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しもつま 広
報 

高道祖排水処理施設使用料の 

減免申請について 
 

高道祖排水処理施設区域内において、合併処理浄化槽

を設置し、法に定められた維持管理(保守点検、清掃)を

実施している場合、または平成23年1月1日現在で、世

帯内に進学や治療等により遠隔地に居住している方がい

る場合、あるいは、生活保護法による被保護世帯につい

ては使用料が減免になります。 

減免を受けるには申請が必要です。 
  
◆申請方法 申請用紙は農地整備課にありますので、 

      印鑑を持参のうえ、必要書類を添えて申請 

      してください。 
 
 ※郵送可。申請用紙が必要な方はご連絡ください。 
 
◆添付書類 ｢維持管理報告書｣または｢遠隔地に居住 

      していることがわかる書類｣ 

      ｢生活保護受給中であることがわかるもの｣ 
 
      ※いずれもコピー可 
 
◆申請期限 ８月12日(金) 
 

問 申 市農地整備課(千代川庁舎) 内線2613 

 あぶない!! 用水路やため池で遊ばないで 
 

毎年、７月から９月にかけて、大雨により用水路

やため池の水位が高くなり、場所によっては水深が

１メートル以上になる場合もあります。 

こうした場所で子供が転落すると大事故につながり

ます。 

 痛ましい事故を未然に防ぐため、子供たちが用水

路やため池で遊ばないよう、ご家族内でも注意して

いただくとともに、遊んでいる場面を見かけたら、

すぐに声かけをお願いします。 

『アクアスポーツ教室』参加者募集 
 
 泳げない人でも大丈夫です。水中運動をして、日

頃の運動不足を解消しましょう。 

 初めての方、大歓迎です！ 
 
●日時 ９月２日・９日・16日・30日 

金曜日 午後１時～３時 

●場所 ほっとランドきぬ[中居指1126] 

●受講対象 市内在住・在勤の方 

●内容 アクアビクス、ウェーブリングアクアダンス 

    腰痛対策など 

●持参物 水着、帽子、バスタオルなど 

●募集人数 30名 

●参加費 １人500円(保険代) 

     ※ほっとランドきぬ入館料金が別途 

      かかります。(１回600円) 

●申込期間 ７月25日(月)～８月15日(月) 

 ※定員になり次第締め切ります。 
 

問 申 市生涯学習課 内線2832 

農産物損害賠償請求の取り扱い変更について 
 

原発事故にともなう農産物損害賠償請求について、現 

在市場価格が概ね回復し、原発事故と農畜産物損害の因 

果関係を立証することが難しいことから、原則下記の請 

求までとします。 
 

①４月30日までの風評被害にともなう圃場廃棄 

 (不作付等)の請求 

②５月31日までの価格下落・契約解約の圃場廃棄 

 の請求 

③放射能検査等の諸費用 
 

◎３月分から５月分の圃場廃棄の請求をおこなう場合は、 

 原則８月17日(水)までに申請してください。 

 詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 市農政課 内線2622 

『下水道いろいろコンクール』作品募集 
 

９月５日から11日は｢茨城県下水道促進週間｣です。 

促進週間にともない、｢下水道いろいろコンクール｣を実 

施します。 

下水道に関する作品の応募をお待ちしています。 
  
【絵画・ポスター部門】 

 ポスターとして応募する場合は、｢9月10日下水道の日｣ 

 の文字を入れてください。  
 
【書道部門】 

課題 小学生(１～3年) ｢下水どう｣ 

小学生(４～6年) ｢下水道の役割｣ 

    中学生      ｢下水道と環境｣ 
 
【作文部門】 

400字詰め原稿用紙(縦書き)で、小学生(１～3年)は3枚 

以内、小学生(4～6年)は４枚以内、中学生は５枚以内。 

作品は自筆によるものとし、ワープロによるものは不可。 
 

【新聞部門】 

 用紙の片面に新聞形式で編集・制作された手作りの新聞 

 (学校・学級・学習新聞等)であり、下水道の特集または 

 紙面の半分以上に下水道をテーマにして取材、編集して 

 紙面を構成したもの。 
 

※新聞部門の応募単位としては、学校、学級、グループ・ 

 個人など特に問いません。 
 
◎上記４部門は、小中学生が対象となり、各学校でのとり 

 まとめになります。 
 
【標語部門】 

 標語記入用紙または官製ハガキに作品1点とし、1人 

 １作品とします。 
 

※一般公募については、標語部門のみとなります。 

住所・氏名・年齢・職業・電話番号を明記のうえ、 

お申し込みください。 
 

●応募締切 ９月５日(月) 
 

問 申 市下水道課 内線1736 

〒304-8501下妻市本城町２-22 

『季節のハイキング』参加者募集 
～奥日光 戦場ヶ原・小田代ヶ原を歩く～ 
 
《戦場ヶ原を歩く》 

 季節の花・鳥などを観察しながら自然探勝路を 

 歩きます。 

・日時 ８月21日(日)午前７時出発 

・集合場所 市総合体育館裏駐車場 

・参加費 クラブ会員 １人1,500円 

     非会員   １人2,000円 

※バス代、保険料等含む。 
       
《小田代ヶ原を歩く》 

ミズナラ・カラマツ林などに囲まれた自然探勝 

路を歩きます。 

・日時 ９月４日(日)午前７時出発 

・集合場所 市総合体育館裏駐車場 

・参加費 クラブ会員 １人1,500円 

      非会員   １人2,000円 

       ※バス代、保険料等含む。 
       
◆募集対象 付き添いなく１人でハイキングの 

      出来る方 

◆募集人数 各コース40名 

      ※定員になり次第締め切ります。 

◆申込方法 参加費を添えてお申し込みください。 
 
◎小雨決行、荒天中止。 

態度決定午前６時。各自にてサンドレイク 

クラブまで確認願います。 
 

問 申 サンドレイククラブ(井上) 43-0174 

 市生涯学習課 内線2833 

2011 しもつま砂沼フェスティバル 
 
《『市民ステージ』参加団体募集》 
 
 ●日時 10月22日(土) 

     正午～午後4時(予定) 

 ●場所 砂沼サンビーチ ステージ 

 ●内容 演奏・踊り等のジャンルは問いま 

     せん。参加団体の皆さんに発表の 

     場を提供します。 

 ●発表時間 

  参加団体代表者会議で調整をおこないます。 
   
  ※参加団体代表者会議を、9月1日(木) 

   午後４時から下妻市役所千代川庁舎 

   第一会議室にて開催しますので、必 

   ず出席願います。 
 
 ●申込期間 8月8日(月)～19日(金) 

       午前９時～午後５時 
  
 ※個人、市外の団体は参加できません。 
 

 問 申 市商工観光課 内線2634 

 

《『事業者広場』参加者募集》 
 
 ●日時 10月22日(土) 

      午前10時～午後4時 

 10月23日(日) 

  午前10時～午後3時30分 

 ※1日のみでも結構です。 

 ●場所 砂沼サンビーチ 

 ●内容 市内で営業している事業所が、来 

     場者に事業内容をPRできる場を 

     提供します。出展料は無料ですが、 

     販売はできません。 

 ●募集期間 8月8日(月)～19日(金) 

       午前９時～午後5時 

 

 問 申 市商工観光課 内線2634 

募 集 

募 集 

案 内 



相 談 

公民館おはなしの会／８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。 

ぜひ親子でご参加ください。 
 
◆日時 ８月20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 

図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

◇日時 

 ８月1６日(火)・20日(土)午後２時～ 

◇上映作品 

 綾小路きみまろ爆笑！エキサイトライブ 

 2本立(50分・65分の２本) 

  芸能生活35周年記念 

  中高年よ! 大志を抱け   

  中高年のアイドル・綾小路きみまろ 

  35周年の集大成のノンストップライブ 

  を完全収録!  
 
《子ども映画会》   

◇日時 

 ８月28日(日)午後2時～ 

◇上映作品 

 まんが世界昔ばなし 

 クオレ・愛の学校／ 

 インデアンのシンデレラ姫 60分 
 
◆場所 市立図書館 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 

深夜に青少年を入場させてはいけないお店があります 
 

条例により、映画館、カラオケボックス、まんが喫茶、

インターネットカフェは、深夜(午後11時～翌朝４時)に青

少年は保護者と一緒でも入場させてはいけないことになっ

ています。 

みんなで青少年の健全育成や若者の活動の支援、青少年

を取り巻く環境の整備に取り組みましょう。 
 

※青少年 18歳未満の者 
 
 《罰則》お店が深夜に青少年を入場させた場合  

     30万円以下の罰金 
 

問 県女性青少年課 029-301-2183 

排水設備主任技術者資格試験および講習会 
 

《主任技術者資格試験》 
 ・日時 10月13日(木)午後１時30分～午後３時30分 

・申請手続 受験申込書に写真２枚、履歴書、住民票抄本 

      卒業証明書、資格証明書、振込受付証明書を 

      添付のうえ、お申し込みください。 
 

《講習会》  

 ・日時 ９月15日(木)午後１時30分～午後４時30分 

・内容 下水道一般、下水道関係法令 

    主任技術者制度、排水設備の設計・施行等 
 
  ※受講なしでの試験受験可。 
 
◆会場(試験・講習会) ホテル グランド東雲 

           [つくば市小野崎488-１] 

◆手数料 試験料・講習会料 各2,000円 

◆申込期限 ８月12日(金) 
 
◎受験資格・申込書・振込用紙の配布等、詳しくはお問い 

 合わせください。 

◎茨城県下水道協会ホームページにて申請様式のダウン 

 ロードができます。(http://www.jsdi.or.jp/~kyokai/) 
 

問 申 市下水道課 内線1735・1736 

県西地方交通事故相談所にご相談ください 
 
県では、交通事故に遭い、損害賠償や示談の仕方等で

お困りの方々の相談に応じるため、筑西合同庁舎内に

県西地方交通事故相談所を設けています。 

弁護士相談もあります。相談は無料です。 
 
◆一般相談 平日 午前９時～12時 

         午後１時～４時45分 

  ※休所日 毎週木曜 

◆弁護士相談 毎月第４水曜日 

       午後１時～４時(要予約) 
 

問 県西地方交通事故相談所   24-9112 

茨城県警察官採用試験～第２回～ 
 
◆試験区分等 

 

 

 

 

 

        ※上記資格以外に欠格事項および身体基準があります。 

         詳しくは、茨城県警察ホームページ(http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/)または 

         警察署・駐在所で配付している受験案内を確認してください。 
 
◆試験日 第１次 ９月18日(日) 教養試験、論(作)文試験 

     第２次 第１日目 10月15日(土)・16日(日)のうちいずれか１日 適性検査、身体検査、体力試験 

         第２日目 11月24日(木)～30日(水)のうちいずれか１日 集団討論、個別面接 

◆申込期限 ８月17日(水) 
 

問 下妻警察署 43-0110 

試験区分 採用予定人員 受験資格 

男性警察官Ａ 32名程度 昭和57年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学

(短期大学を除く)を卒業した人若しくは平成24年３月31日まで

に卒業見込みの人または人事委員会がこれと同等と認める人 女性警察官Ａ ８名程度 

男性警察官Ｂ 48名程度 昭和57年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた人で、

警察官Ａの受験資格に該当しない人 女性警察官Ｂ 11名程度 

専門家同席による消費生活相談 
 

専門家(弁護士または建築士)による相談を受けた

い方は、相談窓口を開設しますので、事前に申し込

みをお願いします。 

また、通常の消費生活相談も受け付けします。 
 

◆日時 ７月31日(日)午前9時～12時 

◆場所 市役所千代川庁舎 

◆専門家 弁護士、建築士 
 
◎事前予約制になります。 
 

問 申 下妻市消費生活センター 

     44-8632 

屋根の修繕工事における労働災害を防ぎましょう 
 
 震災の復旧工事では、屋根の修繕作業中に墜落して負傷

する労働災害が多発しています。県内では死亡災害が1件発

生しており、高所で作業をおこなう場合は特段の注意をお

願いします。 

 工事を発注する方は、作業の安全についてご配慮いただ

き、施工者に墜落防止対策についてひと声掛けるなど、労

働災害の防止にご協力ください。 
 

問 筑西労働基準監督署 22-4564 

『筑波山アカデミー』受講者募集 
 
●日程(全3回すべての講座を受講した方には終了証と記念品を贈呈)   

  開催地 筑波山[つくば市筑波１-１] 

第1回 

8月18日(木) 講師 茨城生物の会会長 小菅 次男 氏 

テーマ 
筑波山の昆虫 

講義 
昆虫を中心に筑波山の動物相に

ついて学習 

自然観察会 
御幸ヶ原を中心にその周辺で昆

虫等の観察 

第2回 

9月22日(木) 講師 
茨城県自然博物館企画課長 

小幡 和男 氏 

テーマ 
筑波山の植物 

講義 
ブナ類や外来植物を中心に筑波

山の植物相について学習 

自然観察会 
男体山周回歩道(自然研究路)を中

心に植物の観察 

第3回 

10月13日(木) 講師 
茨城県自然博物館主席学芸員  

小池 渉 氏 

テーマ 
筑波山の地質 

講義 
筑波山を形成する岩石や地質に

ついて学習 

自然観察会 
男体山～女体山にかけて岩石な

どの観察 

●集合場所 

 筑波山ケーブルカー筑波山頂駅2階 

 筑波山御幸ヶ原休憩所 

●集合時間 

 午前10時20分 

●対象 

 筑波山の自然環境に関心がある 

 一般登山客 

●募集定員 各回30名 

●参加費用 無料 

●持ち物 

 山歩きに適した靴と服装、雨具 

 筆記用具、昼食、飲料水など 
 

問 申 県環境政策課 

     029-301-2946 

募 集 

案 内 案 内 



戦没者・原爆死没者の 

慰霊と世界恒久平和祈念の 

黙とうを… 
 
 

 

 

 広島市と長崎市では、毎年、原

爆死没者の慰霊式と平和祈念式を

おこなっており、原爆が投下され

た８月６日午前８時15分および８

月９日午前11時２分に、原爆死没

者のめい福と世界恒久平和を祈念

し１分間の黙とうを捧げていま

す。 

両市では、平和を祈る輪を広げ

るため、全国各地で黙とうが捧げ

られるよう協力の呼びかけをおこ

なっています。市民の皆さんも、

家庭や職場などで黙とうを捧げま

しょう。 

夏の野菜即売会を 

おこないます 
 

百菜クラブでは、夏の野菜即売会をお

こないます。 

朝採りの新鮮野菜を取り揃えてお待ち

していますので、ぜひお越しください。 
 
◆日時 ８月７日(日) 

    午前９時～11時 

◆場所 千代川庁舎玄関前 
 

問 市農政課 内線2624 

遊びの広場～講座編～ 
 
《わくわく 親子体操》 
 家の中でお子さんとご家族が一緒にできる体操を紹介します。

体操を通してお子さんと触れ合う機会を作ってみませんか。 
 
◆日時 ８月24日(水)午前10時30分～11時30分(受付10時～) 

◆場所 下妻保健センター 

◆対象 市内在住の年少～年長児(４～６歳児)とその家族 

    先着30組 
     
    ※保育を希望する方は、ご相談ください。(先着20人) 

◆講師 インストラクター 倉持 理佐 氏 

◆申込期限 ８月18日(木) 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

任意接種費用の公費助成を開始します 
～子宮頸がん予防ワクチン・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン～ 
 

市では、お子さんの疾病予防および保護者の経済的負担の軽減を図るため、８月１日の接種分より、｢ワクチ

ン接種緊急促進事業｣による標準的な接種(下記表参照)に対し、接種費用の公費助成(被接種者自己負担なし)を開

始します。 

 接種を希望する場合は、8月1日以降に受診券を発行しますので下妻保健センターにお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  ※注 ・接種は市内指定医療機関のみとなります。受診券申請時にご確認ください。 

    ・指定医療機関以外の場合は、全額自己負担となります。 

    ・指定医療機関でも、受診券がない場合は、公費助成を受けることはできません。 

    ・予防接種法に基づかない任意予防接種となりますので、接種に関しては医師にご相談ください。 
  
◎詳しくは、厚生労働省ホームページ｢ ワクチン接種緊急促進事業について｣をご覧ください。 

  http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html 
 

問 市保健センター 43-1990 

  接種開始年齢 接種回数 接種間隔 

子宮頸がん予防

ワクチン 
中学1年生から中学３年生相当年齢

の女子 
３回 

２回目：初回から１か月後 

３回目：初回から６か月後 

ヒブワクチン 生後２か月～７か月未満 ４回 
初回３回：４～８週間隔で3回 
追加１回：3回目接種後約1年後 

小児用肺炎球菌 
ワクチン 

生後２か月～７か月未満 ４回 

初回３回：27日以上の間隔を空けて3回 
     (3回目の接種は1歳になるまでに完了) 
追加１回：3回目接種後60日以上の間隔 
     (約１歳～1歳3ヶ月が望ましい) 
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しもつま 広
報 

予防接種～ポリオワクチン～ 
 
◆日時 ８月10日(水)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、母子健康手帳 

       ・予診票(責任を持って記入してください) 

       ・体温計(体温は接種会場で測ってください)  

◆該当者 生後３か月から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 

予防接種について～麻しん風しん混合・日本脳炎～ 
 

《麻しん風しん混合》 
 法改正により、高校2年生 

 相当(平成６年４月２日～ 

 平成７年４月１日生まれ) 

 の年齢において、学校行事 

 により海外へ修学旅行や研 

 修等に行く方が、麻しん風 

 しん混合予防接種を定期接 

 種として受けることができ 

 るようになりました。 
 
 ◆申請期限 

  平成24年３月31日 
  
 ※下妻市ホームページから 

  申請用紙のダウンロード 

  ができます。 
 
 ◆申請窓口 

  下妻保健センター 

 

 

問 市保健センター 43-1990 

《日本脳炎》 
 法改正により、接種勧奨の差し控えにより接種を受ける機会を逃した者 

 (平成７年6月1日～平成19年4月1日生まれ)で、合計4回の内、接種の 

 不足分について、20歳未満まで定期の予防接種で受けることができるよ 

 うになりました。 

母子健康手帳で接種歴を確認し、接種を希望する方で予防接種受診券を 

お持ちの方は、市内の指定医療機関で受けてください。 

受診券がない方は、下妻保健センターへ母子健康手帳をご持参ください。 

  ※旧ワクチン接種で１回目が終了している方は、２回目終了後、 

   6～28日の間隔で3回目接種となります。 

  ※２期(４回目)については、小学校４年生での集団接種だったため、 

   受診券は発行していません。 

  ※平成７年６月１日～平成８年４月１日生まれの方は、予防接種 

   カードの接種歴(２期４回目)を確認してください。 

区分 接種方法 
１期 

初回 
１回目   
２回目 １回目の終了後、６～28日の間隔で接種。 

１期追加(３回目) 初回接種終了後、おおむね１年後に接種。 
２期(４回目) ９歳以降で、１期追加接種終了後、おおむね５年ののち接種。 

案 内 

案 内 



案 内 

ごみの出し方～かん・びん・ペットボトル～ 
資源ごみとしての回収にご協力を！ 
 
【かん】 

・空きかんの中は水洗いしてください 

 ・アルミ、スチールは分別せず、リサイクルマークのあるかん 

  のみ指定のコンテナへ入れてください。 

・リサイクルマークのないかんは 

 不燃ごみとして出してください。 
 

【びん】 

・びんは中を洗い、キャップを必ず外してください。 

 金属のキャップは不燃ゴミ、プラスチックのキャップは可燃 

 ごみとなります。 

・無色透明、茶色、その他の色に区別してコンテナへ入れてく 

 ださい。 

・リターナブルびん(ビールびん、一升びんなど)はお店に 

 返しましょう。 

・陶磁器、コップなどは不燃ごみとなります。 
 

【ペットボトル】 

・ボトルの中を水洗いしてください。 

・識別マークのない容器(油、調味料、洗剤、 

 シャンプーなど)は可燃ごみとなります。 

 ・キャップとラベルは必ず外してください。 

  外したキャップはネットへ、ラベルは可燃ごみとなります。 
 
※ご注意ください 

・いずれも、レジ袋などに入れたまま出さないでください。 

・コンテナやネットが足らない場合、生活環境課へ取りに来て 

 いただければ、お分けします。 

・ごみ収集カレンダーを参考にしてください。 

・ごみは収集日の朝８時までに出してください。 
 

問 市生活環境課 内線1423 

飲用井戸等の衛生確保について 
 

飲用井戸等から供給される飲用は、水周辺の 

環境や地表の影響を受けやすく、有害物質によ 

る汚染や微生物等が繁殖する恐れがあります。 

設置者および管理者は管理の徹底を図ってく 

ださい。 
 
◆飲用井戸の管理 

・井戸のフタに施錠したり、柵を設けたり 

 して、井戸・取水場所やその周辺に、人や 

 動物が入らないようにしましょう。 

・井戸・取水場所や、その周辺を定期的に点 

 検し、清潔にしておきましょう。 

・簡易専用水道の受水槽は、残留塩素濃度を 

 測定すると共に、点検・清掃に努めてくだ 

 さい。 
 

◆飲用井戸の水質検査 

《定期検査》 

 汚染されているかどうかを確認するために、 

 定期的に水質検査を受けるようにしましょう。 
 
《臨時検査》 

日頃から飲用水の色や味、臭いなどに気を付 

けて、異常があれば必要な水質検査をおこな 

い、安全を確認しましょう。 
 
◎検査日程および検査容器の貸出等のお問い合 

 わせは、常総保健所( 0297-22-1351)に 

 ご確認ください。 
 

問 市生活環境課 内線1422・1424 

浄化槽をお使いの皆さまへ 
 

浄化槽は，微生物などの働きを利用して水をきれいにす 

る装置です。 

 そのため，浄化槽の機能を十分に発揮させるには，定期 

的な維持管理(保守点検・清掃)と定期検査(法定検査)が必 

要であり，法律により実施が義務付けられています。 

 適正な維持管理と定期検査をおこない，浄化槽を正しく 

使ってください。 
 
◆保守点検 

 ・浄化槽内の機器，送風機やタイマーなどの点検調査を 

  おこないます。 

  また，消毒剤を定期的に補充し，放流先が不衛生にな 

  らないようにするのも重要な作業です。 

・10人槽以下の家庭用浄化槽の場合，年3～4回おこな 

 う必要があります。 

・県に登録している保守点検業者に委託してください。 

◆清掃 

・浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。 

・年に1回以上(全ばっ気方式は６か月に1回以上)おこな 

 う必要があります。 

・許可を受けた清掃業者に委託してください。 

◆法廷検査 

・浄化槽の保守点検・清掃がきちんとおこなわれ，きれ 

 いな水が放流されているかを検査します。 

・ 初の検査は，浄化槽を使い始めてから3～８か月以 

 内におこなう必要があり，その後は毎年1回受ける必 

 要があります。(検査は有料) 

 ・県指定検査機関である(株)茨城県水質保全協会( 029 

  -291-4004)にお申し込みください。 
 

問 県環境対策課 029-301-2966 

案 内 案 内 

《ときめき婚活クッキングパーティ》 
 
◆日時 ９月11日(日) 

    午前10時30分～ 

◆場所 筑西市アルテリオ 

◆対象者 40歳までの独身男・女 13名ずつ 

      ※先着順 

◆参加費 男性5,500円 女性1,500円  
      

問 申 NPO法人メドウルミートクラブ 

     25-2678  

あたらしい出会いを探してみませんか 
 

《ふれあいパーティー》 
 
【つくば会場①】 

◇日時 8月７日(日)午後１時30分～５時 

          (受付１時～) 

◇場所 イーアスつくば 

    [つくば市下平塚研究学園C50街区] 

◇対象者 男女とも40歳までの方 各20名 
 
【つくば会場②】 

◇日時 8月25日(木)午後７時～９時 

          (受付６時30分～) 

◇場所 つくば山水亭[つくば市小野崎254]  

◇対象者 男女とも45歳までの方 各20名 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート 0280-87-7085 

《婚活ボウリング大会＆出会いパーティー》 
 
◆日時 8月28日(日)午後１時30分(受付１時～) 

◆場所 アンプレックス 

    [坂東市辺田字原新1104-1ヨークタウン内] 

◆内容 第一部 午後１時30分～３時 

         婚活ボーリング大会 

    第二部 午後３時30分～５時 

         出会いパーティ 

◆対象者 独身の男女 各20名 

◆参加費 男性3,000円 女性2,000円(当日徴収) 

◆申込開始 随時受付 

◆主催 いばらきマリッジサポーター県西地域活動協議会 
       

問 申 NPO法人ベル・サポート 0280-87-7085 

【下妻会場】  

◇日時 8月20日(土)午後１時30分～５時 

          (受付１時～) 

◇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歳までの方 各20名 

 

◆参加費 男性4,000円 女性1,000円 

      (当日徴収) 

◆申込開始 随時 

◆共催 いばらき出会いサポートセンター 

災害ごみの搬入について 
 

東日本大震災による災害ごみ(瓦、ブロッ

ク塀、大谷石塀)の搬入について、期間を９

月30日まで延長して実施しています。  

なお、搬入する場合は、これまで同様の

搬入申請手続きが必要となります。 
 
◆搬入日時 

 毎週 金・土曜日 午後１時～４時30分  

◆搬入できるもの  

 ・瓦(葺き替え分は除く) 

 ・ブロック塀、大谷石塀 

◆搬入場所 

千代川第二体育館グランド 

[旧千代川中学校跡地] 

◆搬入時に持参するもの 

 搬入申請書(市で受付されたもの) 
 
 ※申請書は、総務課(本庁舎)、くらしの 

  窓口課(千代川庁舎)にあります。  

  または、市ホームページからもダウン 

  ロードできます。 
 
◎申請方法等、詳しくはお問い合わせ 

 ください。 
 

問 市総務課 内線1222 

   市生活環境課 内線1422 

月 搬入日 

７月 29、30 

８月 ５、６、12、19、20、26、27 

９月 ２、３、９、10、16、17、23 

24、30 


