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しもつま 広
報 

 福 受給者証が新しくなります 
 
～ひとり親、重度心身障害者～ 
 
 現在ご使用の 福 医療福祉費受給者証は６月30

日で使用できなくなりますので、新しい受給者証

を交付します。 

 該当する方には、個別に通知しますので、手続

きをお願いします。 
 
◆更新手続き 

 ６月24日(日) 
 
◆該当する方 

 ひとり親・重度心身障害者 
 
◆対象となる方 
 
《ひとり親の場合》 

・18歳未満の児童および20歳未満の障害児・ 

 高校在学者を監護している父子家庭の父と 

 その子および母子家庭の母とその子 

・父もしくは母が重度障害者である父子もし 

 くは母子など 

・父母のいない児童。その児童を養育してい 

 る配偶者のない男子および女子または婚姻 

 したことのない男子および女子 
 

《重度心身障害者の場合》 

・身体障害者手帳１・２級 に該当の方 

・身体障害者手帳３級に該当の方で、その障 

 害名が心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・膀胱・ 

 直腸・小腸またはヒト免疫不全ウィルスに 

 よる免疫の機能障害とされる方 
 
・療育手帳の判定 A または A判定の方 
 
・障害基礎年金１級の方 

・身体障害者手帳３級の方で、かつ療育手帳 

 判定Bの方 

・特別児童扶養手当１級の方 

 

◎受給には所得制限が設けられています。 

 

問 市保険年金課 内線1514 

介護保険負担限度額認定証の 

申請を受付けます 
 
介護保険では介護保険施設(介護老人福祉施設・介

護老人保健施設・介護療養型医療施設)入所者および

ショートステイ利用者の居住費(滞在費)・食費は原則

自己負担となっていますが、平成24年度市民税が非

課税世帯の方等は自己負担が軽減されます。 

 申請により｢介護保険負担限度額認定証｣を交付しま

すので申請をしてください。 

なお、平成23年度に認定を受けている方も毎年申

請が必要になります。 
 
◆減額認定期間 ７月１日(日) 

         ～平成25年６月30日(日) 

◆申請受付期間 ６月11日(月)～ 
 
◎８月以降申請の場合は認定期間が申請月からに 

 なります。 
 

問 申 市介護保険課 内線1536・1537 

砂沼サンビーチで 

地元産品の販売をしませんか 
 
◆出店期間 ７月14日(土)～９月２日(日) 

◆出店場所 入口前広場 

◆対象者 市に関係する公共的・公益的団体および 

     市内事業所(農家等を含む) 

◆出店料等 

 占用利用料(１日あたり) 

  平日  １㎡あたり100円 

  土・日曜日、祝日、お盆期間 １㎡あたり200円 
 
 ※売上額に応じ出店料がかかります。 

 ※出店場所には限りがありますので、出店数、店舗 

  面積を制限する場合があります。 
 
◆申込期限 ６月29日(金) 
 

問 申 砂沼広域公園管理事務所 43-6661 

『着付け教室』参加者募集 
～この夏ゆかたを着てみませんか～ 
 
●日時 ６月22日・29日、７月６日・13日 

    金曜日 午後７時～９時 

●場所 勤労青少年ホーム 和室 

●受講資格 市内在住・在勤の方 

●募集人数 10名 

●受講料 無料(運営費のみ別途負担) 

●用意する物 ゆかた、半巾帯、腰紐３本 

●申込方法 

 勤労青少年ホームにある 

 申込書に記入のうえ、 

 お申し込みください。 

●申込期限 

 ６月20日(水) 
 

問 申 勤労青少年ホーム 43-7423 
   受付 午前９時～午後５時 

   ※休館日(月曜と祝日の翌日)を除く。 

『近隣市町村 

 女子ビーチボールバレー大会』 

 参加者募集 
 
●日時 ７月15日(日)午前８時30分集合 

●場所 市総合体育館 

●種目 ・女子ヤングの部 

    ・女子ミドルの部(40歳以上) 

    ・女子リーダーの部(50歳以上) 

    ・女子ベストの部(60歳以上) 
 
    ※年齢は大会当日を基準とします。 
 
●チーム編成 監督を含めて７名まで。 

       (監督も選手として出場可) 

●参加資格 市内在住・在勤の方およびこれに準ずる 

      チーム。(傷害スポーツ保険加入者) 

●参加費 1,500円 

      ※締め切り後の返却はしません。 

●申込方法 申込書に参加費を添えてお申し込み 

      ください。 

●申込期限 ６月29日(金) 
 
【組み合せ抽選会】 

 ７月５日(木)午後７時～ 下妻公民館 
 

申 市生涯学習課(千代川庁舎) 
 総合体育館 ※月曜日を除く。 

 受付 午前８時30分～午後５時 
 

問 市ビーチボールバレー連盟事務局 
   (山本) 44-3153 

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。 
  
【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。 

◆最初の検査は，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。 

 (検査は有料です) 

 ◆県指定検査機関である(社)茨城県水質保全 

  協会(029-291-4004)に申し込みをし 
  てください。 
 

問 市生活環境課 内線1424 
 茨城県環境対策課 029-301-2966 

トラクター盗難多発！ 
 
県西地区において、トラクターの盗難被害が多

発しています。 
 
《防犯対策》 

◆必ず、鍵をかける。 

◆夜間は、田畑に置いたままにしない。 

◆自宅の納屋や倉庫(車庫)内で保管する。 

◆納屋や倉庫(車庫)等の鍵をかける。 

◆防犯カメラや防犯センサー等を設置する。 
 
◎下妻警察署・下妻地区防犯連絡員協議会 
 

問 下妻警察署 43-0110 

案 内 

案 内 募 集 



案 内 

相 談 

募 集 

「子どもの人権110番」 

強化週間 
 
法務省と全国人権擁護委員連合会は、「いじ

め」や児童虐待など、子どもをめぐる様々な人

権問題に積極的に取り組むことを目的として、

全国一斉｢子どもの人権110番｣強化週間を実施

し、悩みを持ったお子様や保護者の方からの相

談に応じます。 

 秘密は守られますので、安心してご相談くだ

さい。 
 
◆期間 6月25日(月)～７月１日(日) 

午前8時30分～午後７時 

※土・日曜日は午前10時～午後５時 

◆電話番号 0120-007-110 
      (全国共通フリーダイヤル) 

◆相談員 法務局職員・人権擁護委員 

◆実施機関 水戸地方法務局 

      茨城県人権擁護委員連合会 

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 6月26日(火)午後1時～3時 

◆場所 茨城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 再就職や企業、地域活動など新たな可能性に向 

    けチャレンジしようとする人が、初対面の相手 

    に対し自分の意見や考え方を上手に伝えるため 

    の会話の切り出し方や進め方などを学ぶ。 
 
    テーマ ｢会話のスマートな切り出し方 

    ～はじめて会う人と心をつなぐ！～ ｣ 

    講師 フリーアナウンサー 髙信 桂子 氏 
 
◆募集人員 30名 ※先着順。 

◆参加費 無料 

 

問 茨城県女性青少年課女性プラザ男女共同参画支援室  

   029-233-3982 

自動車税の納税はお済みですか 
 
 平成24年度の自動車税の納期限は、５月31日(木)

です。 

納期限を過ぎると、納める税額のほかに延滞金も

あわせて納めていただくことになります。 

納めていただけない場合には、財産(預金、給与、

自動車・不動産など)の差押など、滞納処分をおこな

うことになりますので、納税がお済みでない方は、

至急納めていただくようお願いします。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 筑西県税事務所 収税第二課 24-9190 

給水装置工事主任技術者試験 
 
◆試験日 10月28日(日) 

◆試験地区(関東地区) 千葉県習志野市 

           東京都杉並区 

◆受験資格 給水装置工事に関して３年以上の 

      実務の経験を有する方 

◆願書受付期限 ６月29日(金) 
 

問 申 公益財団法人 
     給水工事技術振興財団 国家試験課 

     03-5695-2511 

就職支援セミナー 「就職カレッジ」を開催します 
 
◆日時 ７月24日(火)・25日(水)・31日(火) 

    8月1日(水)・8日(水) 

    午前9時30分～午後４時30分 

◆会場 県南生涯学習センター 

    [土浦市大和町9-1ウララビル6階] 

◆対象者 15歳～概ね39歳の求職者で全日程(5日間) 

     参加できる方 30名 
 
◎事前予約制、参加費無料。 

 

問 申 特定非営利活動法人 雇用人材協会 
     029-300-1738 

平成24年度  

労働保険年度更新の申告・納付 
 
 平成24年度の労働保険年度更新期間は、6月１日

から７月10日までです。 

労働保険料の納付については、平成23年度３期分

より口座振替制度が開始されました。 

口座振替を希望する場合は、申請が必要です。一

度手続きをおこなえば、翌年度以降も継続して口座

振替により納付することができます。 
 
◆納付日 

 

 

 

 

 

 
  ※第4期は単独有期事業のみ。納付日が休日の場合は、 
   翌営業日が納付日となります。 
 

問 茨城労働局 労働保険徴収室 

   029-224-6213 
   ハローワーク下妻 43-3737 

７月１日から改正育児・介護休業法が 

全面施行されます 
 
男女ともに、仕事と家庭の両立ができる働き方の

実現を目指し、平成21年に育児・介護休業法が改正

されました。 

 本年７月1日から、これまで適用が猶予されていた

従業員100人以下の企業にも、｢育児のための短時間

勤務制度｣や｢所定外労働の制限｣、｢介護休暇｣の各制

度が適用になりますので、就業規則および労使協定

の改定が必要になります。 
 

問 茨城労働局 雇用均等室 029-224-6288 

  口座振替 

利用無の場合 
口座振替 

納付日 
第１期 7月10日    9月28日 
第２期 10月31日   11月14日 
第３期 平成25年１月31日   平成25年2月14日 
第４期 3月31日   3月31日 

平成２４年度 

茨城県介護支援専門員実務研修 

受講試験 
 
◆受験願書配布期間 

 ６月19日(火)～７月18日(水) 

◆願書配布先 

 各保健所および各県民センター 
 
◎試験概要等、詳しくは茨城県介護保険室ホー 

 ムページの｢平成24年度茨城県介護支援専門 

 員実務研修受講試験の概要について｣をご覧 

 ください。(http://www.pref.ibaraki.jp/) 

 

問 茨城県社会福祉協議会 福祉人材・研修部 

   029-243-8539 

『花と緑の環境美化コンクール』 

参加花壇募集 
 
 地域住民や児童・生徒の環境美化に対する関心・意

欲を高め、花いっぱい運動を推進することを目的に、

花いっぱい運動ですばらしい成果をあげている地域・

団体・職場・学校を表彰します。 
 
●応募締切 ７月２日(月) 
 
◎応募方法等、詳しくはお問い合わせください。 

 

申 市都市整備課 内線1723 
 

問 大好き いばらき 県民会議 
   029-224-8120 

旧日本赤十字社救護看護婦等に対する書状を 

贈呈しています 
 
先の大戦において、外地等(事変地の区域または戦地の

区域)に派遣され戦時衛生勤務に従事された、旧日本赤十

字社救護看護婦および旧陸海軍従軍看護婦の方(慰労給付

金受給者は除く)に対して、そのご労苦に報いるため内閣

総理大臣名の書状を贈呈しています。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 

ご本人またはご家族などからのご連絡をお待ちして 

います。 

 

問 総務省大臣官房総務課管理室 
   03-5253-5182 

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 市長公室 内線1212 

『8020はつらつ高齢者よい歯のコンクール』に 

応募しませんか 
 
●対象者 

《高齢者》 

 昭和７年３月31日以前生まれ(80歳以上)で、 

 自分の歯を20本以上お持ちの方 

  ※治療されていても結構です。 

  ※本コンクールで入賞歴がある方は対象外。 

●応募方法 

 氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号 

 かかりつけまたは最寄の歯科医院を記入し、はがき 

 またはFaxでお申し込みください。申し込まれた方 

 には口腔診査票を送付しますので、歯科医師会会員 

 の歯科医院で診察を受けてください。 

●口腔診査実施期限 

 ７月31日(火) 

●応募期限 

 ７月20日(金)必着 
 

問 申 茨城県歯科医師会8020事業係 

      029-252-2561 
      Fax029-253-1075 

     〒310-0911 水戸市見和２-292 

http://www.pref.ibaraki.jp/
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平成２５年度 『学生』募集 
 

茨城県立農業大学校は、専修学校であり大学への編入学の受験資格が得られます。 
 
●募集人員等 

●願書受付・入学試験 

 
◎授業料等、詳しくはホームページ(http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/nodai/)をご覧ください。 
 

問 茨城県立農業大学校 029-292-0010 〒311-3116東茨城郡茨城町長岡4070-186 

区分 学科名 募集人員 受験資格 修業年限 専攻コース 

学科 

農学科 40名 
高校等を卒業した者または平成25年３月に

卒業もしくは修了見込みの者 

２年 普通作、露地野菜、果樹 
畜産学科 10名 ２年   
園芸学科 30名 ２年 施設野菜、花き 

研究科 10名 
農業大学校卒または短大等卒以上もしくは

卒業見込みの者 
２年 作物、園芸、畜産 

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】 ６月17日(日)宇津野医院 

      ６月24日(日)軽部病院 

    

          

【変更後】 ６月17日(日)軽部病院 

      ６月24日(日)宇津野医院 

図書館おはなし会 
～おはなしの花たば～ 
 
 参加は自由です。 

 お気軽にお越しください。 
 
◆日時 ７月14日(土) 

    午前10時30分～11時30分 

    午後2時～3時 

◆場所 市立図書館 児童室 

    (おはなしコーナー) 
 

問 市立図書館 43-8811 

『フォトコンテスト』作品募集 
 
関東鉄道では｢関鉄フラワープロジェクト フォトコン

テスト｣を開催し、皆さまから常総線・竜ヶ崎線に関す

る写真を募集しています。 
 
●テーマ 鉄道と花のある風景 

●作品 テーマに沿った関東鉄道常総線・竜ヶ崎線の 

    カラー・モノクロ(4ツ切り(ワイド可)、A4判) 

    の単写真プリント。 

   なお、作品の裏面に指定の応募票に必要事項 

   (タイトル、撮影日、撮影場所、氏名、住所、 

   職業、年齢、電話番号、撮影データ)を記入 

   して、テープで貼り付けてください。 
 
   ※撮影マナーを守るとともに、列車運行に 

    十分注意しながら撮影してください。 
 
●応募締切 10月10日(水)必着 
 
◎詳しくは、関東鉄道ホームページをご覧ください。 

 (http://www.kantetsu.co.jp/) 

◎市では、地域の公共交通機関である関東鉄道常総線の 

 活性化を支援しています。 
 

問 申 関東鉄道(株)鉄道部業務課 
     029-822-3718 

平日 午前8時30分～午後５時30分 

『受講生』募集 
 
《機械図面の読み方・描き方》 
 
 ●日時 

  ８月23日(木)・24日(金) 

  午前9時～午後４時 

 ●内容 

  機械図面の基本的な知識と製図関係 

  規格について 

 ●定員 

  10人 

  ※定員を超えた場合は抽選。 

 ●受講料 

  2,900円 

 ●申込方法 

  往復はがきにセミナー名、氏名 

  年齢、住所、電話番号、職業を 

  記入し郵送またはホームページ 

  からお申し込みください。 

 ●申込期限 

  ７月23日(月)必着 
 

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 

『すっきり♪からだが軽くなる 

 からだが元気になる栄養教室』 
 
 健康になりたいけど、面倒なことはいや、運動より、

食事で手軽に改善したい・・・今日からすぐはじめられ 

る食事の改善ヒントが盛りだくさんです。 

 あなたにできる手軽な健康法を見つけてみませんか。 
 
◆日時 ６月29日(金)午後１時30分～３時30分 

◆会場 千代川公民館 

◆内容 ・手軽なボディチェック 

      (希望者に無料で体内年齢・基礎代謝量を測定)  

    ・みそ汁の塩分濃度測定 

    ・からだに優しい生活と食事 

      (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 ・素足で体組成計の測定をするので、 

      脱ぎやすい服装でお越しください。 

     ・ご家庭のみそ汁をお持ちください。 

◆申込期限 ６月22日(金) 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

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 

『ベビーヨガ教室』参加者募集 
 
ベビーヨガは、子どもの運動能力・内臓機能・成長

の助けとなり、体質改善にも役立ちます。 

また、親子のスキンシップから生まれる深い絆・信

頼関係は、子育てに対する自信へとつながるとも言わ

れています。 
 
◆日時 ６月29日(金)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 市内在住の生後３か月(首がすわっている) 

    から１歳(１人歩きを始める前)のベビーと 

    その保護者 先着20組 

◆講師 ベビーヨガインストラクター 

    大羽 加奈里 氏 

◆申込期限 ６月27日(水) 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

案 内 

募 集 

試験区分 願書受付期間 試験日 選抜方法 

推薦入試(各学科) 10月2日(火)～17日(水) 10月26日(金) 小論文、口述試験(個別面接) 
研究科一般入試 10月2日(火)～17日(水) 10月26日(金) 筆記試験、口述試験(個別面接) 

一般入試 
(各学科) 

前期 
12月12日(水) 

 ～平成25年1月11日(金) 平成25年2月１日(金) 
筆記試験、口述試験(個別面接) 

後期 平成25年2月8日(金)～26日(火) 平成25年3月5日(火) 

http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/nodai/
http://www.kantetsu.co.jp/

