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『芋煮会』参加者募集 
 

わらべうた・あそびランドでは、自然の中でフィー

ルド遊びをした後に、丸々と育った里芋を使った芋煮

会を開催します。 
 
●日時 11月27日(日)午前９時30分集合 

    ※雨天の場合は中止。 

●場所 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター前 

●参加資格 ３歳～小学６年生までの親子 

●募集人員 100組(200名) 

●会費 無料 

●持参品 

 おにぎり、おわん、おはし、シート 

  ※フィールド遊びをしますので、 

   汚れても良い服装でお越しく 

   ださい。 

●申込期限 11月22日(火) 
 

問 申 市生涯学習課 内線2834 

『市長杯市民パークゴルフ大会』 

参加者募集 
 
●日時 11月20日(日)午前８時15分集合 

    ※小雨決行。 

●場所 小貝川ふれあい公園パークゴルフ場 

●参加資格 市内在住・在勤の方および協会会員 

●試合方法 36ホール ストロークプレー 

●参加費 500円 

●定員 90名 ※定員になり次第締め切ります。 

●申込方法 参加費を持参のうえ、お申し込み 

      ください。 

      なお、大会当日の参加申し込みは 

      できません。 

●申込期限 11月15日(火)  
 

申 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 
 
問 下妻市パークゴルフ協会(山中) 

   44-4334 

『入所児童』追加募集・『指導員助手』募集 
 

《下妻小学校児童保育クラブ入所児童追加募集》 
 
 ●入所対象 小学校1年生から3年生で保護者が自宅外勤務 

       のため、児童の放課後の保育が難しい家庭の 

       児童に限る。 

 ●募集人数 ２名 

 ●運営費 入会金 年額2,000円(初年度のみ) 

      保険料 年額3,000円 

      会費  月額5,000円 

          (7・12・3月 6,000円、8月 8,000円) 

 ●保護者会 入所した児童の保護者は、必ず児童保護者会に 

       入り運営に協力する。 

 ●申込方法 児童保育クラブにある申込書に記入のうえ、 

       お申し込みください。 

 ●申込期限 11月30日(水) 
 

《下妻小学校児童保育クラブ指導員助手募集》 
 
指導員のお手伝いをしてくれる方 

(パート)を募集します。 

小学校１年生から３年生までの 

児童と遊べる方、大歓迎です。 
 
 ●募集人員 １名 

 ●対象 子育て経験のある方(60歳までの方) 

 ●時給 800円(３か月間は試行期間770円) 

 ●勤務時間 火曜・金曜日 午後4時～6時 

 ●申込方法 面接をおこないますので、電話にてお申し込み 

       ください。 

       ※面接時に履歴書を持参してください。  

 ●申込期限 11月30日(水) 
 

問 申 下妻小学校児童保育クラブ(小竹) 44-3704 

入所児童について 平日 午後２時～６時 

     指導員助手について 平日 午後０時～３時 

市文化祭 

無料体験教室を開催します 
 
【下妻会場】 

《初心者いけ花無料体験教室》        

◆日時 11月５日(土)午前10時～ 

◆場所 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 市華道文化協会(曽根) 

   44-3664 
 
《茶道無料体験教室》 

◆日時 11月５日(土)・６日(日) 

    午前10時～午後２時 

◆場所 下妻公民館２階 研修室  

◆定員 各日100名 ※先着順。 
 

問 市茶道連盟 香出水会(井元) 

   43-6080 
 
《舞踊無料体験教室》 

◆日時 11月６日(日)午前10時～午後３時 

◆場所 下妻公民館２階 和室 

◆対象 3歳から年齢制限なし   
 

問 西崎幸樹舞踊研究所(鯨井)  

   44-2548 
 
《市民将棋大会》 

◆日時 11月13日(日)午前９時～ 

◆場所 下妻公民館１階 和室 

◆参加費 1,000円(弁当代含む) 

※当日持参。 
 

問 下妻将棋会(菊池) 43-0858 
 
《市民囲碁大会》 

◆日時 11月20日(日)午前９時～ 

◆場所 下妻公民館２階 和室 

◆参加費 2,000円(弁当代他) 

     ※当日持参。 
 

問 常総清娯会(小林) 44-2522 
 
【千代川会場】 

《ちぎり絵無料体験教室》 

◆日時 11月６日(日)午前９時～12時 

◆場所 千代川公民館２階 研修室 
 

問 ちよかわちぎり絵クラブ(松田) 

   44-5027 

募集職種 保育士 農作業 

募集人員 ２名(各園１名) 2名 

業務内容 保育業務 農作物の栽培、農園整備等 

応募資格等 保育士資格を有する人 
農作業(トラクター、草刈機を含む)ができる人 

普通運転免許を有する人 

勤務地 市立下妻保育園または市立きぬ保育園 ビアスパークしもつま 

勤務時間 
午前8時30分～午後5時15分 
(昼休み 60分) 

午前8時～午後5時(実働7.5時間) 
 (休憩 午前・午後15分、昼休み 60分) 
ローテーションにより月20日程度勤務 

賃金等 
時給賃金制 時間単価＠960円 
通勤手当・賞与なし、社会保険・雇用保険加入 

時給賃金制 時間単価＠810円 
通勤手当・賞与なし、社会保険・雇用保険加入 

雇用期間 

試験内容 面接 ※日時・場所は別途連絡 

提出書類 履歴書、保育士証の写し、ハローワークの紹介状 履歴書、ハローワークの紹介状 

 問 (提出先) 
市総務課[市役所本庁舎2階] 内線1229 
※午前8時30分から午後5時15分までの間に書類をご持参ください。 

11月～平成24年3月31日(勤務開始日は要相談) 

『臨時職員』募集 

結婚を希望する独身者を募集しています 
 

市では、結婚を希望する方への結婚活動を支援し、後継者づ

くりの積極的な推進と福祉の充実を図る目的で、結婚対策事業

をおこなっています。 

この事業は、市長から委嘱を受けた結婚相談員が結婚成立を

目指し、情報を交換するなど、結婚支援活動をするものです。 

そこで、結婚を希望する独身者を広く募集していますので、

ご本人またはご家族からのご連絡をお待ちしています。 

詳しくは、お問い合わせください。 
 
◎登録した個人情報は、当該事業のみに 

 使用し、他に情報提供することはあり 

 ません。秘密は堅く守られます。 
 

問 市企画課 内線1312 

募 集 

募 集 案 内 



公民館おはなしの会／11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 11月19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 
11月13日は｢県民の日｣です 
 
 県民の日は、郷土の歴史を知り、私たちのより豊かな暮

らしと県の発展を願う日として、昭和48年に県条例により

定められました。 
 
 ・県の花 バラ   ・県の鳥 ヒバリ 

・県の木 ウメ   ・県の魚 ヒラメ  
 
※県ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/ 

 
 

特別プログラム 「太
たい

極
きょく

舞
まい

」 
 

太極舞とは、太極拳の呼吸法や気功法、動禅、

中国の伝統武術や民族舞踊の要素を取り入れ、音

楽に合わせておこなう誰でも楽しめるフィットネ

スエクササイズです。 

 この機会に体験してみませんか。 
 
◆日時 12月２日(金)午前11時～12時 

◆場所 ほっとランド・きぬ 

    トレーニングジム(スタジオ) 

◆対象 高校生以上の方 

◆定員 20名 

◆参加費 無料(入館料のみ) 

◆受付開始 

 11月18日(金)午前11時からほっとランド・ 

 きぬフロントにて受付を開始します。 
 
 ※電話での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。 

  受付開始時点で定員を超えた場合は、抽選。 
 
◎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 

検定満了の水道メーターを交換します 
 
 水道メーターは、計量法により８年ごとの交 

換が義務付けられています。 
 
◆作業場所 市内全域 

◆作業期間 2月下旬まで 

◆交換対象メーター 

 平成15年4月から平成16年3月までに取付け 

 したもの 

 ※対象の方には、交換前に個別に通知します。 

◆委託業者 

 第一環境株式会社(指定給水装置工事事業者) 

 ※作業員は、身分証明書を携帯しています。 

◆注意事項 

 ・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。 

 ・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。少し水を流して 

  からお使いください。 

 ・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。(不在でも交換します) 
 
 ※交換工事の代金は無料です。 
  

問 市水道課 44-5311 

市立図書館休館日／１１月 
 
 11月1日(火)・７日(月)・14日(月)・15日(火) 

   21日(月)・28日(月)・30日(水) 
 

問 市立図書館 43-8811 

図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

◇日時 11月８日(火)・19日(土)午後２時～ 

◇上映作品 

 ｢橋のない川｣(1993年/日本/139分) 
 

愛を知り、人は光を放ちはじまる 

人間の尊厳を掲げて敢然と差別に抗して立ち 

上がっていく人々の姿を描いた「橋の川」。  

この住井すゑの原作を、みずみずしい映像の 

美しさで、本格的に映画化したのが本作品。 

舞台は明治・大正の奈良の農村にある被差別 

部落、小森。そこに生まれた主人公誠太郎と 

孝二の成長を通して、真の人間の豊かさとは 

何かを問いながら・・・・・。 
 
《子ども映画会》 

◇日時 11月26日(土)午後2時～ 

◇上映作品 

 日本の民話 常田富士男の紙しばい 

 かちかち山/一寸法師(30分) 
 
◆場所 市立図書館 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 

ごみの出し方～可燃ごみ・不燃ごみ～ 
 
【可燃ごみ】・・市の指定袋｢赤｣に入れてください。 

出せるもの 

・生ごみ(水を良く切ってから袋に入れる) 

・紙くず(資源ごみとして回収できないもの) 

・紙おむつ(汚物は取り除く) 

・草、落ち葉(土を落とし乾かしてから、少量ずつ出す) 

・剪定枝(袋に入る程度の長さまで) 

・その他 

 CD、ビデオテープ、発泡スチロール、ゴム製品 

 皮製品、プラスチック製品、ビニール製品 

 布類(資源ごみとして回収できないもの) 

 ペットボトルのフィルムのみ 
 
【不燃ごみ】・・市の指定袋｢青｣に入れてください。 

出せるもの 

・スプレー缶、小型ガスボンベ、使い捨てライター 

 (中身を使いきり、安全な場所で穴を開ける) 

・刃物やガラス類(新聞紙などで包んでから袋に入れる) 

・小型電気製品(テレビやパソコン、携帯電話など 

 を除き指定の袋に入る大きさのものに限る) 

 ・その他 

 陶器類、金属製品、傘、びんのキャップ類 
 
《ご注意ください》 

・ごみ収集カレンダーを確認し、収集日当日の朝８時 

 までに出してください。 

・古紙、古布、かん、びん、ペットボトルは資源ごみ 

 としてコンテナのある集積所に出してください。 

・蛍光灯、水銀式体温計、乾電池などは有害ごみの収 

 集日に出してください。 

・会社や店舗の方は集積所には出せません。 

 事業系一般廃棄物として処理してください。 
 

問 市生活環境課 内線1423 

ライターの捨て方 
 

不要な使い捨てライターはガス抜きしてから

不燃ごみとして指定袋で出してください。 

ガスが残った状態で回収し、ごみ収集車両が

火災になるケースもあります。 
 
【ガスの抜き方】 

①火の気のないことを確認し、風通しのよい 

 屋外でおこなう。 

②操作レバーを押し下げる。 

 着火した場合にはすぐ吹き消す。 

③輪ゴムや粘着力の強いテープで、押し下げ 

 たままのレバーを固定する。 

④｢シュー｣という音が聞こえれば、ガスが噴 

 出している。(聞こえない場合は炎調整レ 

 バーをプラス方向いっぱいに動かす) 

⑤この状態のまま半日から１日放置する。 

⑥念のために着火操作をして、火が着かなけ 

 ればガス抜きは完了。 
 

※最後に、１センチ程度の段差のところに斜 

 めにライターを置き、足で踏むと頭の部分 

 が容易にへし折れます。 

 割れた状態で出してあれば回収業者が一目 

 でガス抜きしてあると分かります。 
 

問 市生活環境課 内線1423 

建物を取り壊したらご連絡を！ 
 
 年内に建物(車庫や物置を含む)を取り壊した場合は、翌年

度から取り壊した建物の分の固定資産税がかからなくなり

ますので、ご連絡ください。後日、現地確認に伺います。 

 また、建物を新築・増改築した際も翌年度の固定資産税

額が変わりますので、ご連絡ください。 
 

問 市税務課 内線1353～1356 

冷蔵倉庫用家屋（非木造）を所有の方へ 
 
 固定資産税評価基準の改正により、平成24年度から非木

造の｢冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)｣につ

いては、｢一般の倉庫｣に比べて評価額が早く減少する経年

減点補正率が適用されることになりました。 

 下記に該当する倉庫は、事前に現地調査のうえ、平成24

年度から適用変更をしますので、ご連絡ください。 
 
◆対象となる家屋 

以下の要件を全て満たすもの 

 ①非木造(木造以外)の倉庫であること 

   ②倉庫自体が冷蔵機能を有しているもの 

  ※常温の倉庫内にプレハブ方式の冷蔵庫や業務用冷蔵 

   庫等を設置している場合は該当しません。 

   ③倉庫内の保管温度が常に10℃以下に保たれていること 

 ④一棟の建物内に冷蔵倉庫以外で使用している部分があ 

  る場合は、冷蔵倉庫部分が床面積の50％以上あること 
 

問 市税務課 内線1353～1356 

東日本大震災による倒壊等建物の滅失登記 
 

水戸地方法務局では、震災により被災された地域の被災

建物について、被災者が登記申請をすることなく、登記官

が職権により滅失登記をおこなうこととしました。 

なお、現地調査等において、関係者の方にお話を伺うこ

とがありますので、ご協力をお願いします。 
 
◆期間 平成24年３月31日まで 

◆対象地域 茨城県全域 
 

問 水戸地方法務局不動産登記部門 滅失登記対策委員会 

  029-221-5139 

案 内 
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調停相談会 
 
 身の回りの事でお困りの方は、ご相談ください。 

 裁判所の調停委員が相談に応じます。(相談無料、秘密厳守) 
 
◆日時 11月27日(日)午前10時～午後３時 

    受付 午前９時30分～午後３時 ※先着順。 

◆場所 常総市石下総合福祉センター[常総市大字新石下4365] 

◆内容 夫婦・親子関係、相続関係、扶養関係 

    金銭関係、土地関係、交通事故関係等 

◆主催 下妻調停協会 

オストミー講習会を開催します 
 
◆日時 11月13日(日) 

    午前10時～午後２時30分 

    受付 9時30分～ 

◆場所 古河市福祉の森会館２階 研修室 

    [古河市新久田町271-1] 

◆内容 人工肛門・人工膀胱保有者の 

    ためのオストミー講習会 

     ①講演会および相談 

     ②オストメイト同士の懇談会 

     ③ストーマ用装具展示・説明 

◆参加費 1,000円(昼食代含む) 

◆申込期限 11月6日(日) 
 

問 申 日本オストミー協会 

     茨城県支部西部地区センター 

     0280-76-6511 

ふれあいパーティを開催します 
 
【常総市会場】 

◇日時 11月5日(土)午後１時30分～５時(受付１時～) 

◇場所 常総市生涯学習センター２階 研修室 

    [常総市水海道天満町4684] 
 
【つくば会場】 

◇日時 11月17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] 
 
【下妻会場】 

◇日時 11月26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 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート 0280-87-7085 

平地林の整備・保全を支援します 
～自己所有山林の整備を希望する方へ～ 
  

市では、県が導入した森林湖沼環境税を

利用して、平地林や里山林の整備と保全を

目的とした｢身近なみどり整備推進事業｣を

おこない、山林の整備を希望する方を募集

します。 
 
◆募集内容 
 自己所有山林の整備  

※整備に当たっては、市と森林所有者の 

 森林保全に関する協定を結ぶ等、一定 

 要件が必要となりますので、詳しくは 

 お問い合わせください。 
 
問 申 市農政課 内線2623 

農用地区域の除外・編入申出を 

受付します 
 
 農業振興地域整備計画の変更にかかる申

出を受付します。 
 
◆受付期間 11月21日(月) 

       ～12月20日(火) 
 

問 申 市農政課 

     内線2624・2625 

戦没者追悼式を挙行します 
 

先の大戦において戦没された霊に対し市民挙げて追悼の

誠を捧げ、あわせて平和を祈念するため、戦没者追悼式を

開催します。 
 
◆日時 11月25日(金)午前10時～11時30分 

◆場所 下妻市民文化会館大ホール 

◆参列 《遺族会会員》各地区役員が取りまとめます。 

   《一般参加者》介護保険課までお問い合わせ 

          ください。 

◆主催 下妻市戦没者追悼式実行委員会 
 

問 市介護保険課 内線1536・1538 

身体障害児者生活相談・補装具巡回相談 
 

身体障害者相談員が身体障害児者の生活等全般の相談に応

じます。また、補装具(補聴器・義肢・装具など)の巡回相談

も併せて受け付けます。 
 
◆日時 11月８日(火)午後１時～３時 

◆場所 下妻公民館１階 和室 
 

問 市福祉課 内線1574 

ふれあいウォークフェスティバル～歩く会～ 
 
 歩くことをとおし、体力増進や健康維持に関する意識を

高めるとともに、地域間・世代間の市民交流を深めてもら

うことを目的に開催します。 
 
◆日時 11月６日(日) ※小雨決行。 

午前７時15分～ 受付(当日に受付します) 

午前７時45分～ 開会式  

◆場所 千代川公民館前広場[千代川庁舎隣り] 

◆コース 晩秋の野道ふれあいコース(約８km) 

      千代川公民館⇒大形橋⇒鬼怒川堤防⇒無量院 

      ⇒鬼怒川堤防⇒大形橋⇒千代川公民館 

◆参加費 無料 
 

問 市生涯学習課 内線2832 

詩集「くさぶえ」39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

あなたも感じてみませんか。 
 
◆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 市生涯学習課 内線2834 

相互援助活動の説明会＆合同交流会 
 
 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交流会を

開催します。 

 会員以外の方も参加できます。 
 
◆日時 11月27日(日)午前10時～12時 

◆会場 下妻公民館 大会議室 

◆内容 リトミックやプレゼント交換会を 

    しながらの世代間交流 

◆定員 70名程度 

◆参加費 大人200円、子供100円 

     (０歳児無料) 

◆持ち物 プレゼント交換できる品物を 

     １人１品お持ちください。 

     ※０歳児不要。高価なものでは 

      なく家にある物で結構です。 

◆申込期限 11月11日(金) 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 

     44-0142 

秋季全国火災予防運動にともなうサイレン吹鳴 
 

秋の火災予防運動にともないサイレン吹鳴および半鐘打

鐘をおこないますので、火災と間違わないようにお願いし

ます。 
 
◆日時 11月９日(水)・15日(火) 午前７時 
 
◎隣接市町でもおこないますので、火災と間違わない 

 ようにお願いします。 
 

問 市消防交通課 内線1434  

   下妻消防署 43-1551 

案 内 

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間 
 
 職場における男女差別やセクハラ、夫やパートナーからの

暴力、ストーカーなどの女性に対するあらゆる人権侵害につ

いて相談を受け付けています。(秘密厳守) 
   
◆日時 11月1４日(月)～20日(日) 

午前8時30分～午後７時 

    土曜・日曜日は午前10時～午後5時 

◆電話番号 0570-070-810 

◆相談員 人権擁護委員・法務局職員  
 

問 水戸地方法務局人権擁護課 029-227-9919 常陸秋そばフェスティバル 
 
｢新そば食べ歩き｣や｢そば打ち体験｣が 

できます。 
 
◆期日 11月12日(土)・13日(日) 

◆会場 宮の郷工業団地[常陸太田市] 
 
◎詳しくは、常陸太田市ホームページを 

 ご覧ください。 

 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/ 
 

問 常陸太田市金砂郷産業建設課 

   0294-76-2117 


