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しもつま 広
報 

木造住宅耐震診断士派遣事業 

住宅の耐震診断をおこないます 
 
◆申込期間 ７月２日(月)～23日(月) 
 
◆事業対象住宅の主な要件 

・昭和56年５月31日以前に建築確認を受け 

 ている木造住宅 

・所有者が居住する戸建住宅で、地上階数が 

 ２以下の木造住宅 
 
その他にも要件があり、要件すべてに該当す 

る住宅のみが対象となります。 
 
※東日本大震災により被災された住宅(被災者 

 生活再建支援制度による被災度区分判定調 

 査において全壊、大規模半壊、半壊と判定 

 された住宅)は、事業対象外。 
 

◆申込方法 

 申込書に記載、押印のうえ、お申し込みください。 
 
 ※住宅の建築時期が確認できる書類(建築確 

  認済証等)をご持参ください。 
 
◆費用自己負担額 １件当たり2,000円 

◆派遣予定件数 10件 ※原則、先着順。 

◆その他 

・同派遣事業は、被災者生活再建支援制度に 

 よる被災度区分判定調査とは異なります。 

 ・市では、事業申し込みをしていない方に対 

  する派遣や斡旋等はおこなっていません。 

  また、診断士がご自宅に訪問する際は、 

  ｢茨城県木造住宅耐震診断士認定証｣を携帯 

  していますので、ご確認ください。 
 

問 申 市建設課 内線1713 

福祉用具購入費の受領委任払いが 

できるようになります 
 
７月購入分から、住民税非課税世帯の方が指定 

事業者に福祉用具購入費の受領を委任した場合、 

保険給付対象費用(支給限度基準額10万円)の１割 

を自己負担し、市が残りの９割分を事業者に直接 

支払う｢受領委任払い｣ができるようになります。 
 

問 申 市介護保険課 内線1536・1537 

東京電力原発事故 

農作物損害賠償請求期間について 
 
原発事故風評被害等損害賠償請求について、下記の品目

の受付けをおこないます。 
 

●対象品目 しいたけ、牛肉(平成24年度4月損害分) 

      たけのこ、こごみ(栽培のものにかぎる)で 

      JA以外に出荷、販売しているもの  

●受付期間 ７月10日(火)～31日(火)  

●受付場所 市役所農政課(千代川庁舎内) 
 
◎期間終了後は、個人で東京電力へ直接請求となります。  
 

問 市農政課 内線2623 

案 内 

国民年金保険料の納め忘れはありませんか 
 
 年金確保支援法(後納制度)により、国民年金保険料の納付可能期間を延長する国民年金法の一部改正がおこなわ

れました。 

 現在、未払いの保険料を遡って納められるのは過去２年分までですが、平成24年10月１日から平成27年９月

30日までの３年間に限り、過去10年分まで遡って納められるようになります。 

なお、申請日の属する年度から３年度を超える期間の保険料を納付する場合は、加算金が加わります。 

後納制度は、将来の無年金・低年金の発生を防止し、高齢期の所得の確保を支援することを目的とするため、

既に老齢基礎年金(国民年金)を受給している方は対象になりません。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 日本年金機構下館年金事務所 25-0811   市保険年金課 内線1525 

７月から平成24年度（平成24年７月から25年6月まで）の 

国民年金保険料の免除・納付猶予申請受付が始まります 
 
平成24年４月からの国民年金保険料は月額14,980円ですが、経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合は、 

市役所(本庁舎・千代川庁舎)国民年金担当窓口に申請し、日本年金機構で承認されると保険料の納付が免除・猶予 

となる｢保険料免除制度｣や｢若年者納付猶予制度｣があります。 
 
◆保険料免除を申請される場合は、ご本人、配偶者、世帯主の前年所得が、それぞれ一定の基準額以下である 

 ことが条件です。 
 
【全額免除(納付猶予)や一部納付の世帯構成別の所得(収入)基準の｢めやす｣】 

 

 

 

 

 
 
  ※（  ）内の収入の｢めやす｣は、収入のすべてが給与所得と仮定して計算しています。 
 
◆若年者納付猶予制度について 

20歳代の方(学生を除く)で、本人および配偶者の所得が一定額以下の場合、世帯主の方の所得にかかわらず 

申請により保険料の納付が猶予されます。 
 

◆保険料免除・若年者納付猶予申請に必要なもの 

 年金手帳、印鑑、今年１月以降に転入した方は前住所地での平成23年中の所得状況(扶養人数および控除額等 

 の記載のあるもの)を証明するもの、失業の場合は、雇用保険の｢雇用保険受給資格者証｣または｢離職票｣など 

 の写しを添付してください。 

代理の方がお越しの際は、身分証明書(免許証、健康保険証等)をご持参ください。 
 

◆免除された保険料等の追納について 

 免除または猶予された保険料については、10年以内に納付することができます。 

 ただし、承認された年度から３年度目以降に納付する場合は、経過した年数に応じた一定の加算額が加わり 

 ます。 
 

◆全額免除・納付猶予の継続申請について 

平成23年度に全額免除・若年者納付猶予を承認された方(該当月から平成24年６月まで)で、申請時に継続審 

査を希望していた場合は、平成24年度の全額免除・若年者納付猶予の申請をあらためておこなわなくても、 

継続して申請があったものとして自動的に審査をおこないます。 

ただし、若年者納付猶予に該当した方のうち、平成24年６月までに30歳になる方、失業の場合や天災等を 

理由として承認された方、一部納付または却下に該当した場合は、継続審査とならないため、従来通り毎年 

申請が必要です。 

 

問 日本年金機構下館年金事務所 25-0811  市保険年金課 内線1525 

世帯構成 
全額免除 
納付猶予 

一部納付 
１/４納付 １/２納付 ３/４納付 

４人世帯(夫婦、子ども２人) 162(257)万円 230(354)万円    282(420)万円 335(486)万円 
２人世帯(夫婦のみ) 92(157)万円 142(229)万円 195(304)万円 247(376)万円 

単身世帯 57(122)万円 93(158)万円 141(227)万円 189(296)万円 

緊急速報メールの配信を始めます 
 
 災害に関する緊急的な情報を、防災無線の放送のほか、

携帯電話に｢緊急速報メール｣として市から配信します。 
 
◆配信する項目は災害等の緊急性の高い、次のものが対象 

 となります。 

  ①避難準備情報 ②避難勧告 ③避難指示 

  ④警戒区域情報 ⑤指定河川洪水情報 

  ⑥土砂災害警戒情報 ⑦東海地震予知情報 

  ⑧弾道ミサイル情報 ⑨航空攻撃情報 

  ⑩ゲリラ・特殊部隊攻撃情報 ⑪大規模テロ情報 

  ⑫竜巻注意情報 
 
◆配信は、｢緊急地震速報｣と同様に、メールアドレスなど 

 を登録する必要はありません。(｢緊急地震速報｣を受信 

 できる機種であれば、受信できます) 

◆配信は、市内にある携帯電話に限られ、配信元は下妻市 

 消防交通課となります。 
 
◎対応機種、設定方法等については、各携帯電話会社の 

 ホームページでご確認ください。 

・NTTドコモ http://www.nttdocomo.co.jp/ 

       service/safety/areamail/ 

・au http://www.au.kddi.com/notice/ 

    kinkyu_sokuho/ 

・ソフトバンク http://mb.softbank.jp/mb/ 

        service/urgent_news/ 
 

問 市消防交通課 内線1434・1435 

案 内 

http://www.nttdocomo.co.jp/
http://www.au.kddi.com/notice/
http://mb.softbank.jp/mb/


資源ごみの出し方～古紙・古布～ 
 
【古紙】種類ごとに分け、ひもなどで束ねるか袋に入れる。 
 
◆新聞紙 

新聞紙、機関紙、折込広告 

◆段ボール 

◆ボール紙 

お菓子箱、ティッシュペーパー箱、台紙など 

 ・・・破ると中が灰色のもの 

◆雑誌類 

雑誌、書籍、OA用紙、色上質紙、封筒、カタログ 

ノート、チラシ、パンフレット、ポスターなど 

◆ミックスペーパー(ざつ紙) 

メモ用紙、名刺、付箋紙、小封筒、割り箸の袋 

その他小さな紙片 

◆シュレッダーダスト 

◆紙パック ※アルミ加工された紙パックは可燃ごみです。 

◆その他 

コピー紙の包装紙 

トイレットペーパー・ラップ・テープなどの芯 

◆リサイクルできないもの 

つづりひも、ビニール、金属、輪ゴム、シールおよび 

シールの台紙、カーボン紙類(ノーカーボン紙含む) 

ビニールコート紙、防水加工紙、紙コップ 

油が染みた紙、ろう加工紙、アルミ加工紙、油紙 

写真、合成紙、感熱紙、紙おむつ 

使用済みのティッシュペーパー 
 
※粘着テープなどが付いているものは剥がしてください。 

※窓付き封筒の窓部分(紙以外のもの)は外してください。 
 
◎発泡スチロールは砕いて、可燃ごみとして出してください。 

◎新聞紙の盗難が多発しています。目撃情報などありましたら、 

 下妻警察署(43-0110)または市役所までご連絡ください。 
 
【古布】市販の透明または半透明の袋に入れる。 
 
◆出せるもの 

洋服一般、肌着、シャツ、タオル、カーテンなど 

※洗濯をし、よく乾かしてから出してください。 

 汚れのあるものは回収できません。 

◆リサイクルできないもの 

  毛布、布団類、中綿のあるもの、ダウンジャケット類 

  革製品、ゴム類 
 
《ご注意ください》 

・雨天または雨が降りそうな日は、出さないでください。 

 水分を含むと再利用できないので、回収しません。 

・ごみ収集カレンダーを確認のうえ、収集日(当日のみ)の 

 朝８時までに出してください。 

・かん、びん用のコンテナのある資源ごみ集積所に出し 

 てください。 
 

問 市生活環境課 内線1423 

市で処理できないごみ 
 
集積所での収集や｢クリーンポート・きぬ｣へ 

の搬入ができないごみがあります。 

処分方法は、メーカー・販売店・専門処理業 

者に相談してください。 
 
【産業廃棄物】 

 ・・事業活動により排出されたもの 
 
燃えがら、汚泥、廃油、廃酸(酸性の廃液) 

廃アルカリ(アルカリ性廃液) 

廃プラスチック類 

 (ポリ塩化ビニール・発泡スチロール・ 

  くず・合成ゴム・合成繊維・タイヤ・ 

  塗料かすなど) 

天然ゴムくず、金属くず、ガラスくず 

コンクリートくず、陶磁器くず 

鉱さい(高炉等の残さい・不良鉱石・石炭・ 

     粉炭かすなど) 

がれき類、ばいじん 

紙くず(建設業・製造業・出版業等に係るもの) 

木くず(建設業・製造業・卸売業等に係るもの) 

繊維くず(建設業・製糸業等に係るもの) 

動植物性残渣(食品製造業に係るもの) 

動物性固形不要物 

 (家畜の解体等により生じる残渣) 

家畜ふん尿、家畜の死体など 
 

【その他】 

医療廃棄物、自動車部品、農機具 

農業用機械、農業用資材、農薬、消火器 

ガスボンベ、火薬、塗料、土砂類 

住宅廃材、業務用粗大ごみ 

50cc以上のオートバイ、しゅろの木など 
 

【特定家電製品】 

テレビ、エアコン、冷蔵(冷凍)庫、洗濯機 

衣類乾燥機、パソコン、携帯電話、PHSなど 
 
◎産業廃棄物等の不法投棄を目撃した場合は 

 ご連絡ください。 

 不法投棄110番 0120-536-380 
 

問 市生活環境課 内線1425・1426 
   クリーンポート・きぬ 43-8822 

７月は“社会を明るくする運動”の強調月間です 
 
“社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非

行の防止と、罪を犯した人たちの更生について理解を深

め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のな

い明るい社会を築こうとするとする全国的な運動です。 

 運動の趣旨をわかりやすく表した｢“社会を明るくする

運動” ～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の

チカラ～｣ という名称のもと、７月を強調月間として運動

を推進しています。 
 
 家庭、職場、学校、地域社会が一体となって、地域に根

ざした幅広い活動を展開していく必要があります。 

 皆さんのご協力をお願いします。 
 

問 第62回“社会を明るくする運動”下妻市推進委員会 
   (主唱 法務省)事務局 

   市福祉課 人権推進室 内線1583 

樹木の張り出し危険です！ 
～快適で安全な道路づくりにご協力を～ 
 
あなたの土地(管理地)の樹木や生垣を、ちょっ

と点検してください。枝が張り出してご近所に迷

惑をかけたり、道路通行の妨げになったりしてい

ませんか。 

樹木の張り出しは、道路が狭くなったり見通し

が悪くなるばかりでなく、道路標識やカーブミ

ラーを隠してしまうなど、交通事故を引き起こす

原因となりたいへん危険です。 

歩行者や車両の通行に支障が無いよう樹木の枝

払いや、生垣の刈込みなど適正な管理をお願いし

ます。 

特に、通学路や農道の交差点など雑草が生い

茂っている箇所は、地域の皆さんが協力し合い除

草作業をおこなうなど、危険箇所の解消にご協力

ください。 

なお、新たに植樹するときは、樹木の成長や管

理に必要なスペースを確保するなど、植え込み位

置を考慮してください。 
 
【注意！】 

道路の樹木の張り出しは、所有者に枝下ろしの 

責任があります。また、樹木の張り出し等が原 

因で事故が発生した場合、所有者の責任が問わ 

れることもあります。 
 

問 市建設課 内線1714・1715 

屋外焼却は禁止！ 
 
 屋外焼却(野焼き)は、法律により禁止されています。 
 
◆火災の原因やばい煙・悪臭などご近所に迷惑をもたら 

 すことになります。 

◆ダイオキシンなど有害物質発生の恐れがあります。 

◆ドラム缶やブロック積みなど簡易な焼却炉による焼却 

 も禁止されています。 

◆家庭から出るごみは、市指定のごみ袋に入れて各地区 

 の集積所に出すか、クリーンポート・きぬへ直接搬入 

 してください。 

◆会社や店舗から出るごみは事業系一般廃棄物として処 

 理してください。 

◆産業廃棄物は専門の処理業者に依頼してください。 
 

問 市生活環境課 内線1422 

光化学スモッグ情報のメール配信を開始しました 
 

茨城県では、光化学スモッグ情報について、携帯電話や

パソコンへのメール配信を開始しました。配信を希望する

方は、次の登録ページへアクセスし登録してください。 

  http://www.taiki2.pref.ibaraki.jp/ 

  ※茨城県環境対策課トップページの｢関連リンク｣ 

   からもアクセスできます。 
 
◆登録の流れ 

登録ページから初期登録すると、仮登録のメールが配 

信されます。メールの指示に従い、本登録をおこなっ 

てください。 
 
◆配信される情報の種類 

・光化学スモッグ情報(当日情報、翌日情報) 

 ・光化学スモッグ発令情報(予報、注意報など) 
 

問 茨城県環境対策課 029-301-2961 

案 内 

安心安全な水道水 
 
 茨城県企業局では、水道水中の放射能測定モニ

タリングを続けています。 

 モニタリング開始以来、｢不検出｣が継続してい

ます。今後も安心安全な水を供給できるよう、引

き続きモニタリングをおこなっていきます。 
 
◆測定対象および頻度  

 ・原水(霞ヶ浦から取水した水) 月１回測定 

・浄水(浄水場できれいにした水) 週１回測定 

◆測定結果の公表  

茨城県企業局ホームページをご覧ください。 

http://www.pref.ibaraki.jp/ 
 
◎市では、県企業局の水と深井戸から取水した水 

 を配合したものを市内に送水しています。 

 市の水道水についても、各浄水場で採水した水 

 の放射能測定検査を実施(市ホームページにて 

 公表)しています。｢不検出｣が継続しています 

 ので、安全性には問題ありません。 
 

問 茨城県企業局 029-301-4933 

浄化槽設置事業費補助金の 

申請受付けは終了しました 
 
平成24年度浄化槽設置に係る補助金の申請受 

付けは、予定基数に達したため終了しました。 
  

問 市生活環境課 内線1423・1424 

http://www.taiki2.pref.ibaraki.jp/
http://www.pref.ibaraki.jp/


案 内 
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しもつま 広
報 

  休日の住民票写し・印鑑登録証明書の  

  発行一時停止 
 
 住民基本台帳法改正による住基システム更新作

業のため、休日の住民票写し・印鑑登録証明書の

発行を一時停止します。 
 
 ◆発行停止日 ７月８日(日) 
 

 問 市民課 内線1414 

鬼怒川・小貝川クリーン大作戦を実施します 
 
７月の河川愛護月間にともない｢鬼怒川・小貝川ク 

リーン大作戦｣を実施します。 

｢鬼怒川・小貝川クリーン大作戦｣は、沿川住民、河 

川敷占用者、河川利用者の他、各種団体の協力を得て、 

河川敷のゴミを一掃することにより、常に河川を美し 

く保ち正しく安全に利用する運動を推進するものです。 

地域の皆さんの河川清掃へのご協力をお願いします。 
  
◆日時 ７月７日(土)午前７時～9時  

※小雨決行。豪雨等により中止の場合は 

 防災無線にて連絡します。 

◆場所 鬼怒川・小貝川河川敷 
 

問 市建設課 内線1714・1715 

平成24年度 

『文化祭』参加団体募集 
 
市文化祭実行委員会では、今年度の文化祭に参加

する団体を募集します。 
 
●文化祭期間 10月28日(日)～11月18日(日) 

●展示期間 下妻・千代川会場ともに 

       11月２日(金)～４日(日) 

●募集内容 《展示部門》 

       下妻会場、千代川会場 

●申込方法 生涯学習課にある参加申込書に記入 

      のうえ、持参または郵送でお申し込 

      みください。 

●募集期間 ７月２日(月)～20日(金)午後５時まで 
 
◎参加団体は展示期間前後に準備・片付けがあります。 
 

問 申 市生涯学習課 内線2835 

下妻まつり 『千人おどり』おどり手募集 
 
下妻まつり｢千人おどり｣も今年で28回目となりま

した。今年も花火大会と同日開催となります。 

ひと夏の思い出づくりに、みんなで楽しくおどり

ましょう。 
 
●日時 ８月４日(土) ※小雨決行。 

アトラクション 午後５時10分～ 

千人おどり   午後６時～ 

●会場 新町[旅館吾妻屋前]～長塚[丸十パン前] 

●曲目 ｢下妻シッチョメ｣｢下妻小唄｣ 

●服装 自由 

●事前申込期限 ７月13日(金) 
 
《事前申込特典》 

①当日本部受付にてうちわ、手ぬぐいを準備 

 します。 

②希望によりおどりの講習会をおこないます。 
 
※市内外問わずどなたでも参加可能です。 

 また、自治区内で参加を希望する方は、自治区長 

 までお申し込みください。 

※アトラクション、おどりの時間等は、天候等によ 

 り変更になる場合があります。 

 

問 申 下妻市観光協会事務局 
     (市産業振興課内) 

     内線2632 
E-mail 

 sangyo@city.shimotsuma.lg.jp 

「公民館子どもの集い」を 

開催します 
 
下妻公民館では、ボランティアの皆さんの  

ご協力により、新規事業｢公民館子どもの集い｣ 

を開催します。 
 
◆日時 ７月28日(土)午前10時～ 

◆場所 下妻公民館視聴覚室(パソコン室) 

◆対象 子ども、親子連れ 

◆内容 ・福島弁での昔語り｢話好きな殿様｣ 

・情緒あふれる昔ばなしの絵本や 

 紙芝居 

・オカリナ、キーボード演奏有 

    ※内容は変更になる場合があります。 

◆入場 無料。先着40名程度。 
 

問 下妻公民館 43-7370 

『０歳から小学校入学前の子どもの 

 応急手当と救急蘇生法』参加者募集 
 
大切な子どもがもしもの時に役立つ、実技も体験

できる教室です。 

今まで子どもの救急蘇生法を学んだことがない方

にお勧めです。 
 
●日時 ７月31日(火)午前10時～11時30分 

          (受付９時30分～) 

●場所 下妻市保健センター 

●対象 市内在住または在勤の方 先着20名 

    ※希望者には保育をします。 

●内容 AEDの使い方、心臓マッサージ 

    人工呼吸法、応急手当 

●講師 下妻消防署職員  

●申込期限 ７月27日(金) 
 
◎動きやすい服装でご参加ください。 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

ロンドンオリンピック女子近代五種出場 

黒須成美選手の壮行会を開催します 
 
市では、ロンドンオリンピック女子近代五種出場の 

黒須成美選手の壮行会を開催します。 

 当市ではオリンピックに３大会連続選手を輩出して 

おり、今回も市民皆さんで応援したいと思いますので、 

ご参加ください。 

 なお、準備の都合上、事前申し込みをお願いします。 
 
◆日時 ７月6日(金)午後1時30分～ 

◆会場 下妻市役所3階 大会議室 
 

問 申 市生涯学習課 内線2833 

図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

◇日時 ７月17日(火)・21日(土)午後２時～ 

◇上映作品 ｢ライラの冒険 黄金の羅針盤｣ 

      (2007年/アメリカ /113分) 

  全人類の未来をかけた戦いがはじまる！ 

行く末を知るのは、ライラが持つ黄金の 

羅針盤！! 

  物語の舞台は、イギリス、オックスフォード。 

  しかしそこは私たちの世界と似ているよう 

  で異なる平行世界。 

  12歳のおてんば少女ライラは、何者かに 

  連れ去られた親友ロジャーを探すために、 

  北の国へと冒険の旅に出る。 
 
《子ども映画会》   

 ◇日時 ７月28日(土)午後２時～ 

 ◇上映作品 アニメ世界の名作シリーズ 

       ファーブル昆虫記① 

       ハチのなかまたち 40分 
 
◆場所 市立図書館 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 

『季節のハイキング』参加者募集 
 
《小田代ヶ原を歩く》 

小田代の貴婦人と呼ばれる一本の白樺の木を目指 

して歩きます。 
 
・日時 ７月15日(日)午前６時30分出発 

・集合場所 市総合体育館北側駐車場 

・参加費 クラブ会員 １人1,600円 

       非会員 １人2,100円 

      (バス代、保険料等含む) 
       
《山本不動尊渓流を歩く》 

130ある階段上の洞窟に弘法大師御持仏という不 

動尊がある。山本不動尊のすがすがしい上流の渓 

谷沿いを歩きます。[福島県棚倉町] 
 
・日時 ８月５日(日)午前６時30分出発 

・集合場所 市総合体育館北側駐車場 

・参加費 クラブ会員 １人1,700円 

       非会員 １人2,200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 会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５時30分。 

当日の問い合わせは、サンドレイククラブまで 

お願いします。 
 

問 申 サンドレイククラブ(井上) 43-0174 
 市生涯学習課 内線2833 

募 集 
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募 集 

裁判所職員一般職試験～高卒者試験～ 
 
◆受験資格 平成24年4月1日において高等学校卒業後 

      2年以内の方および平成25年3月までに高 

      等学校を卒業する見込みの方 

◆試験日 第一次試験 9月16日(日) 

           基礎能力試験(多肢選択式) 

           作文試験 

    第二次試験 10月中旬から下旬 

          人物試験(個別面接) 

◆受付期間 ７月17日(火)～26日(木)消印有効 

※申込書は、簡易書留郵便で提出してください。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 水戸地方裁判所事務局総務課 029-224-8421 

消防官を募集します 
 

茨城西南地方広域市町村圏事務組合では、平成25年4月1日採用の消防官を募集します。 
 
◆採用予定人員 消防職 若干名 
 

◆受験資格 

 

 

 
 
 (注)上記の資格に該当する人であっても、次の一つに該当する人は受験できません。 

    ・日本国籍を有しない人、成年被後見人または被保佐人 

    ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの人 

    ・茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人 

    ・日本国憲法施行の日以後、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の 

     団体を結成し、またはこれに加入した人 
 
◆身体的要件 

・身長 おおむね160cm以上  ・体重 おおむね50kg以上  ・胸囲 身長のおおむね２分の１以上 

・視力 視力(矯正視力を含む)両眼で0.7以上、かつ一眼でそれぞれ0.3以上であること 

    また、赤色、青色および黄色の色彩の識別ができること 

・聴力 左右とも正常であること 

・その他 心身ともに健康で消防官として職務を遂行するために必要な能力と体力があると認められること 
 
◆試験日および試験会場 

   

◆試験申込書の請求先 

消防本部および古河消防署、総和消防署、下妻消防署、坂東消防署並びに広域圏内の各消防分署 
 
◆申込期間 

７月９日(月)～８月３日(金)消印有効 受付 午前８時30分～午後５時15分 ※土・日曜日、祝日を除く。 
 

問 申 茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部 総務課 0280-47-0124 

     〒306-0053 古河市中田1683-９ 

年齢 資格・免許等 
昭和62年４月２日から平成７年４月１日

までに生まれた人 
高校、短大(高等専門学校、専修学校含む)、大学を卒業した人、

または平成25年３月卒業見込みの人 

第１次試験日 試験科目および試験会場 

９月15日(土) 
午前８時30分 

 ～正午(予定) 
受付 午前８時～ 

体力試験 
会場  古河市生涯学習センター総和 

    (とねミドリ館)[古河市前林1953-１] 
 持参品 受験票、筆記用具、運動着、運動靴 

９月16日(日) 
午前８時30分 

 ～午後２時(予定) 
受付 午前８時～ 

教養試験、作文試験、適性検査 
会場  古河市役所三和庁舎３階会議室 

 [古河市仁連2065] 
 持参品 受験票、筆記用具 

第２次試験日 試験科目および試験会場 

10月下旬 

(予定) 

面接試験(第１次試験に合格した

人のみ実施) 
持参品 受験票、筆記用具 

(注)第１次試験は、２日間おこないます。 

  なお、試験科目ごとに試験会場が異なります。 

男女共同参画連携講座を 

開催します 
 
◆日程 

 ７月４日(水) 県立図書館 

７月11日(水) 県北生涯学習センター 

９月５日(水) ｢レイクエコー｣ 

       鹿行生涯学習センター・女性プラザ 

◆対象 

 ・地域活動団体の男女メンバー 

 ・社会教育・地域活動支援等の施設職員 

 ・自治体の男女共同参画・社会教育・地域活動 

  支援等の担当者 

 ・その他、男性の家庭・地域への参画促進に関心 

  がある方等  

◆内容 

 ｢男性の地域参画と男女共同参画の推進｣ 

  最新の調査研究結果を踏まえた実態把握のため 

  の講義とワークショップ 

◆募集人員 50名 ※先着順。 

◆受講料 無料 
 

問 申 ｢レイクエコー｣ 
      鹿行生涯学習センター・女性プラザ  

      0299-73-2300 

オープンキャンパスを開催します 
 

《茨城県結城看護専門学校》 
 ◆日時 ７月21日(土)・31日(火) 

     午前10時～12時30分(受付９時30分～) 

 ◆内容 学校紹介、進学ガイダンス、看護体験 

     在校生との交流会、進路相談 

 ◆申込方法 

  １週間前までに電話またはFax、電子メールで 

  お申し込みください。 

   ※氏名、連絡先、希望日を明記。 
 

 問 申 茨城県結城看護専門学校 

       33-1922 Fax33-1920 
      E-mail yukinu@yukinu.or.jp 

 

《土浦産業技術専門学院》 
◆日時 ７月24日(火)、８月28日(火)・29日(水) 

午後1時30分～(受付1時～) 

◆訓練科 機械技術科、自動車整備科 

     情報技術科、コンピューター制御科 

◆対象者 高校生または受験希望者 

 

問 土浦産業技術専門学院 
   029-841-3551 
   Fax029-841-4465 

甲種防火管理新規講習会 
 
◆日時 10月４日(木)・５日(金) 

    午前９時～午後４時30分 

◆場所 古河市中央運動公園体育館会議室 

    [古河市下大野2528] 

◆受講料 4,000円(テキスト代含む) 

◆定員 70人 

◆申込方法 印鑑・受講料を持参のうえ、お申し込み 

      ください。 

◆申込開始 ９月３日(月)午前８時30分～ 

※定員になり次第締め切ります。 
 

問 申 下妻消防署予防係 43-1551 
      古河消防署予防係 0280-47-0120 
      坂東消防署予防係 0297-35-2129 

案 内 募 集 

『夏休み実験室』参加者募集 
 

 ●場所 県消費生活センター(水戸合同庁舎内)  

      研修室[水戸市柵町1-3-1] 

 ●受講料 無料。 

 ●持参品 筆記用具、エプロン、水筒 

      カメラ(撮影したい方) 

 ●申込方法 名前、学年、住所、電話番号 

       同伴者名(参加者との関係)を 

       電話でお知らせください。 

        ※１通話１講座のみ。 

                              ●申込期間 ７月２日(月)～６日(金) 
 

問 申 県消費生活センター 相談試験課 029-224-4722 

日程 時間 対象者 内容 定員 

7月24日(火) 午前10時 

～12時 

小学生 
(4～6年生 

向き) 

酸・アルカリ

のひみつをさ

ぐろう 

各日 

10組 

20名 8月21日(火) 

7月25日(水) 午前10時 

～12時 

小学生 

(3～6年生 

向き) 

LEDでオリジ

ナルランプを

つくろう 

各日 

15組 

30名  8月22日(水) 
7月27日(金) 午前10時 

～11時30分 

小学生 

(1～3年生 

向き) 

スナック菓子

について調べ

てみよう 8月23日(木) 

各日 

15組 

30名  

『夏期特別保育児童』募集 
 

《下妻小学校児童保育クラブ》 
●募集人数 ２名 

●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、児童の夏休み中の保育が難し 

      い家庭の児童 

●保育期間 ７月23日(月)～８月31日(金) 

      月曜日～金曜日 

※８月13日～16日は休み。 

●保育時間 午前８時～午後６時25分 

       ※希望保育 ７時45分～ 

●保育料 保険料1,000円 会費12,000円 

     ※希望保育は1日100円を別途負担。 

●申込方法 児童保育クラブにある申込書に記入のうえ、 

      ７月13日(金)までにお申込みください。 
 

問 申 下妻小学校児童保育クラブ(小竹) 
     44-3704 平日 午後０時～３時 
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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 ７月22日(日) 

    午後１時30分～午後４時30分 

    (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30代・40代の方  

     各20名 
 
【つくば会場①】 

◇日時 ７月19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30代・40代の方 

     各15名 
 
【つくば会場②】 

◇日時 ７月28日(土) 

    午後１時30分～４時30分 

    (受付１時～) 

◇場所 ホテルグランド東雲 

    [つくば市小野崎488-1] 

◇対象者 Ａコース 

      男女とも20代・30代の方  

      各20名 

      Ｂコース 

       男女とも40代・50代の方 

       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 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート 
     0280-87-7085 
 

《ときめき婚活パーティーと夏祭りの神輿観覧》 
◆日時 ７月28日(土) 

    午後５時30分～８時30分 

    (受付５時～) 

◆会場 ORANGE CAFE 

    [筑西市下岡崎2-4-9] 

◆対象者 40歳以下の独身男・女 各15名 

     ※先着順。 

◆参加費 男性6,000円 女性1,500円 
 

問 申 NPO法人メドウルミートクラブ 
     25-2678 
 

休日在宅当番医の変更 
     
 ｢救急医療体制一覧」に掲載の休日在

宅当番医が変更になります。 
   
【変更前】 ７月22日(日)平間病院 

          

          

【変更後】 ７月22日(日)中山医院 

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付けます。 
 
◆日時 ７月10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 

案 内 

乳がん集団検診～予約受付～ 
 
受診を希望する方は予約が必要です。 

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。 
 
◆会場・日程 

千代川保健センター 10月12日(金)・15日(月) 

下妻市保健センター 10月16日(火)～19日(金) 

              22日(月) 
 

◆対象者・検査内容・自己負担額 

平成2５年3月31日現在の年齢により、受診内容が違います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆申込方法 

 電話または下妻市保健センター窓口でお申し込みください。 

 ※申し込みは、原則本人・家族のみ受付けます。 

 ※検診希望日と受診時間帯(午前・午後)を確認します。 
 

◆申込期間 

 ７月18日(水)～8月８日(水) 

 ※定員になり次第締め切ります。 
 
【注意事項】 

・乳がん医療機関検診を受診された方は受けることがで 

 きません。 

・しこりなど、自覚症状のある方は医療機関で受診して 

 ください。 

・シリコンを注入している方は医療機関での検診をお勧 

 めします。 

・人工ペースメーカーおよびカテーテル挿入者の方は、 

 マンモグラフィ検査は受けられません。 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

対象者 検査内容 定員 自己負担額 
30歳～39歳 

超音波 
午前 

午後 

各17人 
  500円 41歳以上の 

奇数年齢 
40・42 

44・46 

48歳 

超音波 
X線(マンモグラ 

  フィー２方向) 午前 

午後 
各17人 

1,300円 

50・52 

54・56歳 

超音波 
X線(マンモグラ 

  フィー１方向) 
1,000円 

58歳以上の 

偶数年齢 
X線(マンモグラ 

  フィー１方向) 
午前 

午後 

各17人 
  500円 

案 内 
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しもつま 広
報 

ふれあい教室を開催します 
 
◆日時 ７月23日(月)午前9時30分～11時30分 

     ※悪天候等の場合、24日に延期。 

◆会場 県立下妻特別支援学校[半谷492-4] 

◆対象 発達や運動機能に不安のある就学前のお子さん 

    とその保護者、療育関係者 

◆内容 みんなで遊ぼう、情報交換など 

◆申込方法 参加申込書またはお電話でお申し込みくだ 

      さい。 

◆申込期限 ７月17日(火) 
 

問 申 下妻特別支援学校 44-1800 

身体障害者のための無料結婚相談・各種相談 
 
 茨城県身体障害者福祉協議会では、身体に障害のある

方々がよき配偶者に恵まれ幸せな結婚ができるように、

無料の｢結婚相談｣や就労や生活上の全般の相談を受ける

｢総合相談所｣を開設しています。 
  
◆相談日 月曜～金曜日(祝日、年末年始は除く) 

     午前10時～午後3時 

※結婚相談は要予約。 
 

問 茨城県身体障害者福祉協議会 

   029-243-7010 

茨城県母親大会を開催します 
 
◆日時 ７月16日(月・祝)午前10時～午後４時 

◆場所 県立東海高等学校 

    東海文化センター 

    東海村中央公民館 

◆内容 ・分科会 

・記念講演 

 ｢もしもプルトニウムがなかったら｣ 

◆参加費 1,000円(資料代) 

◆その他 無料保育あり(事前申し込み) 
 

問 茨城県母親大会実行委員会 029-824-8949 

すっきり～♪ 

からだが元気になる減塩教室 
 
食事で健康改善！ 

今日からすぐ始められる減塩のヒントが盛

りだくさんです。 
 
◆日時 ７月10日(火) 

    午後１時30分～３時30分 

◆場所 大宝公民館 

◆内容 ・体組成計でのボディチェック 

      (希望者)  

      ※裸足で測定します。 

    ・高血圧予防のためのお食事とは 

      (食生活改善推進員によるお話) 

    ・簡単・おいしい煮物のコツと試食 

      (デモンストレーション) 

◆定員 20名 

◆その他 希望者に味噌汁の塩分濃度測定を 

     実施しますので、お味噌汁をお持 

     ちください。 

◆申込期限 ７月３日(火) 
 

問 申 市保健センター 43-1990 


