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しもつま 広
報 

平成23年度 

『看護専門学校入学生』募集 
 
●受験資格 

 高等学校または中等教育学校を卒業した方 

 ならびに平成23年３月卒業見込みの方等 

●出願書類受付期間 

 11月29日(月)～12月10日(金) 

●試験日 

 一次試験 平成23年１月12日(水) 

 二次試験 平成23年１月14日(金) 
 

問 申 茨城県結城看護専門学校 

     33-1922 

     ホームページ 

      http://www.yukinu.or.jp 

セット健診を実施します 
   
 ｢特定健康診査｣と｢胃がん検診｣が同時に受けられるセット 

健診を実施します。 
 
◆対象者 昭和11年4月1日から昭和46年3月31日生まれ 

     の方で、｢特定健康診査｣と｢胃がん検診｣の両方を 

     受診する方 

◆健診日 12月6日(月)・9日(木) 

◆会場 下妻保健センター 

◆受付 ①７:00～７:15 ②８:00～８:15 

    ③９:00～９:15 ④10:00～10:15 

◆実施項目・自己負担額 

 特定健康診査・・・1,000円 

           (健康保険の種類により変わります) 

 胃がん検診(バリウムを飲んでのＸ線検査) ・・・500円 

 大腸がん検診(2日分の便を専用の容器で採取する便潜血検査) 

                    ・・・300円 

 肺がん・結核検診(胸部レントゲン) ・・・・・・300円   

前立腺がん検査(50歳以上の男性)・・・・・・・500円 

肝炎ウイルス検査(今までに検査をしたことのない方) 

                   ・・・500円 

◆申込方法 電話または来所にてお申し込みください。 

      (本人または同居の家族に限る) 

      ※希望日・受付時間を指定してください。 

◆申込期間 11月10日(水)～24日(水) ※先着順。 
 
【特定健康診査の受診券】 

下妻市国民健康保険の方は市から送付しますが、それ以外 

の健康保険の方は、医療保険者に市町村での受診が可能か 

ご確認のうえ、検診日までに受診券を用意してください。  
 

「特定健診のみ」「がん検診のみ」受診したい方へ 
 11月24日までにセット健診希望者が定員に達しない 

 場合に限り、｢特定健診のみ・がん検診のみ｣の予約を 

 受け付けます。 
 
   ◆申込期間 11月25日(木)～30日(火) 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

12月の予防接種 
～ポリオワクチン～ 
 
◆日時 12月７日(火)受付 午後2時～2時30分 

◆場所 下妻保健センター 

◆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、日本脳炎、インフルエンザを 

  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 

市立図書館休館日／11月 
 
 11月15日(月)・16日(火)・22日(月) 

    29日(月)・30(火) 

住基ネット業務の一時休止 
 
 住基ネット更新作業のため、市民課の窓

口でおこなっている住基ネット業務(住基

カードの発行等)を一時休止します。 
 
◆業務休止日 11月29日(月) 
 

 問 市民課 内線1414 

狩猟区域が変更になります 
 

鳥獣保護区における休猟区の期間満了によ

り、休猟区であった鬼怒川以西(別府、皆葉、

五箇、村岡)の地区が狩猟区となります。 

このため、11月15日の狩猟解禁にともな

い、狩猟者が立ち入ることがありますので、

ご協力をお願いします。 
 

問 市生活環境課 内線1422 

ふるさと博物館 臨時休館日 
 

ふるさと博物館では、祝日開館の振替お

よび収蔵資料の燻蒸作業(害虫やカビの駆除)

をおこなうため、臨時休館となります。 
 
◆臨時休館日 11月25日(木) 

       12月14日(火)～19日(日) 
 

 問 (臨時休館中) 
 
 ふるさと博物館仮事務所(市生涯学習課内)  

 内線 2833 

パクパク離乳食教室 
 
◆日時 12月14日(火)受付 午前９時45分～10時 

◆場所 下妻保健センター 

◆該当者 平成22年８月～９月生まれの赤ちゃんの 

     お母さん・家族の方 

◆内容 乳児の健康と予防接種の受け方(保健師の話) 

    離乳食のはじめ方について(栄養士の話) 

    基本の離乳食の作り方(デモンストレーション) 

    離乳食を食べてみよう(お母さんの試食) 

◆定員 20名 
 
※母子健康手帳をお持ちください。 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

～父子家庭の皆さんへ～ 

児童扶養手当の申請はお済みですか 
 

これまで母子家庭を支給対象としていた児童扶養手当が、

平成22年8月分手当から父子家庭にも支給されることになり

ました。 

 児童扶養手当を受給するためには、市へ申請が必要です。

申請した月の翌月分から支給されますが、父子家庭の方が

11月30日までに申請した場合、次の取り扱いとなります。 
 
 (ａ)7月31日までに支給要件に該当している方 

   →11月30日までに申請をすれば、｢8月分｣から支給 
 
 (ｂ)8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した方 

   →11月30日までに申請をすれば、｢要件に該当した 

    日の翌月分｣から支給 
 

◎11月30日を過ぎると｢申請の翌月分｣からの支給になり 

 ますので、お早めに手続きをしてください。 
 
【児童扶養手当とは】 

 父母の離婚(事実婚解消を含む)や死別などで、父または母 

 と生計を同じくしていない児童、父または母が重度の障害 

 の状態にある児童、父または母から1年以上遺棄されてい 

 る児童、父または母が1年以上拘禁されている児童(18歳 

 に達する日以後の 初の3月31日までの間にある児童(中 

 度以上の障害を有する場合は20歳未満))の父または母に 

 対して支給される手当です。 
 

※注 支給対象に該当しても、児童が児童福祉施設に入 

   所したとき、請求者および児童が公的年金(老齢 

   福祉年金を除く)を受けることができるときなど、 

   手当が支給されない場合があります。 
 

※注 受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)やその同 

   居する扶養義務者等について、それぞれ所得制限 

   が設けられています。 
 

【申請に必要な書類】 

手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異な 

りますので、詳しくはお問い合わせください。 

なお、書類がすべてそろわないと受け付けできません。 

 

問 申 市福祉事務所 児童福祉係 内線1578 

案 内 

募 集 



募 集 
Ｓマークご存じですか 
～安全・安心の目印 標準営業約款制度～ 
 
 このマークは、厚生労働大臣認可のお客様への信 

頼を与えるマークです。このマークのある店舗(標 

準営業約款登録店)をご利用ください。 
 
   ｢理容店・美容店・クリーニング店・ 

    めん類飲食店・一般飲食店｣ 
 
 Safety＝保険加入で安全   

 Sanitation＝衛生基準遵守で清潔 

 Standard＝確かな技術(標準)で安心 
 

問 (財)県生活衛生営業指導センター 

   029-225-6603 

 

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》 
 
【下妻会場】 

◇日時 11月23日(火・祝)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 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) 
 
【つくば会場①】 

◇日時 11月27日(土)午後１時30分～５時(受付１時～) 

◇場所 ふれあいプラザ[つくば市岩崎2164-1] 

◇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 

◇参加費 男性3,000円 女性1,000円(当日徴収) 
 
【つくば会場②】 

◇日時 11月28日(日)午後１時30分～５時(受付12時30分～) 

◇場所 筑波ハム[つくば市下平塚383] 

◇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) 
 
 ◇共催 いばらき出会いサポートセンター 

 

《料理＆出会いパーティ》 
 イタリア人Pippoとパスタ＆ドルチェをつくっチャオ！ 
 
 ◇日時 12月11日(土)午後３時～(受付２時30分～) 

 ◇場所 千代川公民館 料理室・レストハウス 

            ※エプロン、三角巾持参  

 ◇対象者 独身の男女20名 ※先着順。 

 ◇参加費 男性3,000円 女性1,000円  

 ◇主催 いばらきマリッジサポーター県西地域活動協議会 

 ◇共催 いばらき出会いサポートセンター、ベル・サポート 

     きぬ結婚支援センター 
 
◆申込開始 随時 
     

問 申 NPO法人ベル・サポート 0280-87-7085  

相続等に係る生命保険契約等に基づく 

年金の税務上の取扱いが変更になりました 
 

相続、贈与等により取得した生命保険契約や損害保

険契約等に係る年金の所得税の取扱いが変更になりま

した。 

取扱いの変更により、所得税の還付を受けることが

できる場合があります。 
 
◎詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。 

  http://www.nta.go.jp/ 
 

問 下館税務署 24-2121 

就職支援セミナーを開催します 
就職カレッジ～採用される為の準備～ 

 
◆日時 11月25日(木)・26日(金)・29日(月) 

    午前9時30分～午後４時30分 

◆会場 いばらき就職・生活総合支援センター 

    [水戸市三の丸1-7-41] 

◆対象 概ね25歳～39歳の求職者で、3日間参加 

    できる方 

◆主催 いばらき就職支援センター 
 

問 申 NPO法人雇用人材協会 

     029-300-1738 

平成22年分青色申告決算説明会 
 
◆日時 12月２日(木)午後２時～４時 

    受付 １時30分～ 

◆会場 下妻公民館２階 大会議室 

◆内容 青色申告決算書の作成方法や作成に当たって 

    の注意点などの説明 

    ※必要書類は、会場にて配布します。 
 

問 下館税務署 個人課税担当 ℡25-3871 

求人は、ハローワークへ 
 

厳しい雇用失業情勢の中、今ハローワークでは、

求人が大変に不足しています。 

熱意ある優秀な人材が職を求めています。従業員

の募集には、ハローワークをご利用ください。 

なお、従業員の雇用には、事業主へ給付金等が支

給される場合があります。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 ハローワーク下妻 求人係 43-3737 

『自衛官』募集 
 
●種目 

 陸上自衛隊 高等工科学校生徒 

 ※高等学校普通科と同等の教育を受け、 

  併せて技術的な職能を有する陸曹と 

  して必要な各種技術、教育、訓練を 

  受けます。 

  また、提携する通信制高等学校に入 

  学し、生徒課程終了時に高等学校の 

  卒業資格を取得することもできます。 

  手当の支給を受けながら高等学校教 

  育等を受ける制度です。 

●応募資格 

 15歳以上17歳未満の男子で、平成６ 

 年４月２日から平成８年４月１日まで 

 に生まれた方 

●試験日 

 一次 平成23年1月22日(土) 

 二次 平成23年2月5日～8日までの 

    間の指定する日 

●その他 生徒手当 94,900円 

     (期末手当6月・12月) 

●受付期限 平成23年1月7日(金) 
 

問 自衛隊筑西地域事務所 

   22-7239 

浄化槽をお使いの皆さんへ 
～法定検査を受けましょう～ 
 
 地域の水環境を守るためには、浄化槽の機能を確認

し、不具合が発見された場合には速やかに改善するこ

とが重要です。 

このため、浄化槽の所有者には、年1回の法定検査

が法律により義務付けられています。 

 法廷検査を受けないまま放置すると、浄化槽からの

放流水の水質が悪化し、地域の水環境に悪影響があり

ますので、県指定検査機関(県水質保全協会 029-

227-4836)または保守点検・清掃を委託している業

者に連絡のうえ、必ず検査を受けてください。 
 

問 県環境対策課 029-301-2966 

特別講演会を開催します～失われた育児技法を求めて～ 
 
◆日時 12月5日(日)午後1時30分～3時30分 

◆場所 結城市図書館3階 多目的ホール 

◆内容 一部 午後1時30分～ ｢女性とからだの知恵について｣ 

二部 午後２時30分～ ｢おむつなし育児｣ 

※おむつなし育児とは、赤ちゃんのサインに気づき、 

 おむつの外で排泄させる昔ながらの伝承法です。 

◆定員 300名 ※先着順 

◆申込方法 電話またはメールにてお申し込みください。 

◆後援 結城市教育委員会、筑西市教育委員会 
 

問 申 ののはな自然育児の会 (設楽)  24-9119 

Eメール shizen-_ikuzi@yahoo.co.jp 

 ※筑西市を中心に、自然育児と母乳育児をテーマ 

  として活動している育児サークルです。 

ガールスカウトと遊ぼう 

～きれいな心となんでもできる手～ 
 
◆日時 11月21日(日)午後1時～3時 

◆場所 下妻公民館2階 学習室 

◆内容 エコクラフト、お菓子づくり 

    手作りレジャーシート、ゲームなど 
 
※参加費無料。未就学児から参加できます。 
 

問 (社)ガールスカウト下妻42団 (飯塚) 

   43-8328 

排水路工事にご協力を！ 
 
【皆葉地区】 

工事期間中は、通行止め等交通規制を 

おこないます。 
 

 ◆工事期間 11月中旬 

        ～平成23年２月上旬 

 ◆工事区域 図のとおり 

 

問 市農地整備課 内線2615 

案 内 案 内 

個人事業税第二期分の納付について 
 

個人で事業をおこなっている方は、一定の所得を超

えた場合に、個人事業税が課税されます。 

 第二期分の納付書を11月中旬に送付しますので、

11月30日(火)の納期限までに必ず納付願います。 

なお、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 (口座振替について) 

   筑西県税事務所 総務課管理担当 

   ℡24-9184 



お知らせ版  No.2 
 

 

 
2/2 

11 
10 

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 

道路工事にご協力を！ 
 
【下木戸地内】 

工事期間中は、通行 

止め等の交通規制を 

おこないます。 
 
 ◆工事期間 

  11月中旬 

  ～12月下旬 

 ◆工事区域 

  図のとおり 
 

問 市建設課 

   内線1717 

【高道祖地内】 
 
工事期間中は、片側交互通行等の交通規制をおこないます。 

 
 ◆工事期間 工事箇所①・② 平成23年2月下旬まで 

       工事箇所③・④ 平成23年7月下旬まで 

 ◆工事区域 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 県西流域下水道事務所 44-9335 

図書館おはなし会／12月 
～おはなしの花たば～ 
 
◆日時 12月11日(土)午前10時30分～11時30分 

            午後２時～３時 

◆場所 市立図書館 児童室(おはなしコーナー) 
 

問 市立図書館 43-8811 

研究集会を開催します 
食から考える環境問題～健康な体は食べ物から～ 
 
◆日時 11月24日(水)正午～午後３時 

◆場所 下妻公民館 ２階大会議室 １階和室 

◆対象 県西地区生活学校関係者および一般の方 

◆内容 ・｢下妻食と農を考える女性の会｣による 

     講演会 

    ・地元食材を使った試食会等 

◆参加費 無料 

◆主催 下妻生活学校 

◆共催 大好き いばらき 県民会議 
 

問 市生涯学習課 内線2834 

公共下水道工事にご協力を！ 
 
【原地内】 

 
工事期間中は、全面 

通行止(夜間開放)等 

の交通規制をおこな 

います。 
 
 ◆工事期間 

  11月中旬 

  ～平成23年３月下旬 

 ◆工事区域 

  図のとおり 

 

問 市下水道課 

   内線1732 

      ～1734 

詩集『くさぶえ』作品募集・37集発刊 
 
 わらべうた・あそびランドでは、子どもたちの心情 

を育てるために、詩集｢くさぶえ｣を発行しています。 
 

《作品募集》 
38集の発行にあたり作品を募集します。 
 

 ◆募集作品 口頭詩 幼児(１～６歳児) 

       自由詩 小・中学生 

       表紙絵 幼児(１～６歳児) 

       ※画用紙たて書き(サイズＡ４) 

 ◆申込期限 12月10日(金) 
  
 ※作品の著作権は応募者に帰属するものとします。 

  ただし、主催者が広報・作品集の作成等必要な 

  場合には、公募作品を使用できるものとします。 
 

《37集発刊》 
ページをめくると、そこには子どもの世界があり 

ます。子どもの純粋な心と感性をあなたも感じて 

見ませんか。 
 
 ◆内容 幼稚園・保育園児 口頭詩(つぶやき) 

     小学生・中学生  児童・生徒詩 

 ◆頒布価格 １冊1,000円 

 ◆発行 わらべうた・あそびランド 
 

問 申 市生涯学習課 内線2834 

秋の新そば祭りを開催します 
 

◆日時 11月20日(土)・21日(日) 

    午前10時～午後４時 

◆イベント内容 

 ・手打ちそば実演販売、打ち立てそばコーナー 

 ・新そば粉、そば道具等の販売 

 ・新鮮野菜、地元物産品、特製弁当 

  惣菜、中華まん等の販売 

 ・｢そば打ちめいじん亭｣ご利用対象抽選会 
 
 ※天候等により内容変更の場合あり。 
 

問 道の駅しもつま 30-5294 

合同クリスマス会＆説明会を開催します 
 
 ファミリーサポートセンター＆在宅福祉サービス

センターあおぞらの合同クリスマス会と説明会を開

催します。 

地域の相互援助活動に興味のある方はどなたでも

参加できます。 
 
◆日時 12月11日(土)午前10時～12時 

◆会場 下妻公民館 大会議室 

◆内容《合同クリスマス会》   

    ・簡単手作りケーキを作ろう‼ 

    ・パネルシアター、輪投げでゲットなど 

   《相互援助活動の説明会》 

◆定員 60名程度 

◆参加費 １人につき100円(０歳児無料) 

◆申込期限 11月26日(金) 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

案 内 最適なライフステージで 

快適な暮らし始めて見ませんか 
 
下妻東部第一土地区画整理事業により造成

した宅地を分譲しています。市役所・体育

館・文化施設・公園などの公共施設や保育園

に隣接し、常総線下妻駅や下妻小学校、商

店・病院・金融機関などがある市街地に近く

利便性の良い宅地です。 

◆現地見学会開催  

【日時】11月21日(日) 

    午前９時30分～12時 

【受付場所】事業地内テント 

      [保健センター東側、信号付近] 

 ※悪天候の場合は、都市整備課(市役所第二 

  庁舎)で受け付けします。 

◆分譲価格表＜８区画＞ 

【所在】田町１丁目・本宿町２丁目 

     (上下水道完備) 
 
《下妻市販売分》 

《下妻市開発公社販売分》 

 ※用途地域・容積率/建ぺい率  

   ①第一種住居地域 200/60     

   ②第一種低層住居専用地域 100/50   

   ③第二種中高層住居専用地域 200/60 
 
◎詳しくは、区画整理ホームページをご覧 

 ください。 http://www.ｓ-tobu.jp/ 
  

問 申 市都市整備課 都市計画係 

     内線1726  

 下妻駅から徒歩10分 

 坪単価16.49万円より８区画 

つくばエクスプレス TX「守谷駅」経 由 

常総線「下妻駅」   「都心｣約70分 

宅地 

番号 
面積(㎡) 販売価格(円) 

用途 

地域 

2 １９６.７１ １０,５０４,３１４ ② 

３ ２３２.０６ １１,５７９,７９４ ② 

４ ３３３.４３ １７,１７１,６４５ ② 

５ ３２６.３７ １９,２２３,１９３ ③ 

宅地 

番号 
面積(㎡) 販売価格(円) 

用途 

地域 

６ ２１６.４７ １１,４５１,２６３ ① 

８ １８９.４９ １１,０６６,２１６ ③ 

９ １８９.４９ １１,０６６,２１６ ③ 

10 １８９.４９ １１,０６６,２１６ ③ 

案 内 

千代川 

中学校 

千代川 

郵便局 

工事箇所 

工事箇所① 

工事箇所② 

工事箇所③ 

工事箇所④ 


