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しもつま 広
報 

住宅用太陽光発電システム設置補助金の 

申請受付を開始します 
 
◆対象 

 自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システム 

 を設置する工事 

◆要件 

 ・太陽電池の合計値が10kW未満であること 

 ・余剰電力の買取り契約を締結すること 

 ・工事未着工であること ほか要件あり。 

◆補助金額 

 １kW当り3万円 

 (上限３kW、9万円) 

◆受付開始 

 ６月１日(金)から 

 ※申請書類は市のホームページから 

  ダウンロードできます。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 市生活環境課 内線1423 

東日本大震災で被災した住宅等の 

復旧資金を借り入れた方に対する利子の 

助成を拡充しました 
 
◆対象となる方 

 次のいずれにも該当する方  

①東日本大震災により被災した自己の居住に 

 要する住宅等の修繕、建て替えまたは購入 

 ならびに住宅敷地の復旧の費用を金融機関 

 から借り入れた方 

   ②下妻市内に住所を有する方 

   ③市税を完納している方 
 
◆助成額 借入利子相当額 
 
◆助成限度額(１世帯当りの限度額) 

 ・住宅復旧のみ  年額114,000円 

 ・宅地復旧のみ   年額39,000円 

 ・住宅復旧＋宅地復旧 年額153,000円 
 
◆助成期間 60か月以内 

◆申請期限 平成26年３月31日 
 
◆必要書類 

 ①借入契約書の写し 

 ②償還表または返済予定表の写し 

 ③住宅等および住宅敷地復旧に係る見積書の写し 

  (または契約書の写し) 

 ④復旧工事の着手または完了を証明する書類 
 
 ※上記の他にも書類が必要な場合があります。 
 
◎申請を希望する場合は、ご連絡ください。 
 

問 申 市民協働課 内線1313 

軽自動車税の減免 
 
 市税条例により、一定の要件を

満たす場合、軽自動車税が減免さ

れます。 

 要件にあてはまり、減免を希望

する場合は、申請期限までに市税

務課までお越しください。 
 
◆減免の対象・要件 

障害のある方本人が所有する 

もの、もしくは障害のある方 

と生計を一つにしている方(ご 

家族)が所有する軽自動車 
 

 ※障害者福祉タクシー利用料金 

  助成を受けている方を除く。 
 
◆申請期限 

５月24日(火) 
 

◆持参する物 

・納税通知書(５月中旬に送付) 

・運転免許証(運転する方) 

 ・障害者手帳等(３月31日まで 

  に交付されたもの) 

 ・車検証 

 ・印鑑 
  
※減免できる車は、普通自動車 

 または軽自動車(バイクも含む) 

 のどちらか一台になります。 

※普通自動車の減免申請につい 

 ては、筑西県税事務所へお問 

 い合わせください。 
 

問 申 
 
 軽自動車の減免について 

  市税務課 内線1347 
 普通自動車の減免について 

  筑西県税事務所 

  24-9190 
 
 ※要件についての問い合わせ 

  市福祉課 内線1574 

【対象となる障害】 

  ※上記の他に戦傷病者手帳をお持ちの方も対象となります。 

   詳しくは、お問い合わせください。 

 

障害の区分 手帳の種別および等級 

視覚障害 身体障害者手帳１級から４級 

聴覚障害 身体障害者手帳２級および３級 

平衡機能障害 身体障害者手帳３級 

音声機能障害 
身体障害者手帳３級(喉頭摘出による音

声機能障害がある場合に限る) 
上肢障害 身体障害者手帳１級および２級 

下肢 

障害 

障害のある方が運転する

場合 
身体障害者手帳１級から６級 

生計を一つする方または

常時介護する方が運転す

る場合 
身体障害者手帳１級から３級 

体幹 

機能 

障害 

障害のある方が運転する

場合 
身体障害者手帳１級から３級および５級 

生計を一つする方または

常時介護する方が運転す

る場合 
身体障害者手帳１級から３級 

乳幼児期以前の非

進行性脳病変によ

る運動機能障害 

上肢機能 身体障害者手帳１級および２級 

移動機能 身体障害者手帳１級から６級 

心臓機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

じん臓機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

呼吸器機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

ぼうこうまたは直腸機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

小腸機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

胸かく 

形成術 

による 

胸かく 

の変形 

障害のある方が運転する

場合 
身体障害者手帳１級から３級および５級 

生計を一つする方または

常時介護する方が運転す

る場合 
身体障害者手帳１級から３級 

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫

機能障害 
身体障害者手帳１級から３級 

肝臓機能障害 身体障害者手帳１級から３級 

知的障害者 
療育手帳「 Ａ 」「A」と記載されてい

る方 

精神障害者 

精神障害者保健福祉手帳の障害等級が１

級で、自立支援医療受給者証(精神通院)

または医療福祉費受給者証(マル福)の交

付を受けている方 

市民清掃デーにご協力ください 
 
◆日時 ６月３日(日)午前８時～ 

     ※小雨決行。 

      荒天の場合、６月10日(日)に延期。 

防災無線により放送します。 
 

 ◎自治区や企業の行事等により、当日の都合が 

  つかない場合は、実施日前後の週末等に自主 

  的にお取組みをお願いします。 
 

◆清掃対象ごみ 

 道路、広場等に散乱しているかん、びん、紙くずなど 

 ※会社や店舗のごみや産業廃棄物は除く。 
 
◆ごみ袋の配布方法 

 《市民の方》 

  市指定ごみ袋を、自治区長を通じ各世帯に配布 

  します。 

《企業の方》 

 ご協力いただける場合は、お届けします。 
 

◆ごみの分別  

 燃えるごみ(紙くず等)、燃えないごみ(かん、びん、 

 金属、ガラス等)に分けてください。 
 
◆ごみの収集 

 実施当日、ごみの収集はしません。 

※拾ったごみは、｢ごみ収集カレンダー｣の可燃ごみ・ 

 不燃ごみの収集日にあわせ、地域の集積所に出し 

 てください。 
 

問 市生活環境課 
   内線1425 

下妻市住宅リフォーム資金補助事業 
 
市民の方を対象に住宅リフォーム工事の一部を補助し 

ます。 
 
◆平成24年６月１日以降に着工し、平成25年３月15 

 日までに完成の工事が対象となります。 
 
 ※東日本大震災による修繕工事は対象外となる 

  ため、｢下妻市被災住宅等復旧資金利子助成 

  補助事業｣をご活用ください。 
 
◆消費税を除いた工事費が10万円以上の工事が対象と 

 なり、補助率は10％、補助金の上限は10万円です。 
 
◆申請された補助金の総額が予算に達しましたら、受付 

 けを終了します。 
 
◆その他の補助要件については、｢申請の手引き｣または 

 市ホームページをご覧ください。 

なお、｢申請の手引き｣、申請書様式は、市役所総合案 

内(本庁舎)および産業振興課(千代川庁舎)にあります。 

  

問 市産業振興課 内線2633・2634 

案 内 

案 内 



平成２４年度 甲種防火管理新規講習会 
 
◆日時 ６月14日(木)・15日(金)午前９時～午後４時30分 

◆場所 古河市中央運動公園 総合体育館会議室 

    [古河市下大野2528] 

◆受講料 4,000円(テキスト代を含む) 

◆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 ５月14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 

自動車税の納税証明書は 

車検のときまで大切に保管を 
 
５月に郵送する納税通知書により自動車

税を納付すると、領収証書とともに納税証

明書(継続検査用)が付いてきます。 

 この納税証明書は車検のときに必要にな

りますので、大切に保管してください。 

 また、自動車を譲る場合は納税証明書も

必ず一緒に渡してください。なお、納税証

明書に自動車のナンバー等が印刷されてい

ないものは使用できませんのでご注意くだ

さい。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 筑西県税事務所 24-9184 

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 ５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 

母子家庭等自立促進講習会 

医療事務講座講習会を実施します 
 
◆対象者 母子家庭の母および寡婦(以前受講した者を除く) 

※母子家庭等となりおおむね７年以内で全日程 

 出席でき、今後就労を希望している方。 

◆受講期間 ６月10日～11月18日の土・日曜日(22日間) 

午前10時～午後４時 

◆講習会場 県立母子の家 母子福祉センター 

◆募集人員 23名程度 

◆受講料 自己負担6,000円(教材費等) 

※ボランティア行事用保険料は原則として講習 

 会初日に全額納付。なお、所得301万円以下 

 の方には修了後に交通費の一部を支給します。 

◆託児 有り(2歳児以上) 

    ※無料(所得に応じ自己負担がかかる場合あり) 

◆受講手続 子育て支援課にある申込書およびＡ４原稿用紙 

      に受講したい理由・参加動機を記入のうえ、 

      お申し込みください。 

      ※定員を超えた場合は作文選考。 

◆申込期限 ５月25日(金) ※消印有効。 
 

問 申 県立母子の家 母子福祉センター 
     029-221-8497 

 〒310-0065水戸市八幡町11-52 

     ※申込書について 

      市子育て支援課 内線1592 

◆出前講座とは 市民の生涯学習意識の高揚とまちづくりの振興を図るため、市役所の各課の職員が身につけた 

        専門知識を、無料で研修会や学習の場にお届けするものです。 
 
◆利用対象者 原則、市内在住・在勤・在学する10人以上の市民グループ 
 
◆開催日時 祝日・年末年始を除く午前10時～午後９時(土・日曜日は午後５時まで) 

     １回２時間以内 ※一部講座を除く。 
 
◆開催場所 市内の公共施設や民間の施設等。なお、会場は主催者がご用意ください。 
 
◆費用 無料(教材費・材料費が必要な場合あり) 
 
◆申込方法 受講を希望する日の20日前までに申込用紙に記入のうえ、生涯学習課または講座担当課へ提出して 

      ください。なお、日時などの調整が必要な場合がありますので事前にお問い合わせください。 
 
◆申し込みできない場合 ・公の秩序を乱し、または善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。 

            ・政治、宗教または営利を目的とした催し等をおこなうおそれのあるとき。 

            ・｢下妻市活き活き出前講座｣の目的に反するとき。 
 
※出前講座の詳しい資料(メニュー表・申込用紙)は、本庁舎(総合案内)、千代川庁舎(くらしの窓口課・生涯学習課)、 

 公民館(各市民センター)にあります。 

 

問 市生涯学習課 内線2834 

№ 講座名 担当部署 
32 道路とくらし 

建設課 
33 生活道路が整備されるまで 

34 公園のはなし 
～使おう！守ろう！みんなの公園～ 

都市整備課 

35 水洗化で快適生活 
上下水道課 
44-5311 36 知っていますか？下水道ができるまで 

37 水道水はどうつくられるの？ 
38 地域ぐるみで取り組もう！青少年健全育成 

生涯学習課 
39 みんなで守る文化財 

～文化財保護について～ 
40 下妻にもある国指定文化財(大宝城跡) 
41 自分の体力を知ろう 
42 各種スポーツ講座 

43 図書館の利用法について 
図書館 
43-8811 

44 農業者戸別所得補償制度について 農政課 
45 悪徳商法の被害にあわないために 

産業振興課 
46 IT被害にあわないために 
47 高齢者や障害者を消費者トラブルから守ろう 
48 知って得する日常生活の｢契約｣ 
49 くらしの中の事故注意情報 
50 農業者年金制度について 

農業委員会 51 農地法について①(耕作目的編) 
52 農地法について②(農地転用編) 
53 市の財政状況はどうなっているの？ 財政課 

54 知っていますか？ 
あなたの市・県民税 

税務課 
55 知っていますか？ 

固定資産税課税の仕組み 
56 市税の納付方法と滞納処分について 収納課 
57 “男女共同参画社会”ってな～に 市民協働課 
58 地方分権と行政改革 

市長公室 
59 下妻市の将来を描く総合計画 
60 議会のしくみ 議会事務局 
61 知っておきたい選挙の知識 総務課 

№ 講座名 担当部署 
１ 国民健康保険のしくみ 

保険年金課 
２ 国民年金のしくみ 
３ 後期高齢者医療制度のしくみ 
４ 医療福祉(マル福)制度のしくみ 
５ 介護保険のしくみについて 

介護保険課 
６ げんき！はつらつ！介護予防講座 
７ シルバーリハビリ体操 
８ 認知症サポーター養成講座 
９ 高齢福祉サービスについて 

10 健康講座～小児編～ 
こころもからだも元気になろう！ 

保健センター 
11 健康講座～成人編～ 

生活習慣病予防について 
12 感染症予防について 
13 脱メタボ！ 
14 がん予防について 
15 食育講座～合言葉はしもつま～ 
16 生活保護について 福祉課 
17 人権教室 人権推進室 
18 子ども・家庭支援～児童相談の現場から～ 

子育て支援課 19 児童福祉あれこれ 
20 保育所ってどんなとこ？ 
21 障害者福祉サービス 

福祉課 
22 障害者自立支援法とは？ 
23 社協ってどんなとこ？ 社会福祉協議会 

44-0142 24 もっと気軽にボランティア 
25 覚えよう！いざ！というの時の応急手当 

下妻消防署 
43-1551 26 覚えよう！いざ！というの時の心肺蘇生法 

(救命手当て編) ※普通救命講習修了書発行 
27 防災のはなし 消防交通課 
28 公共交通の役割と大切さ 市長公室 
29 エコライフ わが家の環境家計簿 
30 犬の飼い方 

31 
ごみの分別・出し方  

～マナーを守ってきれいなまちづくり～ 

生活環境課 

「活き活き出前講座」を利用してみませんか 水道加入分担金の一部減免は 

平成25年３月までです 
 
◆受付期間 平成25年３月末日まで 

◆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。 

※市の指定を受けていない業者は、水 

 道工事をすることはできませんので、 

 工事を依頼する際は、必ず確認して 

 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 市上下水道課 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 

案 内 
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しもつま 広
報 

『田植え体験』参加者募集 
 
ビアスパークしもつま内“ほたるの里”では、ホタルが 

生息できる環境づくりとして、ホタル用の田んぼを作って 

います。 

 ｢田植え体験｣では、ボーイスカウトの野外活動としても 

おこなっています。一緒に田植え体験をしてみませんか。 
  
●期日 ５月６日(日) 

●対象 小学生20名程度 

●参加料 無料 
 
◎申込方法等、詳しくは市ホームページをご覧ください。 
  

問 下妻ほたるの里づくり研究会事務局(市産業振興課) 
   内線2636 

５月は「赤十字運動月間」です 
 
日本赤十字社は、1877年の創設以来、

人道・博愛の精神で世界の平和と人類の福

祉のために活動しています。 

 国内では災害救護、救急法などの講習活

動、さまざまな分野での奉仕・ボランティ

ア活動、青少年の育成、医療事業、血液事

業などの活動をおこなっています。 

 昨年の｢東日本大震災｣に対しては、被災

地へ医療救護班を派遣しての救護活動や避

難所等へ救援物資を配布するなどの救援活

動をおこないました。 

 これらの活動は、皆さまからご協力いた

だいた活動資金(ご寄付)によって支えられて

います。日本赤十字社では、毎年５月の｢赤

十字運動月間｣をはじめとして、年間500円

以上をご支援いただける方々を募集してい

ます。赤十字活動資金にご協力をお願いし

ます。 

 

問 市福祉課 内線1585・1586 

『はつらつエクササイズ教室』参加者募集 
 
運動をする機会の少ない方、体重増加が気にな

る方、日頃の運動不足を解消しましょう。 
 
●日時 ５月24日・31日 

    ６月７日・14日・21日・28日 

    ７月５日・12日 

木曜日 午前９時30分～11時 

●場所 市立総合体育館(主競技場) 

●受講対象 市内在住・在勤の方 

●内容 曲に合わせて体を動かそう！ 

    話題のズンバ！ 

●講師 フィットネスインストラクター 

    篠原 由希子 氏 

●募集人数 50名 

●参加費 １人610円(保険代) 

●申込期間 ４月25日(水)～５月17日(木) 

      ※定員になり次第締め切ります。 
 

問 申 市生涯学習課 内線2833 

『季節のハイキング』参加者募集 
 
《八方ヶ原滝めぐり》 

 桜沢・スツカン沢にある滝を見ながらハイキン 

 グ(約２時間) ※アップ・ダウンあり。 
 
・日時 ５月12日(土)午前７時出発 

・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1,500円 

     非会員１人2,000円 

      (バス代、保険料等含む) 
       
《日光だいや川公園遊歩道》 

日光男体山・大真名子山・小真名子山を正面に 

見て爽快な遊歩道を歩きます(約１時間30分) 
 
・日時 ５月27日(日)午前７時出発 

・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1,500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 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６時。 

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 

平成2４年度 

『茨城県育英奨学生（在学採用・緊急採用）』募集 
 

茨城県では、高校生等を対象とした茨城県育英奨学生

を募集しています。なお、在学採用者の募集締切日は５

月2１日(月)までです。 
 

問 申 茨城県教育庁高校教育課(木村) 

     029-301-5245 

子宮頸がん予防講演会を 

開催します 
 
市内在住の中学女子生徒と保護者の方を対

象に講演会を開催します。 

一般の方もお気軽にご参加ください。  
 
◆日時 ５月13日(日) 

    午前10時～11時30分 

    受付 午前９時30分～10時 

◆会場 下妻市民文化会館 

◆内容 ｢子宮頸がんと子宮頸がん 

         予防ワクチンについて｣ 

    筑波メディカルセンター病院 

    婦人科医長 野末 彰子 先生 
 
◎参加費無料。事前申し込み不要。 
  

問 市保健センター 43-1990 

遊びの指導をしていただける方を募集しています 
～乳幼児遊びの教室～ 
 
 生後６か月の乳児から就園前の幼児と家族の方を対象

に遊びの教室を開催しています。 

 一緒に楽しく遊んだり、子育ての相談にのっていただ

けませんか。 
 
●職種 保育士、幼稚園教諭、インストラクター等 

●募集人員 若干名 

●業務内容 就園前の親子への遊びの指導等 

●場所 下妻保健センター 

●業務回数・時間 月２回程度 時間 午前９時～12時 

●報償費 市規定による 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

ちょっと素敵なまちづくり 
～第２１回花とふれあいまつり「花の株券」にご協力を～ 
 
“第21回花とふれあいまつり”が、 

５月20日(日)に鬼怒フラワーライン 

で開催されます。 
 
それに先立ち“花の株券(絵はがき、 

花の種、抽選券、バーベキュー・そば 

共通引換券付)”を販売しています。 

(１枚1,000円) 
 
この｢花の株券｣で集まった資金は、 

花とふれあいまつりや鬼怒フラワーラ 

インの整備に使われています。 
 
 また、花と一万人の会では推進員として協力してくださる

方を随時募集しています。 
 
【株券取扱】 

 市役所都市整備課(第二庁舎)・産業振興課(千代川庁舎) 

 JA(上妻支店、下妻支店、大宝支店、高道祖支店 

   騰波ノ江支店、豊加美支店、総上支店、大形支店 

   宗道支店、蚕飼支店) 

 花と一万人の会推進員および協力者の自宅・事務所 

  (飯島順一、苅部千秋、浅野清一、浅野政行、飯島澄江 

   浅見俊子、植木和子、飯塚武彦、飯島和一、池田一浩 

   稲葉直樹、苅部好美、都井昭司、飯塚次彦 

   羽子田記美男、柴孝光、菊池博、大内修、小沼政子 

   小竹昌子、人見初枝、巻山千賀子、櫻井英雄、関良彦 

   柴和子、須藤洋一、羽田正徳) 
 

問 花と一万人の会事務局(市都市整備課内) 内線1722 

第２１回花とふれあいまつり 

『ステージ出演団体』募集 
 
 今年も鬼怒川において、花のイベントを開催します。 

 そこで、ステージに出演していただける団体を募集します。 
 

●出演日時 ５月20日(日)午前10時～午後３時 

●開催場所 鬼怒フラワーライン 花のステージ 

      [大形橋下鬼怒川河川敷] 

●募集期限 ５月2日(水)午後５時まで 
 

問 申 市産業振興課 内線2632 

平成24年度 『酒類販売管理協力員』募集 
 
関東信越国税局では、スーパー、コンビニエンススト

ア、酒販店などへの買い物の機会にお酒売場の未成年者

飲酒防止のための表示状況等を確認し、税務署に連絡し

ていただく｢酒類販売管理協力員｣を募集します。 
 
◎応募方法等、詳しくは国税庁ホームページ 

 (http://www.nta.gojp/)をご覧ください。 
 

問 水戸税務署 酒類指導官 029-231-4323 

案 内 

募 集 

募 集 

http://www.nta.gojp/


募 集 

公民館おはなしの会／５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。昔がたり(素話)をぜ

ひ親子で体験してください。 
 

◆日時 ５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 

図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

◇日時 ５月８日(火)・19日(土)午後２時～ 

◇上映作品 

 ｢綾小路きみまろ爆笑！ 

  エキサイトライブビデオ第4集｣(本編63分) 

  ～中高年よ！人生はこれからだ！～ 

  速い！鋭い！止められない！｢きみまろ｣｢毒舌 

  大暴走｣ 

  愉快！愉快！大爆笑！｢きみまろ｣ワールド、 

  ノンストップ！ライブステージ開演です!! 

  2010年11月・2011年1月大宮ソニックス 

  ティにて収録 
 
《子ども映画会》   

◇日時 ５月26日(土)午後2時～ 

◇上映作品 ミッキーマウス 

      ミッキーがんばれサーカス他 66分 
 
◆場所 市立図書館 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 

市立図書館休館日／５月分 
 
５月１日(火)・７日(月)・14日(月)・15日(火) 

  21日(月)・28日(月)・31日(木) 
 

問 市立図書館 43-8811 

あたらしい出会いを探してみませんか 
 
【古河会場】 

◇日時 ５月19日(土) 

    午後１時30分～午後４時30分 

    (受付１時～) 

◇場所 古河市 とねミドリ館 

    [古河市前林1953-1] 

◇対象者 男女とも 年齢制限なし 各40名 
 
【下妻会場】 

◇日時 ５月26日(土) 

    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】 

◇日時 ５月27日(日) 

    午後１時30分～午後４時30分 

    (受付１時～) 

◇場所 ホテルベストランド 

    [つくば市研究学園Ｄ17街区3画地] 

◇対象者 男女とも20代・30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 

記念講演会を開催します 
 
◆日時 ５月12日(土)午後２時30分～午後4時 

◆場所 下妻公民館２階大会議室 

◆内容 テーマ｢歴史小説を楽しむー清盛と西行｣ 

講師 芥川賞作家 三田 誠
まさ

広
ひろ

 氏 

    ※昭和５２年「僕って何」で芥川賞受賞。 

     日本文藝家協会副理事長、武蔵野大学 

     教授としてご活躍です。 
 
◎参加費、事前申し込みは不要。 
 

問 下妻市文化団体連絡協議会 43-3418 

文学講演会を開催します 
 
◆日時 ５月13日(日) 午後１時40分 

           (記念会総会終了後) 

◆場所 ふるさと博物館 講座室 

◆内容 作品鑑賞｢夕の光｣｢殯宮(あらきのみや)｣ 

講師 茨城高専名誉教授 横瀬 隆雄 氏 

◆参加費 無料 

◆主催 横瀬夜雨記念会 

「心も体もほっと・ほぐれ～る」 
 
プールやトレーニング・ジムで運動をはじめてみた

い方、大集合！ 素敵な特典つき!! 
 
◆日時 ５月26日(土)午前９時45分～午後８時 

◆参加費 無料(入館料のみ) 

◆内容《プール》 

  ・歩き方いろいろ体験会 

  《スタジオ》 

  ・自分でできる体調改善教室 

    ・美空ひばりフィットネスダンス 

    ・脂肪燃焼エクササイズ 

  《ちびっこ》 

  ・ボクササイズ 

    ・プールで踊ろう！アクアビクス 

    ・プールで遊ぼう！浮き島わたり 
 
◎初めての方でも、入りやすいプログラムを用意して 

 お待ちしています。時間ごとにプログラムが分かれ 

 ていますので、詳しくはお問い合わせください。 
 

問 ほっとランド・きぬ 30-4126 

小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 合同展示会を開催します 
 
Part１ 押し花展「五月の風」  

     写真展「心癒す自然美」 
  
押し花展では、散歩の途中で見つけた花や草を 

押し花にした、花かごやブーケなどの作品。 

また、写真展では変化に富んだ美しい自然景観や、 

自然と人とのふれあいなど、自然を愛する心が表 

現された作品を展示します。 
 
◆日時 ５月２日(水)～20日(日) 

    午前９時～午後４時30分 

     ※20日(日)は午後３時まで 

※休館日 ５月７日(月) 

◆場所 ネイチャーセンター ギャラリー１ 

     ※入館無料 

◆共催 フォトクラブ光風会 

    堀江とし子と仲間たち 
 

問 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 45-0200 

『受講生』募集 
 

《茨城県消費生活相談員等養成講座》 
茨城県消費生活センターでは，消費生活専門相談員の資 

格取得を目指す方を対象に講座を実施します。 
 
●期間 ７月上旬～９月上旬の間の土・日曜日 約15日間 

●会場 土浦市亀城プラザ 

●定員 60名(書類選考による) 

●受講料 無料(テキスト代は自己負担) 

●応募方法 

 申込書に履歴書と受講希望理由(400字以内、様式は 

 任意)を添えて郵送または直接持参してください。 

 申込書は，ホームページからダウンロードできます。 

 (http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/syose/) 

●応募期間 

 ５月18日(金)必着 
 

問 申 茨城県消費生活センター 相談試験課 

 029-224-4722 
 〒310-0802水戸市柵町１-３-１ 

 (水戸合同庁舎内) 

ボランティアみんなの研ぎやさん 
～切れる包丁で楽しい料理を～ 
 
【市内巡回】 

 毎月第４金曜日 受付 午後１時～２時30分 
 

【固定活動】 

 受付 午前９時30分～11時 

 

 

 
 
◆利用料 無料 

◆お受けできる刃物 

 家庭用の包丁、鎌、ハサミなど 

※大工や調理師など職業用刃物、特殊形状の刃物 

 刀剣類は不可。 
 
◎自治会単位の実施も相談に応じます。 

 詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

期日 場所 対象 
5月25日 千代川公民館 宗道・大形地区 
6月22日 騰波ノ江駅 騰波ノ江地区 
7月27日 高道祖市民センター 高道祖地区 
8月24日 豊加美市民センター 豊加美地区 
9月28日 大木農村集落センター 上妻地区 
10月26日 江公民館 上妻地区 
11月23日 下妻商工会館 下妻地区 
平成25年

2月22日 
横根ふるさとコミュニティ

センター 
大宝地区 

3月22日 福祉作業所夢工房おおぞら 大宝地区 

期日 ５月９日(水)、８月９日(木)、11月９日(金) 

平成25年２月８日(金) 
場所 老人福祉センター砂沼荘[下木戸] 

Part２ 押し花展「花たちの語らい」 

     「それぞれの視点でとらえた写真展」 
  
押し花展では、旅先で出会った草花やお庭に 

咲く花、記念日の花などそれぞれの花への想い 

を込めた作品。また、写真展では幻想的な自然 

空間、人々の自然とのたわむれなど、心が温ま 

る作品を展示します。 
 
◆日時 ５月21日(月)～６月10日(日) 

    午前９時～午後４時30分 

     ※６月10日(日)は午後３時まで 

※休館日 ６月４日(月) 

◆場所 ネイチャーセンター ギャラリー１ 

     ※入館無料 

◆共催 全日本写真連盟下妻支部 

    押し花ファンタジーの会 

案 内 

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/syose/

