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しもつま 広
報 

「ポピーの種まき＆さつまいも掘り大会」を 

開催します 
 
 焼きいもの試食や温かい豚汁を用意してお待ちしてい

ます。 
 
◆日時 10月17日(日)午前9時～ 

    ※雨天の場合は、24日(日)に延期 

◆場所 鬼怒フラワーライン 

◆主催 花と一万人の会 
     
 ※さつまいも掘り用の袋は、花と 

  一万人の会で準備しますので 

  軍手・長靴をご持参ください。 
 

問 花と一万人の会事務局(市都市整備課内)  

   内線1723 

『期日前投票立会人』募集 
 

12月12日におこなわれる茨城県議会議員一般

選挙での｢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、選挙の投票が正しく公正におこなわ 

 れているかを立ち会う人をいいます。 
 
●日時 12月４日(土)～11日(土) 

    午前８時30分～午後８時 

●期日前投票所 

・下妻市役所本庁舎1階市民ホール 

・下妻市役所千代川庁舎1階ホール 

●対象者 

 市内在住で選挙権がある、 

 原則として20～30歳代の方 

●募集人数 

 のべ32名(期日前投票所ごとに1日２名) 

※後日、選挙管理委員会で決定します。 

●報酬等 

 日額9,500円(昼食付) 

報酬は口座振込としますので、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 

 10月29日(金)までに、印鑑を持参のうえお申 

 し込みでください。 

※無投票となった場合、立会いは無くなります。 
 

問 申 市選挙管理委員会 

     内線1131・1132 

《市民囲碁大会》 
 
●とき 11月21日(日) 

    午前９時～ 

●ところ 下妻公民館２階 和室 

●参加費 2,000円(弁当代他) 

     ※当日徴収。 
 

問 常総清娯会 

   (小林) 44-2522 

《茶道無料体験》 
  
●とき 11月６日(土)・７日(日) 

    午前10時～午後２時 

●ところ 下妻公民館２階 研修室    

●定員 各日100名 

    ※先着順 
 

問 下妻市茶道連盟 香出水会 

    (川井) 44-3253 

『市文化祭』参加者募集 

《初心者いけ花無料体験教室》 
 

●とき 11月６日(土)午前10時～ 

●ところ 市総合体育館２階  

     卓球場前 

●対象 中学生以上の方 

●定員 40名 ※先着順 
 

問 下妻市華道文化協会 

   (曽根) 44-3664 

大規模な土地取引には届出が必要です 
 
 市内において、5,000㎡以上の土地取引(次に該当する 

場合)は、契約を結んだ日から2週間以内に国土利用計画 

法による届出が必要です。 

 届出は、権利の取得者(買った人など)の義務です。 

 届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰則の適用 

を受ける場合がありますので、ご注意ください。 
 
◆届出の必要な土地取引 

 売買契約、交換、一時金を伴う地上権、賃借権の譲渡 

 または設定などが対象となります。 
  
 ※個々の取引面積は小さくても、合計すると5,000㎡ 

  以上となるような土地取引は、それぞれについて届 

  出が必要です。また、分筆売買や時期をずらした取 

  得でも、目的が同じであれば一つの土地取引となり、 

  届出が必要です。 

 ※届出様式は、企画課に備えてあります。また、県お 

  よび市のホームページからダウンロードできます。 
 

問 申 市企画課 内線1315 

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】10月17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 

木造住宅の耐震診断～二次募集～ 
 

市では、県木造住宅耐震診断士を派遣し、耐震診断を

おこないます。なお、診断料の一部は市で負担します。 
 

●対象となる住宅 

次の要件を満たす市内の木造住宅。 

・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築 

 した木造住宅で、階数が2階以下のもの。 

 ◎詳しくは、お問い合わせください。 

●診断方法 

 家の中と外まわりを調査し、後日、診断結果の報告・ 

 大まかな補強の方法などの相談をおこないます。 

 ※診断結果は申請者個人への参考データです。 

  結果により改修を強要するものではありません。 

●診断棟数 10棟 ※先着順 

●診断料 32,000円(申請者負担分は2,000円) 

●申込期限 11月１日(月)午前9時～午後5時  

●申込方法 建設課にある申込用紙に記入のうえ、 

      お申し込みください。 

●持参するもの 

 印鑑、住宅の建築時期がわかるもの(建築確認済証等) 
 
【セールスにご注意ください！】 

市では、申し込みをしていない方に診断士の派遣 

および斡旋等はおこなっていません。なお、建築 

診断において診断士が訪問する際は、｢茨城県木造 

住宅耐震診断士認定証｣を携帯しています。 
 

問 申 市建設課 内線1712・1713 

「キャンドルナイト2010」開催 
 

地球の未来と、子ども達の未来の夢が幻想的に、｢夢

キャンドル｣としてあかりを灯します。 

私たちの地球と、地球を舞台に飛ぶ子ども達が永遠で

あることを願い、市民の力で14,284本ものキャンドル

にあかりを灯しましょう。 
 
◆日時 10月16日(土)午後５時～８時 

◆場所 砂沼サンビーチ特設会場 
 

問 キャンドルナイト実行委員会事務局 

   (柴) 090-1886-4105 

募 集 



相 談 

道路工事にご協力を！ 
 

江地内において道路工事を実施します。 

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 10月中旬～12月上旬 

◆工事箇所 図のとおり 

 
 

問 市建設課 内線1717 

10月はペット飼い主マナー向上推進月間です 
～あなたの街を犬の糞ゼロ・放し飼いゼロにしよう～ 
 
◆犬の糞を放置するのはやめましょう。 

 公園利用者や道路通行者等が不快な思いをしたり、糞 

 の中に寄生虫や病原菌がいた場合、他の犬が臭いを嗅 

 いだり、触ったりすると病気が広がってしまうことが 

 あります。 

 散歩に出かける時は、家で排泄させてから出かけるよ 

 うにしましょう。 
 
◆家の外で排便した時は、袋に入れて持ち帰りましょう。 

持ち帰った犬の糞はどのように処分すればいいの？ 

 ビニル袋を二重にするなど、臭いや衛生面に配慮を 

 して市指定の｢燃えるゴミ｣袋に入れ、収集日に出し 

 ましょう。 
 
◆犬の放し飼いはやめましょう。 

 ｢放し飼い｣は、周囲の人が犬を 

 恐れたり、不快に感じる場合が 

 あります。 

 また、犬が自由に歩いていると、 

 交通事故や放浪犬に咬まれる等 

 で怪我を負ったり、迷子になっ 

 たりすることもあります。 

 飼い犬が家の敷地から自由にでることがないよう繋い 

 だり、ドアに柵を設置する等の工夫をしましょう。 
 
◆散歩の際には、必ず引き綱(リード)を付けましょう。 

 普段はおとなしい犬でも、咬み付いたり、飛びかかっ 

 たりして他人に怪我をさせる可能性があります。 
 

問 県生活衛生課 029-301-3418 

 県動物指導センター 0296-72-1200 

 市生活環境課 内線1424 

現地調査にご協力を！ 
 

公共下水道事業実施設計に係る現地調査を実施します。 

市の委託業者が測量・現地調査のため立ち入る場合が 

ありますので、ご協力をお願いします。 

なお、委託業者は、市発行の身分証明書を携帯してい 

ます。 
 
◆調査期間 10月中旬～平成23年３月下旬 

◆調査区域 原・羽子地内 
 

問 市下水道課 内線1732～1734 

測量調査にご協力を！ 
 

長塚地内において、交差点改良事業に係る地形 

測量調査を実施します。 

 期間中は、委託業者が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 10月～平成23年１月(予定) 

◆調査区域 図のとおり 

問 県常総工事事務所 0297-42-2623 

全国地域安全運動が実施されます 
 
◆期間 10月11日(月)～20日(水) 

◆スローガン 

 ｢防犯は 鍵かけ 声かけ 心がけ｣ 

◆運動の目的 

 地域安全活動の強化や防犯意識の一層の浸透と定着を 

 図り、もっと安心して暮らせる地域社会の実現を図る。 

◆運動の重点  

・乗り物盗、ひったくり、侵入窃盗等の被害防止 

 ・子どもと女性の安全確保 

 ・振り込め詐欺、悪質商法の被害防止 

◆実施機関 下妻警察署・下妻地区防犯協会 
 
◎一人ひとりが防犯意識を高めると共に、学校・家庭・ 

 職場などでも防犯対策に努め、地域ぐるみで安全・安 

 心なまちづくりを目指しましょう。 
 

問 市民安全課 内線1433 

警察官を名乗る不審電話が 

多発しています！ 
 

県内で｢警察署です。あなたのキャッシュカード

から現金が引き出されています｣などの不審な電話

が多数かかっています。 

これはキャッシュカードを騙し取る振り込め詐

欺の手口です。電話で暗証番号などは絶対に教え

ないでください。 

特に高齢の女性が狙われていますので、身近な

高齢女性に注意を呼びかけてください。 
 

問 下妻警察署 43-0110 

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 

砂沼マラソン大会交通規制にご協力ください 
 
砂沼サンビーチと周辺道路や砂沼遊歩道をコースとし

て｢砂沼マラソン大会｣を開催します。 

大会開催にともない、市道(下図参照)の交通規制および

遊歩道の通行規制をおこないますので、皆さんのご協力

をお願いします。 
 

◆日時 11月21日(日)午前８時～午後１時 

◆場所 砂沼周辺の長塚・大町地区内の市道 

 

問 市スポーツ振興課 内線2862 

市道 交通規制区間 

自衛隊記念日記念行事観閲式にご協力を 
 
10月24日に埼玉県で開催される平成22年度自衛隊

記念日記念行事観閲式および予行のため10月13日以降

市内上空を航空機等が飛行しますので、ご協力をお願い

します。 
 

問 陸上自衛隊東部方面隊 048-460-1711 

こころの電話相談 
 

こころの健康についての不安や悩みに関して、

保健師による電話相談をおこないます。 

 相談は匿名でもお受けします。 

 また、必要に応じて医療機関等の紹介や、来所

相談の予約をします。 
 
◆日時 10月27日(水)午前９時～11時30分 

            午後１時～３時30分 

    ※１人15分程度 

     (内容により異なる場合があります) 
 

問 市福祉事務所 内線1573・1574     

※電話交換手が出ましたら 

 ｢こころの電話相談｣とお話しください。 

案 内 案 内 
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歯の何でも電話相談 
 
 ふだん、聞けない入れ歯のこと・子ど

もの歯の悩み・インプラント・矯正・口

臭の悩み・顎関節症・歯周病・ブラッシ

ングの仕方・料金のことなど、歯につい

ての悩みや質問を何でも受け付けます。 

 匿名で結構です。 

 お気軽にお電話ください。 
 
◆とき 11月７日(日)午後１時～４時       

◆電話番号 029-823-7930 

      029-835-0737 

◆回答者 歯科医師 

◆相談料 無料 
 

問 県保険医協会 

   029-823-7930  

『市長杯市民パークゴルフ大会』 

参加者募集 
 
●日時  11月14日(日)午前8時10分集合 

    ※小雨決行 

●会場 小貝川ふれあい公園 パークゴルフ場 

●参加資格 市内在住・在勤の方 

●試合方法 36ホール ストロークプレー 

●参加費 500円(プレー代は無料) 

●定員 70名 

●申込方法 

 参加費を持参のうえ、小貝川ふれあい公園 

 ネイチャーセンターにお申し込みください。 
 
 ※参加するご本人がお申し込みください。 

 ※当日の参加申し込みはできません。 
 
●申込期限 

 11月６日(土) ※先着順。 
 

問 下妻市パークゴルフ協会 (山中)  

     44-4334 

健 康 子宮がん･骨粗しょう症の集団検診を実施します 
 
◆受付時間 午後１時～１時30分 ※番号札を12時に設置します。 

◆対象者(平成23年3月31日現在の年齢)    

 子宮がん検診(頸部)・・・・・20歳以上の女性 

 骨粗しょう症検診(かかとの超音波検査)・・・・・25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳 

                         60歳、65歳、70歳の女性 

◆自己負担額 子宮がん検診(頸部) 500円  骨粗しょう症検診 500円    

◆検診日程・会場等 

 《子宮がん検診》※地区の日程で受診できない方は、他の日程(会場)でも受診できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   ～検診の注意点～ 

    当日はスカートを着用するか持参してください。生理(月経)中の方も受診することができます。 
 
 《骨粗しょう症検診》 

子宮がん検診とあわせて受診する方・骨粗しょう症検診だけを受診する方は、地区割に関わらず、◎印の 

ついている日に受診してください。(対象年齢にご注意ください) 
 

※子宮がん・骨粗しょう症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。 

※受診券は、平成21年度に子宮がん集団検診を受診した方、今年度25歳になる方に送付します。 

 新たに希望する方はお申し込みください。(今年度、すでに市の医療機関検診を受診した方は受けられません) 
 

問 申 市保健センター  43-1990 

月日 曜 検診会場 実施地区 
◎11月10日 水 千代川保健センター 鎌庭・長萱・伊古立                   ＜骨粗＞  

11日 木 千代川保健センター 村岡・別府・五箇・皆葉・本宗道・鬼怒・見田・唐崎 
12日 金 千代川保健センター 田下・下栗・羽子・原・大園木・鯨・宗道・渋田 
17日 水 下妻保健センター 総上地区          
18日 木 下妻保健センター 高道祖地区・下妻戊・砂沼新田・石の宮    

◎   19日 金 下妻保健センター 大木・尻手・渋井                    ＜骨粗＞ 
24日 水 下妻保健センター 黒駒・柴・江・関本下・平方・桐ケ瀬・前河原・半谷・南原・赤須 
25日 木 下妻保健センター 豊加美地区・下妻丙・長塚 
26日 金 下妻保健センター 騰波ノ江地区・下妻甲・下妻丁 
29日 月 下妻保健センター 北大宝・平川戸・横根・坂井・比毛・堀篭・大串・平沼・福田・下木戸 

◎   30日 火 下妻保健センター 大宝・小野子町・坂本新田・大木新田           ＜骨粗＞ 
◎ 12月１日 水 下妻保健センター 下妻乙・本城町・本宿町・田町              ＜骨粗＞ 

『親子ソフトテニス大会』参加者募集 
 
●日時 

 11月21日(日)午前８時30分集合 

 ※雨天の場合は、28日(日)に延期 

●会場 

 柳原球場テニスコート 

●参加資格 

 市内在住または在学の 

 小学生とその親 

●試合方法 

 親子ダブルスによるリーグ戦 

 もしくはトーナメント戦 

●参加費 １ペア 1,000円 

●申込期限 10月31日(日) 
 

問 申 下妻市ソフトテニス連盟事務局 

     (宮本) 44-2805 

     (市川) 090-4835-5226 

口腔がん検診を実施します 
 

あまり知られてはいませんが、口の中にもがんはできます。口腔

がんのリスクは喫煙や飲酒習慣のある方が圧倒的に高いです。 

心配な方、関心のある方、この機会に受診してみませんか。 
 
◆日時 11月28日(日)受付 午前９時～９時30分 

◆場所 下妻市保健センター 

◆内容 

 《講演会》｢口腔がんについて｣ 

      筑波大学附属病院 准教授 鬼沢 浩司郎 医師 

 《検診》歯科医師による問診・視診・触診、口腔内アドバイス等 

◆対象者 40歳以上の方 

◆募集人員 50名 ※先着順。 

◆検診自己負担金 500円 

◆申込開始 10月18日(月)から申し込みを開始します。 

◆主催 市・市歯科医師会 
 

問 申 市保健センタ－ 43-1990 

『市長杯テニス大会』参加者募集 
 
●日程 11月28日(日) ※予備日12月５日(日) 

    ※男子8:30、女子10:00までに受付を済ませ 

     てください。 

●会場 砂沼サンビーチテニスコート 

●種目 男子ダブルス・女子ダブルス 

●参加資格 市内在住・在勤・在学の方 

      (ペアの片方でも可) 

●試合方法 6ゲームマッチ(6-6タイブレーク)、 

      トーナメント方式(コンソレあり) 

      ※エントリー数により試合形式の変更有り 

●参加費 一般 １ペア 3,000円 

     高校生以下 1ペア 1,000円 

●申込方法 申込用紙に必要事項を記入のうえ、参加費 

      を添えてお申し込みください。 

●申込期限 11月15日(月) 
 

問 申 下妻市テニス連盟 (宮本) 

      44-2805[長塚38-1] 

平成22年度 

浄化槽設置事業費補助金の 

申請受け付けが終了しました 
 

本年度の浄化槽設置に係る補助金は、申請が予定

基数に達しましたので、受け付けを終了しました。 
 

 問 市生活環境課 内線1422 

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 

募 集 



図書館まつり 多重債務者向け無料法律相談会 
 
 借金問題でお困りの方は、ぜひご相談ください。  

 弁護士、司法書士、消費生活相談員が相談に応じ

ます。(秘密厳守) 
 
◆日程 

 ・11月25日(木)桜川市役所岩瀬庁舎 

         [桜川市岩瀬64-2] 

 ・11月29日(月)常総市水海道公民館 

         [常総市水海道栄町2680-1] 

 ・12月７日(火)坂東市岩井公民館 

         [坂東市岩井3108] 

◆日時 各日とも午前10時～午後４時 

◆定員 桜川会場 20人 常総・坂東会場 10人 

◆申込期限 11月24日(水) ※先着順。 
 

問 申 県生活文化課 029-301-2829 

『冬休み海外派遣』参加者募集 
 
●日程 12月25日(土)～平成23年１月２日(日)７～８日間 

●派遣先 オーストラリア・カンボジア・サイパン・フィジー 

●内容 ホームステイ・ボランティア・文化交流・ 

    学校体験・地域見学・野外活動など 

●対象 小学3年生～高校3年生 

●参加費 19.８万円～36.8万円(共通経費は別途) 

●申込期限 11月８日(月) ※先着順 
 
◎事業により体験内容・日程・対象年齢等が異なります。 

 詳しくは、ホームページをご覧ください。 

  http://www.kskk.or.jp 
 

問 申 財団法人 国際青少年研修協会 

     03-6459-4661 

ときめき出会いバス・エコツアーを開催します 
 
◆日時 11月28日(日)午前8時～午後5時30分 

◆行先 東京電力第2福島発電所・電力館 

◆対象者 43歳までの独身男・女20名ずつ 

◆参加費 男性5,000円 女性1,500円  

◆申込期限 10月25日(月) ※先着順       
 

問 申 NPO法人メドウルミートクラブ 

     25-2678  

学校公開にご参加ください 
 
◆日時 11月５日(金)午前9時30分～12時 

◆対象 地域の方 

◆内容 特別支援教育に対する理解を深めてもらうた 

    めに小・中学部、高等部の授業を公開します。 

◆申込方法 電話またはFaxにてお申し込みください。 
 

問 申 下妻養護学校 (塚越) 

 44-1800 Fax43-9174  

「レイクエコーフェスティバル 2010」開催 
～つどい合い ともに響け こころの音色～ 
 
◆日程 10月30日(土) 

  10:00～ 鹿島灘高等学校和太鼓 

  10:40～ 鉾田交響吹奏楽 

  11:25～ 水戸工業高校ジャズバンド 

  13:30～ 講演会 講師 アーチェリー選手 

              山本 博 氏 

           (オリンピックメダリスト) 

    10月31日(日) 

  10:00～ レイクエコー学習団体等発表 

  11:00～ パントマイム(屋外)  

  13:45～ 潮来市立日の出中学校吹奏楽 

  14:15～ 茨城県警察音楽隊 

◆会場 レイクエコー[行方市宇崎1389] 
 

問 県女性プラザ 0299-73-2300 

スポーツの秋！体力測定イベント 
～筋肉だけじゃない番付～ 
 
◆日時 11月７日(日)午前10時～午後4時 

◆場所 ほっとランドきぬ 館内フロント前 

◆対象 ５歳～89歳 

◆料金 入館料のみ 

◆内容 

 ・カラダスキャンマシンを使っての測定 

  (基礎代謝量、体脂肪率、内臓脂肪量など) 

  ※結果をもとにスタッフがカウンセリ 

   ングをおこないます。 

・ミニイベントお楽しみ測定 

バランス・腹筋はみんなで上位番付を目指して 

チャレンジ(ランキングを作成します) 

 午前の部 午前11時～12時 

 午後の部 午後２時～３時 

 ・水着やトレーニングウェアの大セール 

   ※いつもとちょっと違う品揃え 

・ぶるぶるダイエットマシン、乗馬マシン、 

 足ツボマッサージマシンなど無料開放 
 

問 ほっとランド・きぬ 30-4126 

『受講生』募集 
 
《ガス溶接技能講習》 

◇日時 11月19日(金)・20日(土) 

    午前9時～午後５時 

◇内容 労働安全衛生法で定められた 

    技能講習 

◇定員 20人 

    ※定員を超えた場合は抽選 

◇申込期限 10月25日(月)必着 

 

◆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企業申込みの場合は担当者名・ 

 連絡先を記入のうえ、郵送でお申し込みく 

 ださい。 

  ※電話等による申し込みはできません。 
 

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 

《パワーポイント活用法》 

◇日時 12月15日(水)～17日(金) 

    午前9時～午後４時 

◇内容 会議や説明会でパソコンを使用 

    したプレゼンテーションの作成 

    技法入門編 

◇定員 10人 

    ※定員を超えた場合は抽選 

◇申込期限 11月15日(月)必着 

《「本のリサイクルフェア」に参加しませんか》 

皆さんのお宅で読まなくなった本を無償で提供してもらい、 

それらを自由に持ち帰れるコーナーを設けます。 
 
 ◆受付期間 10月20日(水)～11月10日(水) 

 ◆受付場所 図書館内総合案内カウンター 
  
  ※以下の資料は、お受けできません。 

    青少年に有害な図書、マンガ、雑誌、 

    辞書・辞典類、問題集・参考書類 

  ※｢本のリサイクルフェア｣で最終的に残った 

   図書は処分させてもらう場合があります。 
 
《図書館おはなし会／11月》 

  11月の｢おはなしの花たば(おはなし会)｣は 

  『図書館まつり』と同日開催になります。 

◆とき 11月13日(土)  

◆ところ 市立図書館 

◆内容 

 10時～    おりがみ体験コーナー 

10時30分～    おはなしの花たば 

12時～      対面朗読見学体験 

13時30分～    本のリサイクルフェア 

14時～    おはなしの花たば 

15時～    パネルシアター 
 
※その他、しかけ絵本の展示やパネル 

 展示｢茨城県のロケ地を巡る(映画 

 『桜田門外の変』を中心に)｣をお 

 こないます。 
  

問 市立図書館 43-8811 

スキルアップ講習会を開催します 
 

下妻市社会福祉協議会では、しもつまファミリー

サポートセンターを開設し、協力会員が一時的にお

子さんを預かる相互援助事業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。 
 
◆日時 11月12日(金)午前10時～12時 

◆場所 下妻公民館 研修室 

◆内容 講演会 ｢お薬の話｣  

講師 茨城県薬剤師会 薬剤師 

※お薬の正しい使い方をわかりやすく 

 教えて頂きます。 

◆参加費 無料 

◆定員 20名  

◆申込期限 10月29日(金) ※先着順。 
 

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 

『県民駅伝競走大会』参加者募集 
 
●日時 12月11日(土) ※雨天決行   

●会場 笠松運動公園陸上競技場を中心とする周回コース 

●種目 《職域・クラブ対抗の部》 

      ５区間 約15.17km   

    《市町村対抗の部》中学・高校・一般の混合チーム  

      ７区間 約21.24km 

●申込期限 11月１日(月) 

●主催  財団法人茨城体育協会 
 
【監督会議】 

 11月30日(火)午後２時～ 

 笠松運動公園陸上競技場 会議室 

 [ひたちなか市佐和2197-28] 

 ※チームの代表者は必ず出席願います。 
 

問 申 市スポーツ振興課 内線2862 

相 談 

案 内 募 集 


