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しもつま 広
報 

休日在宅当番医の日程変更 
     

各家庭に配布した｢救急医療体制一覧(平成

22年４月～９月)｣に掲載の休日在宅当番医の

日程が変更になります。 
   
【変更前】９月26日(日)中嶋医院 

 

【変更後】９月26日(日)湖南病院 

           とき田クリニック 

 

 

『グラウンドゴルフ大会』参加者募集 
      
 初めて参加される方も大歓迎です。 

 皆さんで楽しくプレーしましょう！ 
 
◆日時 10月14日(木)午前8時30分～12時30分 

    ※雨天順延 

◆場所 ほっとランド・きぬ グラウンドゴルフ場 

◆参加資格 下妻市、八千代町、常総市、筑西市に 

      在住・在勤の方  

◆募集人数 216名(３名１組)  

◆参加方法 ほっとランド・きぬにある申込書に 

      記入のうえ、参加費を添えて３名１組 

      でお申し込みください。 

◆申込開始 ９月15日(水)午前９時から先着順に 

      受け付けます。 

      (１人で３組分まで申し込みできます) 

◆参加費 １組(３名) 1,500円 

     ※利用料・スポーツ保険料含む 

◆競技方法 24ホールストロークマッチプレー 

◆組み合わせ ３組(９名)でプレーします。 
 

問 申 ほっとランド・きぬ 30-4126 

 

『第３回市長杯・ 

 市民グラウンドゴルフ大会』参加者募集 
 
◆日時 10月20日(水)午前８時30分～ 

    ※雨天の場合、21日(木) 

◆場所 千代川緑地公園内グランドゴルフ場 

◆参加資格 60歳以上の市内在住・在勤の方 

      ３名以上１組 

◆試合方法 個人戦 32ホールストロークマッチ 

◆参加費 １名につき500円 

◆申込方法 ３名以上のグループ単位で、参加費を 

      持参のうえ、お申し込みください。 

◆申込期限 ９月29日(水)午後５時 

◆その他 用具の貸出もしますので、用具のない方 

     や初心者の方も大歓迎です。 
 

申 市スポーツ振興課(千代川庁舎) 

   千代川運動公園ふれあいハウス ※月曜日休館 

 受付 いずれも午前８時30分～午後５時 
 

問 下妻市グラウンドゴルフ協会 

   (飯村) 43-4506 

『市文化祭市民美術展』作品募集 
 

市民美術展に出品希望の方は、在住・在勤する

地区(下妻・千代川)にお申し込みください。 
 
 《申込期間 ９月10日(金) 

          ～24日(金)午後５時》 
 

【下妻地区】 

●開催期間 11月５日(金)～７日(日) 

●展示会場 総合体育館、下妻公民館 他 

●募集作品 油絵、水彩画、版画、写真、書 

      貼り絵、その他 

  ※１人２点以内。 

   展示会場の準備・片付けがあります。 
 

申 ◇洋画(油絵・水彩画) 

     ・・・グループ叢(菊地) 43-0470 

   ◇貼り絵 

     ・・・八色会(塚原)   44-2847 

   ◇写真・・光風会(大野)   44-2704 

   ◇陶芸・・陶芸クラブ(富岡) 43-9530 

   ◇書・・・書道同好会(柳)  44-5362 

   ◇その他 

     ・・・文化祭事務局(市生涯学習課内)  

                内線2833 

【千代川地区】 

●開催期間 11月５日(金)～７日(日) 

●展示会場 千代川公民館 

●募集作品 絵画、写真、書、貼り絵、その他 

  ※１人２点以内。 

   展示会場の準備・片付けがあります。 
 

申 ◇絵画、写真、書 

     ・・・千代川地区委員会(谷口) 

        44-3576 

   ◇貼り絵、その他 

     ・・・千代川地区委員会(神田) 

        43-3613 
 

霧降高原へハイキングに行こう 
 
 下妻市体育協会では交流会の一環としてハイキ

ングを開催します。紅葉に色づく高原を一緒に散

策しましょう！ 
 
◆日時 10月24日(日)午前７時出発予定 

◆場所 霧降高原滝見ハイキングコース 

    [栃木県日光市] 

◆対象 市内在住・在勤で、付き添いなく１人で 

    ハイキングの出来る方(学生は除く) 

◆参加費 １人2,500円 

      (バス代、入浴料、保険料含む) 

     ※申し込み後の不参加については 

      返却しません。 

◆募集人数 40名 

      ※定員になり次第締め切ります。 

◆申込期間 ９月15日(水)～10月１日(金) 

午前９時～午後５時 
 

問 申 市スポーツ振興課 内線2862 

『小貝川さわやかウォーキング』 

参加者募集 
  

サンドレイククラブ(総合型地域スポーツクラ

ブ)では、交流会の一環としてプレイベントを開催

します。 
 

◆日時 ９月19日(日) 午前９時から２時間程度 

    ※雨天中止 

◆集合場所 小貝川ふれあい公園 

      イベント芝広場 

◆参加費 １人100円(保険代) 

     ※当日徴収 

◆申込期限 ９月16日(木) 

      午前９時～午後５時 
 

問 申 市スポーツ振興課 内線2862 

『第２２回砂沼マラソン大会』 

参加者募集 
 
●日時 

 11月21日(日)午前８時15分～ 

●会場 

 砂沼サンビーチ[砂沼広域公園内] 

●種目  

 ・砂沼一周(6.5km) 

   一般男子・女子 

   高校生男子・女子 

 ・砂沼南(4km) 

   一般男子・女子 

   高校生男子・女子 

   中学生男子 

 ・観桜苑(2.3km) 

   中学生女子 

   小学生男子・女子(5・6年生) 

 ・親子(2km) 

   親子①(1年生)、親子②(2年生)  

   親子③(3年生)、親子④(4年生) 
 

※この他に一般・小学生男女は団体戦もあります。 
 
●参加費 

 一般男子・女子、親子の部 2,000円 

              (高校生以下無料) 

●申込方法 

 市スポーツ振興課までお問い合わせいただくか、 

 総合体育館、千代川運動公園ふれあいハウスに 

 備え付けのパンフレットにてご確認ください。 
 
 ※インターネット『RUNTES』http://runnet.jp/ 

  でも申し込みを受け付けています。 

   (有料参加者のみ) 
 
●申込期限 

 10月１日(金) 

 ※インターネット受け付けは10月５日(火) 

 ※定員になり次第締め切ります。 

 

問 市スポーツ振興課 内線2862 

募 集 



不動産取得税について 
 

土地や家屋を売買、

贈与、交換等により取

得したときや、家屋を

新築等したときは、不

動産取得税が課税され

ます。 

税額は、課税標準額(固定資産課税台

帳に登録されている価格または固定資

産評価基準により評価し決定した価格)

に、平成20年４月１日以降に土地また

は住宅を取得した場合は３％、同じく

住宅以外の家屋を取得した場合は４％

をそれぞれ乗じた額です。 

ただし、宅地および宅地評価土地を

平成24年３月31日までに取得した場

合は、課税標準額が２分の１に軽減さ

れます。 

なお、住宅や住宅用土地を取得した

方は、一定の要件のもとで税額が軽減

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 筑西県税事務所 課税第二課 

   24-9197 

電話加入権の公売を 

実施します 
 

電話の新規設置や増設をお考えの方、 

ぜひご参加ください。 
 
◆日時 10月13日(水) 

    午前11時～11時30分 

◆場所 筑西県税事務所 

    [筑西市二木成615 

     筑西合同庁舎内] 

◆持参するもの 

 ・現金 

 ・認印 

 ・身分証明書 

 ・委任状(代理人の場合) 
 
◎公売が都合により中止になる場合も 

 あります。 
  

問 筑西県税事務所 24-9157 

『青年海外協力隊・ 

 シニア海外ボランティア』募集 
 

開発途上国の人々と共に生活し、相互理解を

図りながら、あなたの技術や経験を活かして、

その国づくりに貢献する海外ボランティアに参

加してみませんか。 

まずは体験談＆説明会にお越しください。

JICAスタッフ、ボランティアOB・OGが皆さ

んの質問・相談にお答えします。 

 

●日程 

《水戸》 

 ◆日時 10月２日(土) 

     午前10時～12時30分 シニア 

     午後２時～４時30分  協力隊 

 ◆会場 中央ビル８階 会議室B 
      
 ◆日時 10月16日(土) 

     午前10時～12時30分 シニア 

     午後２時～４時30分  協力隊 

 ◆会場 水戸市国際交流センター 

     多目的ホール 
 
《つくば》 

 ◆日時 10月3日(日) 

     午後１時～３時30分 シニア 

     午後４時30分～７時 協力隊 

 ◆会場 イーアスつくば2階 

     イーアスホール 
      
 ◆日時 10月23日(土) 

     午前10時～12時30分 シニア 

     午後２時～４時30分  協力隊 

 ◆会場 つくば国際会議場2階 

     中会議室201 
  
●募集資格(11月８日現在の年齢) 

 青年海外協力隊 満20～39歳 

 シニア海外ボランティア 満40～69歳 
 
●その他 

 参加費無料、事前申し込み不要 

 途中入退室自由 
 
●願書受付  

 10月1日(金)～11月8日(月) ※消印有効 
 
◎応募方法等、詳しくはお問い合わせくだ 

 さい。 
 

問 JICA筑波 

   029-838-1774  

  午前9時30分～午後５時45分 

  

地上デジタル放送 

受信相談コーナーを開設します 
 平成23年７月25日から、地上デジタル放送へ移行します 
 

受信相談コーナーでは、地上デジタル放送の基礎的な

情報を提供すると共に、 
 

◆地上デジタル放送を見られる 

 ようにするにはいくら掛かるの？ 

◆今のアナログテレビをそのまま使って 

 見るにはどうすればいいの？ 

◆アンテナは交換しなければならないの？ 
 

 など、ご自宅やお住まいの地域で地上デジタル放送を

受信するための具体的な質問にお答えします。 

 総務省が開催する無料説明会のため、機器の販売や契

約などの勧誘は一切ありません。当日、会場へお越しく

ださい。 

 

問 総務省茨城県テレビ受信者支援センター 

   (デジサポ茨城 相談会グループ) 

   029-303-2601 午前９時～午後６時 

   市総務課 内線1222 
 
 《地デジ受信の電話相談受付》 

  地デジコールセンター 0570-07-0101 

  地域電話相談窓口 029-307-0101 

  午前９時～午後９時(土・日曜日、祝日は午後６時まで) 

会場 期間 時間 

下妻市立図書館 

交流ホール 
9月25日(土)・26日(日) 午前11時 

 ～午後３時 
下妻市役所本庁舎 

市民ホール 
9月27日(月)・28日(火) 午前11時 

 ～午後３時 

地上デジタル放送 

簡易チューナーの無料配布等を実施しています 
 
◆対象 NHK放送受信料の全額免除世帯 

    (生活保護世帯や障害者非課税世帯等) 

◆内容 ・地上デジタル放送を受信するための｢簡易 

     チューナー｣の無償給付 

   ・必要に応じたアンテナ改修等、共同受信施 

    設やケーブルテレビの改修経費の支援 

◆申込期限 12月28日(火) 
 

◎天候不順等の理由で支援が遅れることがあります。 

 支援を希望する方は、お早めにお申し込みください。 
 

問 総務省 地デジチューナー支援実施センター 

   0570-033840 

 午前９時～午後９時(土・日曜日、祝日は午後６時まで) 

犬猫の避妊･去勢手術助成を実施します 
   
◆助成対象 県内に在住する犬・猫の飼い主で、 

      かつ10月１日以降、県内の動物病院で 

      避妊・去勢手術を受けた犬・猫。 

◆助成頭数 500頭 

◆助成金額 犬避妊１頭に付き4,000円 

犬去勢１頭に付き3,000円 

猫避妊１頭につき3,000円 

猫去勢１頭につき2,000円 

◆応募方法 動物病院にて配布している応募ハガキにて 

      お申し込みください。 

◆応募期間 10月１日から助成頭数終了まで 

      ※電話での応募受け付けはおこないません。 
 

問 (社)茨城県獣医師会事務局 029-241-6242 

犬の登録と狂犬病予防注射はお済ですか 
 
◆狂犬病予防法により、生後91日以上の室内犬を含めた全ての 

 犬は、生涯1回の登録と毎年１回の狂犬病予防注射が義務づ 

 けられています。 
 

《狂犬病とは～世界中ではまだ過去の病気ではありません！》 
 
 狂犬病は、犬に限らず人間を含めた全ての哺乳類に感染する 

 恐れがあり、発症すると治療法がなく、100％死亡する恐 

 ろしい病気です。世界ではアジア・アフリカ地域を中心に狂 

 犬病がまん延し、年間約5万人が死亡しています。 

 人から人へ感染することはありませんが、狂犬病に感染した 

 哺乳類が国内に入ってくる危険性は今でもあります。万一に 

 備え、犬の予防注射を済ませておく必要があります。 
 

《狂犬病予防注射を受けるには・・・》 
 
 市では、毎年5月から6月にかけて各地区で集合注射を実施 

 しています。 

  今年度の集合注射を受けられなかった方は、個別に動物病院 

  で注射を受けましょう。 

  また、市外の動物病院で注射を受けたときは、「狂犬病予防 

  注射済証」を市生活環境課に提出し、注射済票の交付を受け 

  てください。注射済票を首輪につけておくと、迷子になった  

  とき注射済票の番号をもとに、飼い主を確認することができ 

  ます。あわせて、首輪に電話番号等を書き、飼い主を明らか 

  にしておきましょう。 
 
◆飼い主と犬の生活に変更があったら・・・ 

 市役所生活環境課にて手続きしてしてください。 

 

 

 

問 市生活環境課 内線1424 

犬を飼い始めたら 登録届・鑑札交付 印鑑・手数料2,000円 

飼い主が引っ越した 
住所変更届 

(転居・転入・転出) 印鑑・旧鑑札 

飼い主が死亡した 
犬を他の人にあげた 

飼い主変更届 印鑑 

犬が死亡した 犬の死亡届 印鑑・鑑札 
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みんなであそぼう！ 

あそびの交流会を実施します 
 

子育て真っ 中のみなさん！親子

そろって、広い場所で思いっきり体

を動かしてみませんか。 

みんなでワイワイ楽しくすごしま

しょう！ 
 
◆とき 

 10月１日(金) 

 午前10時30分～12時 

 受付 10時～ 

 ※ぴよぴよ教室と共同開催 

◆ところ 

 千代川緑地公園 

 [千代川庁舎敷地隣り]    

 ※雨天の場合、 

  千代川保健センター 

◆参加費 無料 

◆内容 

 ミニミニ運動会、創作コーナー 

◆主催 

 下妻市母子保健推進員協議会 
 

問 市保健センター 

   43-1990 

第９回下妻市国際交流祭に参加してみませんか 
 
ネットワーカーしもつま主催による国際交流祭を開催し

ます。世界各国の音楽や踊りが繰り広げられ、諸国名産品

の販売やバザーなども実施されます。 

 この機会に交流の輪を広げ 

てみませんか。 

 

●日時 10月17日(日) 

    午後１時～３時 

 ※スタッフとして参加希望の方は、 

  事前の打合せから出席をお願いします。 

●場所 砂沼サンビーチ 

 ※砂沼フレンドリーフェスティバルと同時開催 

●参加費 無料 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 市企画課 内線1312 

ボランティア

ス タ ッ フ も 

同時に募集

しています！ 

コスモスの花摘みを 

楽しみませんか 
 

現在、小貝川ふれあい公園花畑では、たくさんのコスモ

スが可憐な花を咲かせています。そのコスモスが下記の期

間に限り、自由にお持ち帰りできます。 

さわやかな秋風の吹く花畑を散策しながら、ぜひ花摘み

をお楽しみください。 
 
◆期間 ９月25日(土) 

     ～10月３日(日) 

◆場所 小貝川ふれあい公園花畑 
  
 ※ハサミ等はご持参ください。 

 ※個人で楽しむ範囲での摘み取りに限ります。 

  (販売目的の摘み取りはできません) 

 ※花の基金へのご協力をお願いします。 
 

問 小貝川ふれあい花の会事務局(市都市整備課内) 

   内線1722 

第13回 

「まちの美術展」開催 
 

下妻市文化団体連絡協議会では、 

｢まちの美術展｣を開催します。 

平成21年度茨城県主催｢芸術祭｣ 

および｢わくわく美術展｣において 

入賞・入選の洋画、日本画、書道、 

美術工芸、写真の作品展です。 

皆さまのご来館をお待ちしてい 

ます。 
 
◆期間 

 ９月15日(水)～26日(日) 

 午前９時～午後４時30分 
 
 ※休館日 

  ９月21日(火)・24日(金) 

◆会場 

 市ふるさと博物館 

◆入館料 

 ｢まちの美術展｣のみ無料 

 

問 ふるさと博物館 

   44-7111 

～砂沼フレンドリー 

       フェスティバル～ 
 
   『ボランティアスタッフ』募集 
 

砂沼フレンドリーフェスティバル(SFF)実

行委員会では、10月17日(日)しもつま砂沼

フェスティバルにおいて開催するSFFでの、

ボランティアスタッフを募集しています。 

 

●内容 当日各イベント等を実行委員会 

    のスタッフと一緒に運営する。 
 

 ※イベント日の1週間前に打合せ会議を 

  予定しています。 
 

問 申 SFF実行委員会事務局 

     (下妻市商工会内)  

     (稲葉) 43-3412 

 
 『フレンドリーカップテニストーナメント』 

 参加者募集 
 
●日時 10月17日(日)午前８時集合 

    ※午前8時30分試合開始予定 

●場所 砂沼サンビーチ｢テニスコート｣ 

●種目 ミックスダブルス 

●試合形式 予選リーグ戦および 

      決勝トーナメント  

●参加費 1組3,000円 ※当日徴収 

●募集組数 30組(60名) 

      ※定員になり次第締め切り 

       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 SFF実行委員会 

     (下妻市商工会内)  

     (稲葉) 43-3412  

         Fax43-3168 
 

パクパク 

離乳食教室 
 
◆とき 

 10月20日(水) 

 受付 午前９時45分～10時 

◆ところ 

 下妻市保健センター 

◆該当者 

 平成22年６月～７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 

緊急雇用対策 『臨時職員』募集 

募集職種 観光案内 保育士 

募集人員 2名 1名 

業務内容 下妻駅構内、観光案内所における観光案内 保育業務 

勤務地 下妻駅構内 下妻市立きぬ保育園 

勤務時間 
午前9時～午後4時(昼休み60分)   

週3日～4日勤務(2人による交替制) 

午前8時30分～午後5時15分(昼休み60分) 

 ※勤務体制により変動あり 

賃金等 

時給賃金制 時間単価＠810円 

通勤手当なし、賞与なし 

時給賃金制 時間単価＠960円 

通勤手当なし、賞与なし 

社会保険・雇用保険加入 

雇用期間 10月1日～平成23年3月31日 10月1日～平成23年3月31日 

試験内容 

面接 

日時 9月24日(金) ※時間は別途連絡 

場所 千代川庁舎2階 会議室 

面接 

日時 ９月24日(金) ※時間は別途連絡  

場所 下妻市役所本庁舎3階 会議室 

募集期限 9月16日(木) 9月16日(木) 

提出書類 履歴書 履歴書・保育士証の写し 

 問 (提出先) 市人事課(本庁舎2階) 内線1243 

案 内 

募 集 

案 内 募 集 



「プリンスアイスワールド2010ｉｎ笠松」を 

開催します 
 
 (財)茨城県体育協会では、多くの皆さんにアイスス

ケートの魅力に接する機会を提供し、スポーツに対す

る興味・関心を高めたいとの願いから、アイススケー

トショーを開催します。 
 
◆日時 12月４日(土)・５日(日) ※１日２公演 

     第１回目 11:30～13:30 

     第２回目 15:30～17:30 

◆会場 笠松運動公園屋内水泳プール兼アイス 

    スケート場[ひたちなか市佐和2197-28] 

◆出演者 

 八木沼純子withプリンスアイスワールドチーム 

 荒川静香、本田武史 他 

◆公演内容 

 国内外のトップスケーターたちが、音と光に彩ら 

 れたスケートリンクで世界水準の華麗な滑りを披 

 露する銀盤のエンターテイメントショー 

◆チケット 

 ・発売開始 10月2日(土)～ 

・チケット取扱い所 

   笠松運動公園管理事務所 029-202-0808 

   ローソンチケット 

    0570-084-003(自動応答)  

   チケットぴあ 0570-02-9999 他  

 ・料金 

   アリーナ席 9,000円、Ｓ席 6,000円 

   Ａ席 5,000円 
        

問 笠松運動公園管理事務所 029-202-0808 
「いばらき県西農産物フェア」を 

開催します 
 
 県西の農産物や農業を知っ

てもらうため、大人も子供も

楽しめる盛りだくさんの企画

を用意しています。 

 ぜひお越しください。 

 

◆日時 9月26日(日) 

    午前10時～午後３時 

◆場所 筑西合同庁舎[筑西市二木成615] 

◆内容 県西産の農畜産物・加工品の販売 

    各種事業紹介 

    乗馬・餅つき・丸太切り体験 

    宇宙カボチャの展示、クイズなど 
 

問 いばらき県西農産物フェア実行委員会事務局 

   (県西農林事務所企画調整課内) 

  24-9164 

茨城県母親大会が開催されます 
～平和な世界を子どもたちに～ 
 
 県大会50回記念として、20の分科会および記念講

演を開催します。 

どなたでも参加できます。ぜひ、お越しください。 
 
◆日時 9月26日(日)午前10時～午後４時20分 

分科会 午前10時～  

全体会 午後１時30分～ 

◆場所 県立水戸第三高等学校 

◆記念講演 演題｢いのちの重さ｣ 作家 澤地 久枝 氏 

◆資料代 1,000円   

◆その他 ・スリッパ持参。 

    ・保育(無料)あり。(事前申し込み必要) 

    ・マイクロバスを出しますので、 

     詳しくは、お問い合せください。 
 

問 茨城県母親大会実行委員会 (倉田) 

   44-3836 ※午後８時以降 

『高齢者の食を考える料理講座』参加者募集 
 

地域の食材を活用しながら、高齢者向けの調理や留 

意点を教わります。ぜひ、ご参加ください。 
 
●日時 11月17日(水) ｢高齢者の食生活｣、調理実習 

         19日(金) ｢栄養のバランスについて｣、 

           調理実習 

午前９時～午後１時(受付 午前８時30分～) 

●会場 下妻公民館 調理室 

●対象 18歳以上(高校生不可)で、２日間参加できる方 

●定員 15名程度 ※定員になり次第締め切ります。 

●持ち物 エプロン・三角巾 

●参加費 各回500円 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

『しもつまふくし塾～体験編～』 

追加募集 
 

本の読み聞かせは、聴き手になる子供の知育発

達や情操教育に大変有効なだけでなく、読み手に

とっても脳の活性化に役立つなど、その有効性が

注目されています。 

 読み聞かせの魅力に触れてみませんか。 
 
《読み聞かせ講座》 

●日時 10月６日(水)・13日(水) 

    午前10時～12時 

読み聞かせの大切さと読み聞かせの実践 

●会場 下妻公民館 学習室 

●対象 18歳以上(高校生不可)で、2日間とも 

    参加できる方 

●講師 有田 道子 氏 

●募集人員 10名程度 ※先着順 

●申込期限 ９月21日(火) 

      ※後日、受講票を発送します。 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 

      44-0142 

「県西生涯学習センターフェスティバル2010」を 

開催します 
 
◆日時 10月２日(土)午前10時～午後４時 

    10月３日(日)午前９時30分～午後３時 

◆場所 県西生涯学習センター 

    [筑西市野殿1371] 

◆内容 

・フラダンス、吹奏楽、和太鼓等、当センターで 

 活動する学習団体の発表 

・フラワーボトル、ちぎり絵などの制作や指圧、 

 ヨガ、茶道、琴などの体験 

・手打ちそば、ピザ、鮎の塩焼きの販売、バザー 

 やフリーマーケット、廃棄図書の無料配布など 
 

問 県西生涯学習センター 24-1151 

『レイクエコーフェスティバル2010写真展』 

参加作品募集 
 
●テーマ 

 世代を問わず、男女が協力し合い、共に働く様 

 子や地域活動への参加、家族のふれあい等、人 

 と人との豊かな交流が実感でき、男女共同参画 

 社会推進の視点を持つこと。 

●応募資格  県内在住・在勤の方 

●応募規格 

 ①未発表のものに限る。 

  人物が撮影されていない作品(風景、動物、 

  植物など)はご遠慮ください。 

   ②大きさはキャビネサイズ以上四つ切まで 

  (四つ切ワイドは除く) 

  デジカメの場合は加工不可のもの。 

 ③出品数は一人1点。 

  ただし、組作品は1組につき１作品。 

 ④｢写真点作品出品票｣添付 

   ※市企画課へお問い合せください。 

 ⑤額装にて出品。(学生はその限りでない) 

●応募締切 9月30日(木)必着 
 
 【作品展】 

  10月30日(土)・31日(日) 

  レイクエコーフェスティバル2010会場 
 

問 申 県女性プラザ 0299-73-3877 

      〒311-3824[行方市宇崎1389] 

視覚障害者の交流会を開催します 
 
◆日時 10月22日(金)午前11時30分～午後2時 

◆会場 広域老人福祉センター 砂沼荘 

◆対象 市内在住で、障害者手帳(視力)をお持ちの方 

    またはそれと同等の視力の方。 

    付き添いの家族も参加できます。 

※視覚障害者おひとりでの参加の場合は、ボラン 

 ティアの方がお手伝いします。 

◆内容 会食・カラオケを予定しています 

◆定員 20人  

◆参加費 1,000円   

◆申込期限 10月15日(金) 
 

問 申 下妻市視覚障害者の会(八柳) 

      43-3828 

 

案 内 募 集  

 

「ウェーブリング・アクアダンス」 
  ～音楽に合わせ、 

       プールで運動してみませんか～ 
 

腰痛・膝痛があって、陸上での運動はちょっと

ツライなぁ？という方も大歓迎です。 

 

◆日時 10月13日(水) 

    午前11時5分～11時55分 

◆場所 ほっとランド・きぬ 室内プール 

◆対象 高校生以上の方 

◆内容 話題のウェーブリングを使い、 

    柔軟性・筋力アップ 

◆定員 36名 

◆参加費 無料(入館料のみ) 

◆申込方法 

 ９月29日(水)午前11時から 

 受け付けを開始します。 

 電話によるお申し込みは出来ません。 
 
 ※定員を超えた場合は、キャンセル待ちと 

  なりますが、受け付け開始時点で定員を 

  超えた場合は、抽選とします。 

 

◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 ほっとランド・きぬ 30-4126 



    市立図書館臨時休館日 
 
 ◆臨時休館日 ９月28日(火) 

        ※27日(月)は通常休館日 
 
※期間中の本の返却については、入り口南(児童室 

 前)のブックポストに入れて返却ができます。 

 視聴覚資料(ビデオ・CD・DVD等)は、破損の 

 恐れがありますのでブックポストに入れずに、 

 開館時にカウンターへご返却ください。 
 

 問 市立図書館 43-8811 

水道加入分担金の一部を減免します 
  

水道事業所では、水道加入分担金の一部を減免し

ています。 

この機会に安全・安心な水道に加入しましょう。 
 
◆受付期間 平成25年３月31日まで(３年間実施) 

◆対象者 上記期間の新規加入申込者 

     (口径変更等は除く) 

◆加入分担金 
 
 加入分担金とは、新たに水道に加入する方が支払 

 う負担金のことです。 

 この加入分担金は、水道施設を整備する費用の一 

 部になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※工事費は、加入者の負担となります。直接、 

  市の指定工事業者に見積を依頼してくだ 

  さい。 

  なお、水道工事は、市給水条例により、市の 

  指定工事業者以外が工事をおこなうことはで 

  きません。 

  必ず、市の指定工事業者であることを確認し 

  てください。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 
◇水道水は、皆さんが安心して使えるよう、水質基 

 準に基づき、専門の検査機関で、厳しい検査をお 

 こなっています。 
 

問 申 市水道事業所 44-5311 

口径 減免前 減免後 
13ｍｍ 120,000円 115,000円 
20ｍｍ 180,000円 170,000円 

25ｍｍ 280,000円 270,000円 

30ｍｍ 380,000円 370,000円 

40ｍｍ 630,000円 620,000円 

50ｍｍ 950,000円 940,000円 

75ｍｍ 2,050,000円 2,040,000円 

100ｍｍ 3,600,000円 3,590,000円 

水道メーターの交換にご協力を！ 
 
 水道メーターは、市が使用者に貸し出している 

ものです。 

 法律により８年ごとの交換が義務付けられてい 

ます。 
 
◆作業期間 

 12月下旬まで 

 ※交換対象の方には、交換前に個別に通知します。 

◆交換業者(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。 

  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。 

 ・交換工事の代金は無料です。 
  

問 市水道事業所 44-5311 

公共下水道工事にご協力を！ 
 

工事期間中は、片側交互通行ならびに全面通行止め(夜間開放)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 ９月下旬～平成23年１月初旬 

◆工事内容 公共下水道本管および取出管布設工事 

◆工事区域 図のとおり 
 
【田町地内】                      【原地内】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市下水道課 内線1732～1734 

排水路工事にご協力を！ 
 

今泉地区において、排水路暗渠改修工事を実施します。 

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 ９月下旬～11月下旬 

◆工事区域 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市農地整備課 内線2615 
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しもつま 広
報 

秋の全国交通安全運動が 

実施されます 
 
◆期間 ９月21日(火)～30日(木) 

◆スローガン 

 ｢せまいみち ゆずるこころで 

            ひろがる どうろ｣ 

◆運動の基本 

 高齢者の交通事故防止 

◆運動の重点 

 ・夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用 

  中の交通事故防止 

 ・全ての座席のシートベルトとチャイルド 

  シートの正しい着用の徹底 

 ・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 

千代川 

郵便局 

千代川 

庁舎 

千代川 

中学校 

工事箇所 
下妻市 

保健センター 

下妻市 

総合体育館 

工事箇所 

案 内 

案 内 

 二 本 紀 

今 泉 



相 談 

全国一斉「司法書士法律相談会」 
 

◆日時 10月２日(土)午前10時～午後3時 

◆会場 下妻公民館[本城町3-36] 

◆相談内容 

 借金、土地・建物、相続 

 裁判、会社等に関する相 

 談およびこれに関連する 

 登記相談 

◆その他 相談は無料です。 

     当日会場にて受け付けします。 

     (事前予約不要) 
 

問 茨城司法書士会 029-225-0111 

10月1日から７日は公証週間です 
 
 法務省の支援のもと、全国一斉に｢公証週間｣が実施さ

れます。 

 大切な財産を特定の方に承継させるには、公正証書で

きちんと残しておけば安心です。遺言内容をどうしよう

か思い悩んだらご相談ください。電話予約もできます。 

なお、公正証書作成に関するご相談は、公証週間以外

でも無料でおこなっていますので、お気軽にご相談くだ

さい。 
 

問 下館公証役場 24-9460 

不動産鑑定士による「不動産無料相談会」 
 
◆日時等 

 【土浦会場】 

   10月５日(火)午前９時30分～12時 

   県南生涯学習センター 

   [土浦市大和町9-1] 

 【牛久会場】 

   10月７日(木)午前９時30分～12時 

   牛久市中央生涯学習センター 

   [牛久市柏田町1606-1] 
  
※当日会場にお越しください。(事前予約不要) 

  

問 社団法人 県不動産鑑定士協会 

   029-246-1222 

～学生の皆さんへ～ 

就職面接会を開催します 
 
◆日時 10月26日(火) 

     受付 午前10時30分～ 

    プレセミナー 午前11時～11時45分 

    面接会 午後１時～４時 

◆場所 ホテルグランド東雲 
  

問 県労働政策課 029-301-3645 

男女共同参画 

チャレンジ支援セミナーを開催します 
 
◆日時 ９月29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 

 異なる意見や考え方を上手にまとめていく合意形 

 成力を高めて、職場や地域社会において仕事や活 

 動が円滑に展開できる話の進め方を学ぶ。 

  テーマ 

   ｢ひきだす・まとめる・ひびきあう 

       ～上手な話し合いの進め方～｣ 

◆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 

知っていますか｢建退共制度｣ 
 
◆加入できる事業主 建設業を営む方 

◆対象となる労働者 建設業の現場で働く人 

◆掛金 日額310円 

◆特徴 経営事項審査で加点評価の対象となります。 

    掛金の一部を国が助成します。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 独立行政法人 勤労者退職金共済機構 

   建退共茨城県支部 

   029-225-0095 

茨城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 ９月26日(日)午後１時30分～ 

◆会場 古河市古河福祉の森会館 

    [古河市新久田271-1] 

◆内容 

 《セミナー》※先着80名 

  第1部 午後１時30分～２時30分       

      テーマ 

       ｢知らない！では済まされないお金の話 

        ～見えない経済・どうする家計～｣ 

  第2部 午後２時40分～３時40分 

      テーマ 

       ｢ワークバランスを考えるこれからの 

        ライフプランニング 

        ～子育て世代の働き方・夢・時間～｣ 

《個別相談会》午後３時50分～４時40分 

       ※先着３組(事前予約) 

◆参加費 無料 
 

問 申 日本FP協会茨城支部 029-302-5320 

     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/ 

法務総合相談所を開設します 
 
◆日時 10月９日(土)午前10時～午後4時 

          (受付は午後3時まで) 

◆場所 道の駅しもつま2階 研修室 

    [数須140] 

◆相談内容  

 境界争い、相続・贈与・売買などの登記 

 手続、抵当権の抹消手続、地代家賃の供託 

 手続、戸籍の届出方法、成年後見人制度、 

 サラ金の取立て問題、夫婦・親子などの家 

 庭内問題、近隣とのトラブル、セクハラ、 

 子どものいじめ、ＤＶ問題など 

◆料金 無料 
 

問 水戸地方法務局下妻支局 

   43-3935 

10月は労働保険適用促進月間です 
 
 事業主の皆さん、労働保険の加入はお済ですか。 

 ハローワーク(公共職業安定所)では10月を労働保険 

適用促進月間と定め、労働保険の加入促進をおこなっ 

ています。 

 従業員を一人でも雇用している事業主は、労働保険 

(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務付 

けられていますので、未加入の場合は、早急に手続き 

をしてください。 

 なお、4月1日より雇用保険の適用範囲が拡大され、 

一週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以 

上の雇用見込みがある方は雇用保険に加入することに 

なっていますので、従業員の雇用保険加入届出の漏れ 

がないか、ご確認をお願いします。 

 

◎加入手続き等、詳しくは 寄りのハローワーク 

 (公共職業安定所)、または労働基準監督署まで 

 ご相談ください。 
 

問 筑西労働基準監督署 22-4564 

 ハローワーク下妻(筑西公共職業安定所下妻出張所)  

 43-3737 

ナースセンターサテライト相談を実施します 
 

◆日時 10月14日(木)午前９時30分～12時 

◆会場 しもだて地域交流センター アルテリオ 

◆内容 就職先を探している看護職の方への求人情報 

    紹介および看護職員を雇用したいと考えてい 

    る施設の方への求職者のあっせん紹介 

◆その他 参加費無料。 

     事前申し込み不要 
 

問 社団法人茨城県看護協会 

   茨城県ナースセンター 

 029-221-7021 

平成23年度 『学院生』募集 
 
●訓練科名 機械技術科、自動車整備科 

      情報技術科、コンピュータ制御科  

●訓練期間 2年 

●定員 各科20名 

●応募資格 高等学校または中等教育学校を卒業 

      した方(来春卒業見込み含む)もしくは 

      これと同等以上の学力を有すると認め 

      られる方 

●受付期間 10月25日(月)～11月５日(金) 

●試験日 11月12日(金) 

●合格発表 11月19日(金) 
 

問 申 県立土浦産業技術専門学院 

     029-841-3551 

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 

案 内 募 集 


