間隔をおいて接種) 

◆過去に２回接種を受けた方 

  残り１回 

 ◆全く接種を受けていない方 

   残り３回(６日以上28日までの間隔をおいて 

        ２回接種後、おおむね１年後に１回接種) 
 

※接種を希望する方は、母子健康手帳を確認のうえ指定医療 

 機関にて接種してください。 

※受診券・予診票は、再交付できますので、下妻保健セン 

 ターまでご連絡ください。 
 
【日本脳炎予防接種指定医療機関】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市保健センター 43-1990 

医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号 

平間病院 43-5100 菊山胃腸科外科医院 44-2014 
坂入医院 43-6391 古橋耳鼻咽喉科医院 45-0777 
浅田医院 44-3957 砂沼湖畔クリニック 43-8181 
中山医院 43-2512 中岫産婦人科医院 44-2438 

軽部病院 44-3761 三津山クリニック 48-9131 
古橋医院 44-2792 まつだこどもクリニック 30-5558 

『マラソン世界記録 

 ２時間３分５９秒に挑戦だ！』参加者募集 
 
●日時 平成23年１月23日(日)午後１時～ 

            (受付 12時15分～) 

※小雨決行、荒天中止。 

●会場 千代川運動公園ジョギングコース 

●内容 ｢サンドレイククラブ｣設立記念イベント 

     子どもから高齢者までひとり100m 

     づつ(２回)のリレーをおこないマラ 

     ソン世界記録に挑戦し、スポーツの 

     楽しさをみんなで共有します。 

●対象者 小学校４年生以上 

     (100mを全力で走りきれる方) 

●定員 210名 ※先着順。 

●参加費 無料 ※参加賞あり。 

●申込方法 所定の用紙に必要事項を記入のうえ、 

      お申し込みください。 

●申込期限 12月27日(月) 
 

問 申 サンドレイククラブ (井上) 

     43-0174 [下妻丁231-5] 

市スポーツ振興課(千代川庁舎) 

内線2862 

排水路暗渠改修工事にご協力を！ 
 
【平方地区】 

工事期間中は、通行止め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 

 11月下旬 

 ～平成23年 

  １月下旬 

◆工事区域 

 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

問 市農地整備課 内線2617 

工事箇所 

工事箇所 

案 内 

案 内 



ふれあいパーティーを開催します～あたらしい出会いを探してみませんか～ 
 
【つくば会場】 

◇日時 12月23日(木)午後１時30分～５時(受付１時～) 

◇場所 オークラフロンティアホテルつくば[つくば市吾妻1-1364-1] 
 
【守谷会場】 

◇日時 12月25日(土)午後１時30分～５時(受付12時30分～) 

◇場所 守谷市国際交流研修センター[守谷市緑2-1-1] 
 
【下妻会場】  

◇日時 12月26日(日)午後１時30分～５時(受付12時30分～) 

◇場所 ビアスパークしもつま[長塚乙70-3] 
 
◆対象者 Aコース 男性40歳まで、女性35歳まで  

     Bコース 男性40歳以上、女性35歳以上 

◆申込開始 随時 

◆参加費 男性5,000円 女性1,000円(当日徴収) 

◆共催 いばらき出会いサポートセンター 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート 0280-87-7085 

年末年始のごみの収集について 
 

年末のごみ収集の終了日(最終日)は、次のとおりです。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
  ※資源ごみ・有害ごみを出せる場所は、資源コンテナがあるところに限ります。 
 
 ◆年始は、平成23年１月４日(火)以降、ごみ収集カレンダーの日程どおり、収集をおこないます。 

 ◆収集休止期間にごみを出すと、集積所の周囲にごみが散乱したり、悪臭が発生するおそれがありますので、 

  年末年始は、計画的にごみを出すようにしてください。 

 ◆年末年始は、ごみの量や道路状況により、回収時間が遅れる場合があります。 

 ◆市指定ごみ袋に入りきらない大きさのごみは粗大ごみになるため、ごみ処理施設｢クリーンポート・きぬ｣( 43-8822)に直接搬入するか、 

  シルバー人材センター( 44-3198)に有料戸別収集の予約をしてください。 

 ◆粗大ごみ、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機、パソコン、医療廃棄物、ガスボンベ、消火器、農機具、自動車部品(タイヤ・ 

  バッテリー等)、農薬、劇薬、火薬、塗料、廃油、焼却灰、土、砂、石、ブロック、瓦、保温材、石膏ボード、その他産業廃棄物は、ごみ 

  集積所には出せません。(収集できません) 
  
◎市役所本庁舎東側の資源ごみ回収庫は、12月28日(火)午後５時から１月４日(火)午前９時まで閉鎖とします。 
 

問 市生活環境課 内線1422・1423 

｢クリーンポート・きぬ｣へのごみの直接搬入について 
  

 

 

 

 
 

 ◆年始は、平成23年1月4日(火)から通常通り搬入できます。 

 ◆上記期間は、混雑が予想されますので、早めに搬入してください。 

 ◆ごみ搬入時の車両は、構内渋滞および事故防止のため２ｔ車までとし、 

  必ずシート等をかけてください。 

 ◆受付窓口の混雑が予想されますので、家電リサイクル４品目のエアコン・テレビ・冷蔵庫・ 

  洗濯機、衣類乾燥機は12月20日(月)までに搬入願います。 

  なお、搬入する際は、事前に郵便局にて家電リサイクル券を購入してください。  
 

問 ごみ処理施設｢クリーンポート・きぬ｣ 43-8822 

搬入日 搬入時間 搬入できるごみ 

12月23日(木)・26日(日) 

   30日(木)～平成23年１月３日(月) 搬入できません     ― 

12月24日(金)～25日(土) 

   27日(月)～29日(水) 
午前９時～12時 

午後１時～４時30分 

可燃ごみ・不燃ごみ 

粗大ごみ 

  可燃ごみ 

収集が(月)・(木)の地区 12月27日(月) 
収集が(火)・(金)の地区 12月28日(火) 

可燃ごみ・ 

不燃ごみ・ 

粗大ごみは、 

必ず分別して 

ください！ 

≪ごみは、分別して、決められた日に出しましょう！≫ 

  不燃ごみ かん びん ペットボトル 古紙 古布 有害ごみ 

①下妻(線路東側)・砂沼新田 

 長塚・石の宮 
12月18日(土) 12月25日(土) 12月15日(水) 12月15日(水) 12月22日(水) 12月16日(木) ー  

②下妻(線路西側) 12月15日(水) 12月22日(水) 12月21日(火) 12月21日(火) 12月28日(火) 12月17日(金) 12月24日(金) 
③大宝・半谷砂沼第２団地 

 半谷砂沼球場入口 
12月25日(土) 12月18日(土) 12月27日(月) 12月27日(月) 12月20日(月) 12月９日(木) ー 

④騰波ノ江・高道祖地区 12月22日(水) 12月15日(水) 12月28日(火) 
12月28日(火) 

(高道祖地区は除く) 12月21日(火) 12月10日(金) 12月24日(金) 

⑤上妻地区 12月15日(水) 12月22日(水) 12月17日(金) 12月17日(金) 12月24日(金) 12月21日(火) 12月28日(火) 
⑥総上・豊加美地区 12月18日(土) 12月25日(土) 12月16日(木) 12月16日(木) 12月22日(水) 12月15日(水) ー 
⑦大園木・亀崎・鯨・田下・下栗 

 本宗道・宗道・渋田・見田 

 唐崎・長萱・伊古立・鬼怒 

12月25日(土) 12月18日(土) 12月22日(水) 12月22日(水) 12月15日(水) 12月2日(木) ー 

⑧原・羽子・鎌庭・別府・皆葉 

 五箇・村岡 
12月25日(土) 12月18日(土) 12月20日(月) 12月24日(金) 12月16日(木) 12月８日(水) 12月27日(月) 

年末の汲み取りはお早めに！  
 
◆年末は汲み取り(特に浄化槽)の依 

 頼が集中し応じきれない場合もあ 

 りますので、早めに許可業者に依 

 頼してください。 
 
◆12月28日(火)午後３時から平成 

 23年１月３日(月)までは、し尿 

 受け入れ業務が休止になります。 
 
※12月25日(土)は受け入れを 

 おこないます。 
 

問 し尿処理施設｢城山公苑｣ 

   0297-43-7221 

オウム真理教犯罪被害者等給付金が支給されます 
 
◆対象者 地下鉄サリン事件、松本サリン事件その他法律で定められた 

     オウム真理教による犯罪行為によって、 

    ・亡くなられた方のご遺族 

    ・障害が残った方および傷害を負った方 

     (既に亡くなられている場合、そのご遺族) 

◆申請期限 12月17日(金) 

     ※やむを得ない理由により、上記期限までに申請することが 

      できなかったときは、その理由のやんだ日から6月以内に 

      限り、申請することができます。 
 
◎支給要件・申請手続等、詳しくはお問い合わせください。 
 

問 県警察本部警務課 犯罪被害者支援室 029-301-0110 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆場所 ポリテクセンター茨城(茨城職業能力開発促進センター) 

     [常総市水海道高野町591] 

 ◆定員 40名 ※先着順。  

 ◆参加費 無料 
 

問 県女性青少年課女性プラザ男女共同参画支援室 029-233-3982 

期日 時間 内容 

12月 

 ４日 

(土) 

10:30～12:00 創業体験談 

13:00～15:00 
成功事例・失敗事例から学ぶ創業のポイント 

マーケティング・販売戦略 

15:00～16:30 創業チャレンジ相談会(希望者のみ) 

12月 

11日 

(土) 

10:00～12:00 創業の動向と心構え、創業・企業に必要な諸手続き 

13:00～15:00 創業・起業に必要な会計知識 

15:00～16:30 創業計画の立て方と創業に係る融資制度 

案 内 
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公民館おはなしの会／12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。   
 
◆日時 12月18日(土)午後１時30分～ 

◆場所 下妻公民館 児童図書室 
 

問 下妻公民館 43-7370 

12月４日から10日は人権週間です 
 

昭和23年12月10日、国連総会で世界

人権宣言が採択されたのを記念し、毎年

12月10日は｢人権デー(Human Rights 

Day)｣と定められました。 

一人一人はみな違いますが、人権はす

べての人に平等に保障されています。 

しかし、自分の人権を主張するだけで

は、他の人の人権を侵害することもあり

ます。 

 人権週間に当たり、人権は、自分と同

じように他の人にもあることを考え、お

互いに相手の立場を考え、豊かな人間関

係をつくりましょう。 

 

 水戸地方法務局・ 

 県人権擁護委員連合会 

｢歩け歩け大会｣を開催します 
 
◆日時 12月５日(日) 午前８時15分集合 

※開催時には午前７時に花火の合図あり。 

    ※雨天の場合、11日(土)に延期。 

◆場所 大宝公民館 

◆コース 大宝地区内(約7km) 

◆主催 青少年を育てる下妻市民の会大宝支部 
 

問 大宝公民館 43-6884 

～製造事業所の皆さまへ～ 

統計調査にご協力ください 
 
 経済産業省では、我が国の製造業の実態を明らかにするため、

全国の製造事業所を対象に、平成22年12月31日を基準とした 

工業統計調査を実施します。 

 調査結果は、国や地方公共団体の行政施策の重要な基礎資料、

企業・大学などでの研究資料、小・中・高等学校の教材資料 

など、広く利用されています。 

 調査対象の事業所には、12月中旬から平成23年１月にか 

けて、統計調査員がお伺いしますので、ご協力をお願いします。 

 なお、法律に基づき調査内容の秘密は厳守します。 
 

問 市企画課 内線1316 

｢オオムラサキ越冬幼虫観察会｣を開催します 
 
◆日時 12月２日(木)・４日(土) 

    午前の部 午前９時30分～11時30分 

    午後の部 午後１時30分～３時30分 

    ※小雨決行 

◆場所 小貝川ふれあい公園上流コアゾーン 

    (オオムラサキの森) 

    ※参加費無料、事前予約不要。 

◆内容 越冬する幼虫を探し、その生態を観察します。 

    (秋から冬にかけてのこの時期は、夏に誕生 

     したオオムラサキの幼虫が、森の中で落ち 

     葉の下に身を寄せ春の訪れを静かに待って 

     います) 
 

問 オオムラサキと森の文化の会 (石倉) 

   44-0470 

｢世界の昆虫標本展｣ 
～平成23年1月30日まで開催中～ 
 

昆虫の不思議をご覧ください。 
 
◆場所 ネイチャーセンター ギャラリー１ 

◆内容 ネイチャーセンター所蔵のヘルクレスオオ 

    カブトや大型のクワガタ類、タマムシ類、 

    ギフチョウなど約二百種以上を展示。 
 

問 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 

   45-0200 

『JW-CAD講座』受講生募集 
 
●日時 平成23年1月31日(月)～2月4日(金) 

    午後６時～９時 

●内容 JW-CADを利用しての建築図面等の描き方 

●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) 

●申込期限 12月27日(月)必着 
 
◎申込方法等、詳しくはお問い合わせください。 
 

問 申 県立筑西産業技術専門学院 24-1714 

水道パネル展を開催します 
 

水道の仕組みや役割、必要性を知っていただくため、水道パ

ネル展を開催します。 
 
◆展示期間 12月７日(火)～16日(木) 

      午前９時～午後９時(土・日曜日は午後５時まで) 

      ※休館日 12月13日(月) 

◆展示場所 市立図書館２館 ギャラリー 
 

問 市水道事業所 44-5311 

住民による 

手作りの 

イベントです! 

｢クリスマス会｣を開催します 
 
◆日時 12月５日(日)午前11時～ 

◆会場 やすらぎの里公園 

◆内容 

 ・とん汁の無料配布 

 ・もちつき 

 ・輪投げ大会 

 ・映画会 

 ・クリスマスプレゼント(小学生以下) など 
 
  ※とん汁、プレゼント等は数に限りがあります。 
 
◆主催 蚕飼地区まちづくり推進委員会  

◆協賛 ローカル線でゆく人と川の交流圏づくり 

    協議会 
 

問 リフレこかい 

   30-0070 

図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

◇日時 12月18日(土)・21日(火)午後２時～ 

◇上映作品『ポストマン』(2008年/日本/111分) 

 【あらすじ】 

 手紙がつなぐ家族の絆に日本中が涙した感動作! 

妻、泉に先立たれた郵便局員の夫、龍平。泉の 

三回忌に娘に形見分けをしようとした龍平に、 

娘は｢お母さんのことを忘れようとしている｣と 

怒り出す。そんな折、娘は泉の母からある物を 

見せられる。それは、まだ小学生だった龍平が 

転校する泉に宛て、それから結婚するまでの16 

年間交わされ続けた古い手紙の束だった。 
 
《子ども映画会》 

◇日時 12月25日(土)午後２時～ 

◇上映作品 

 『スーホーの白い馬／魔法の木の葉／おひとよ 

  しの羊かい／星座・白鳥の涙』(46分) 

  まんが世界昔ばなしより 
 
◆場所 市立図書館 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 

人権教育講演会・人権書道展を 

開催します 
 
《人権教育講演会》 

◆日時 12月５日(日)午後３時～ 

     受付 ２時30分～ 

◆場所 下妻市民文化会館 大ホール 

◆内容 

 ｢キーコンピテンシーと人権教育｣ 

  ～かけがえのない自分、 

   そして相手を大切にする人権教育～ 

  講師 NPO法人水戸こどもの劇場 

     副代表理事 横須賀 聡子 氏 
 
《市内小中学校人権書道展》 

◆日時 12月４日(土)～10日(金) 

    午前９時～午後４時 

◆場所 下妻市役所本庁舎 

    １階市民ホール 
 

問 市指導課 内線2822 

   市生涯学習課 内線2832 

 市人権推進室 内線1583 

男女共同参画講演会を開催します 
 
◆日時 12月19日(日)午後１時～(開場12時40～) 

◆場所 千代川公民館ホール ※入場無料。 

◆内容 《オープニング》 

     寸劇 『江戸しぐさ』で心の豊かさと 

         おもいやりを育てよう! 

         ～江戸の知恵を今にいかそう～ 他１作  

     出演 ｢simon
シモン

♥s
ズ

｣ 

    《講演会》 

      ｢地方自治体における男女共同参画政策の現状と課題｣ 

      講師 茨城大学人文学部教授 渋谷 敦司 氏 
 
◎車でお越しの際は、出来るだけ乗り合わせてお越しください。 
 

問 市企画課 内線1312 

案 内 

案 内 

募 集 


