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防災行政無線の保守点検をおこないます

官民協働事業 市内案内板を設置します

市内(千代川地区を除く)において、防災行政無
線の点検をおこないます。
点検は音声を出さずにおこないますので、点検
期間中は日中、防災ラジオの電源が入ったり切れ
たりを繰り返しますが故障ではありませんのでご
注意ください。

市では、来庁者の利便性向上を図るため、本庁舎に
市内案内板を設置します。
案内板設置に当たり、民間事業者の広告を掲載する
ことで地域経済の活性化に寄与できるよう、表示灯株
式会社と官民協働での案内板設置をおこなうこととな
りました。当該事業者が広告主を募集するための営業
活動をおこないますので、広告掲載をご希望の方はお
申し込みください。

◆点検期間

問

11月13日(火)〜22日(木)

市消防交通課

内線1434

「日常生活圏域ニーズ調査」にご協力を！
市の介護予防事業の対象者を把握するために、
70歳以上の要介護認定者以外の方を対象に「日
常生活圏域ニーズ調査」を実施します。
対象の方に調査票を送付しますのでご協力をお
願いします。
この調査の結果により、要介護状態になるおそ
れがある方には介護予防事業のご案内をします。
また、回答していただいた方全員に個別結果アド
バイス表を送付します。
◆調査期間 11月10日〜30日
◆対象者 70歳以上の要介護認定者以外の方で
無作為抽出された方

問

市介護保険課

内線1532・1533

◆設置場所
◆設置時期
◆広告募集

問

案内

下妻市役所本庁舎１階ロビー
平成25年１月予定
平成24年11月末まで

営業や広告掲載の申し込みについて
表示灯株式会社東京支社
03‑3797‑4811 Fax03‑3797‑4820
[東京都港区青山５丁目12‑22]
事業について
市財政課 内線1332

農用地区域の除外・編入申出を受付けします
農業振興地域整備計画の変更にかかる申出を受付け
します。
◆受付期間

問

申

11月19日(月)〜12月18日(火)

市農政課

内線2612

休日在宅当番医の日程変更

口腔がん検診の日程変更

｢救急医療体制一覧｣に掲載の休日在宅当番
医の日程が変更になります。

｢平成24年度保健センター予定表｣の口腔がん検
診の日程が変更になります。

【変更前】11月18日(日)中山医院
23日(金・祝)坂入医院

【変更前】平成25年２月３日(日)
【変更後】平成25年２月24日(日)

【変更後】11月18日(日)坂入医院
23日(金・祝)中山医院

学童クラブ 『指導員』募集

《詩集｢くさぶえ｣41集発刊》

騰波ノ江学童クラブの新設にともない、指導員を募
集します。
就労などで家庭に保護者がいない小学生を対象に、
遊びを中心とした保育をおこないます。

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。
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◎申込期間等、詳しくは11月25日号｢お知らせ版｣に
掲載予定です。

募集

詩集『くさぶえ』 発刊・作品募集

◆詩集
◆内容

｢くさぶえ｣41集
《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

《詩集「くさぶえ」42集作品募集》
子どもたちの心情を育てるために、詩集｢くさぶ
え｣を発行しています。
42集の発行にあたり作品を募集します。
《口頭詩》幼児(１〜６歳児)
《自由詩》小・中学生
《表紙絵》幼児(１〜６歳児)
※画用紙たて書き(A４サイズ)
●応募締切 12月10日(月)
●その他 作品の著作権は応募者に帰属するもの
とします。
ただし、主催者が広報・作品集の作成
など必要な場合には、公募作品を使用
できるものとします。

●募集人員 若干名
●対象者 65歳までの健康な方で、子どもが好きな
方であれば資格は問いません。
※保育士、幼稚園教諭、教員免許などの
資格がある方、指導員経験者は歓迎。
●雇用期間
●勤務地

問

申

市生涯学習課

内線2834

問 申

市産業振興課

月〜金曜日
午後2時30分〜午後７時
第１・３土曜日
午前７時30分〜午後７時
(土曜日は保育の希望があった場合のみ)
※早番・遅番の交代制。
※夏休みなどの長期休暇期間、臨時休暇
日は土曜日の勤務時間に準じます。

●給与 時給800円
●申込方法 履歴書を郵送または持参してください。
後日、保護者会より面接の連絡をします。
●申込期限 12月10日(月)

問

申

『消費者友の会』会員募集
私たち消費者をとりまく身近でさまざまな問題(衣
食住、金融、契約、その他)についての学習や研修に
取り組んでいます。
年齢20歳以上で消費生活に興味のある方の入会
をお待ちしています。

騰波ノ江小学校学童クラブ
[騰波ノ江小学校敷地内]

●勤務日時

●募集作品

平成25年４月１日〜

市子育て支援課 内線1594
〒304‑8501下妻市本城町２‑22

『はつらつ美術展』作品募集
●開催期間

平成25年1月23日(水)〜27日(日)

●開催場所

境町夢ギャラリー館 [境町栗山815]

●出品資格

60歳以上の方

●出品作品

絵画(日本画、洋画、水彩、版画、その
他による絵画)、工芸、彫塑、書、写真

内線2634

※作品の搬入搬出
搬入 平成25年１月22日(火)
午後１時〜３時
搬出 平成25年１月27日(日)
午後１時〜３時

広報「しもつま」
わがやのにんきもの掲載希望者募集
〜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

●申込方法

出展申込書(介護保険課にて配布)に記入
のうえ、出展料(200円)を添えて介護保
険課にお申し込みください。
※申込みは１人１点です。
なお、出展数には限りがあります。

◎詳しくは、お問い合わせください。

●申込期限

11月30日(金)

問

問

申

市長公室

内線1212

はつらつ百人委員会(川田)

43‑0545

交通事故防止にご協力を！

宗道駐在所は建て替え工事のため
一時閉所します

薄暮時、夜間に運転する時は・・・
【ドライバーの方へ】
・早めのライト点灯で、歩行者や他の通行車両に自
車の接近を知らせましょう。
・下向きライトの照射距離は約40ｍです。
時速60Kmで走行した場合、歩行者に気付いてか
らブレーキをかけても回避できません。
・対向車や先行者がない場合は、ハイビームに切り
替え、歩行者等の早期発見に努め、交通事故を未
然に防止しましょう。
【歩行者・自転車の方へ】
・視認性の高い白っぽい服装や反射材を身に付ける
など、車の運転者に自分の存在を知らせる工夫を
しましょう。
・道路を横断するときは無理に渡らず、車が止まる
か途切れるまで待ち、余裕を持って渡りましょう。
近くに横断歩道があるときは、少し遠回りでもそ
ちらを利用しましょう。

問

市消防交通課

内線1432

乗り物の盗難に注意！
10月末現在、自動車や自転車の盗難が多く発生し
ています。
必ず、鍵をかける等して盗難被害を防ぎましょう。
◆少しの間でも車(自転車)を離れるときは必ず施錠する
◆自転車はできる限り二重ロック
◆車にイモビライザーを装着しよう
◆車内には貴重品は置かない ※カーナビの盗難にも注意
◆車は防犯設備のある駐車場に駐車しよう

案内

下妻警察署宗道駐在所は、建て替え工事のため、
11 月 １ 日 か ら 平 成 25 年 ３ 月 末 ま で の 間、閉所
します。
その間、緊急の場合は下記までご連絡ください。
◆緊急連絡先
110番 または 下妻警察署 43‑0110

11月25日から12月１日は
犯罪被害者週間です
犯罪の被害にあわれた方やそのご家族は、犯罪の
直接的な被害を受けるだけでなく、その後も様々な
問題に苦しめられる場合があり、周囲の方々の理解
と協力が必要です。
警察では、関係機関と協力しながら、様々な支援
を実施しています。
ひとりで悩まずに、下記の相談窓口をご利用くだ
さい。
《相談窓口》
・性犯罪被害相談『勇気の電話』
029‑301‑0278
・警察安全総合相談センター
♯9110 または 029‑301‑9110
・茨城県犯罪被害者相談窓口
029‑301‑7830
・(公社)いばらき被害者支援センター
029‑232‑2736

問

下妻警察署 43‑0110
警察本部犯罪被害者支援室
029‑301‑0 110

〜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

個人で事業をおこなっている方は、一定の所得を超
えた場合に、個人事業税が課税されます。
第二期分の納付書を11月中旬に送付しますので、
11月30日(金)の納期限までに必ず納付願います。
◎納税に便利な口座振替制度もあります。
詳しくは、お問い合わせください。
筑西県税事務所
課税について 課税第一課
口座振替について 総務課

入館者に対する展示品・資料の解説および館内の
案内、入場券売および改札などをおこなう非常勤嘱
託員を募集します。
●採用人数
●雇用期間

若干名
平成25年４月１日〜平成26年３月31日
※事前研修あり。４回まで更新可。
●勤務日時 週４日交替制
(土曜・日曜日、祝日も勤務対象日)
午前９時〜午後５時15分
有給休暇あり
●給与等 月額143,500円(通勤手当、賞与あり)
●申込期間 12月１日(土)〜平成25年１月４日(金)

24‑9192
24‑9184

厚生労働省では、11月を適用促進強化月間と定
めて、労働保険の加入促進をおこなっています。
従業員を一人でも雇用している事業主は、労働保
険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義
務付けられています。まだ手続きをしていない事業
主の方は、早急に手続きをお願いします。
◎加入手続き等、詳しくはお問い合わせください。

問

労災保険について
筑西労働基準監督署 22‑4564
雇用保険について
ハローワーク下妻 43‑3737

平成２５年度

募集

『駐屯地モニター』募集
●任期
●対象
●内容

平成25年４月１日〜平成26年３月31日
60歳ぐらいまでの社会人
駐屯地の諸行事に対する意見要望の徴集
駐屯地モニター会議への参加等
●募集人数 ５人
●申込期限 平成25年１月31日

問

申

陸上自衛隊古河駐屯地(広報班)
0280‑32‑4141

高齢者の住まいトラブル１１０番

相談

◎申込方法等、詳しくはお問い合わせください。

問

申

茨城県自然博物館 管理課
0297‑38‑2000
http://www.nat.pref.ibaraki.jp/

『受講生』募集
《ホームページ作成技術》
●日時 平成25年１月22日(火)〜24日(木)
午前9時〜午後5時
●内容 ホームページビルダーV12を利用しての
ホームページ作成技術習得
●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 往復ハガキにセミナー名、氏名、
年齢、住所、電話番号、職業を記入
し郵送または学院ホームページから
お申し込みください。
●申込期限 12月10日(月)必着

問

申

１１月は労働保険適用促進強化月間です

個人事業税第二期分の納付

問

『ミュージアムコンパニオン（非常勤嘱託員）』募集

県立筑西産業技術専門学院
24‑1714
〒308‑0847筑西市玉戸1336‑54

平成２５年度 『学生（一般入学）』募集
●受験資格

●願書受付
●入学試験

①高等学校または中等教育学校を卒業
した方、または平成25年３月卒業
見込みの方など
②①と同等以上の学力を有する者
11月26日(月)〜12月７日(金)
一次 平成25年１月９日(水)
二次 平成25年１月11日(金)

◎詳しくは、お問い合わせください。

問

申

茨城県結城看護専門学校 33‑1922
ホームページ http://www.yukinu.or.jp

高齢者の施設、高齢者向け賃貸住宅など高齢者の
住まいに関する問題(入居金の返還、介護事故、虐待、
リフォーム詐欺等)を抱えている方を対象として、弁
護士が無料で相談に応じます。
◆日時 11月16日(金)午後1時〜4時
◆電話番号 0570‑073‑165(ナビダイヤル)
◆主催 茨城県弁護士会、日本弁護士連合会

外国人のための
一日無料弁護士相談&医療相談IN 筑西
主に県西地区に居住する外国人の抱える問題を解
決するために、無料弁護士相談および医療相談をお
こないます。(秘密厳守)
◆日時

12月2日(日)
・弁護士相談

午前10時〜午後３時
(受付２時30分まで)
・医療相談
午前10時30分
〜午後０時30分
(受付０時20分まで)
◆場所 しもだて地域交流センター
[筑西市丙372アルテリオ２階]
◆相談内容 面談方式
・弁護士相談(弁護士による相談)
在留資格、労働関係、国際結婚
税金、保険、その他生活全般
・医療相談(医師による相談)
病気、健康のこと
◆相談言語 日本語、英語、中国語、タイ語
タガログ語、ポルトガル語、韓国語
スペイン語、インドネシア語

問

(公財)茨城県国際交流協会外国人相談センター
029‑244‑3811
090‑2645‑6448(当日のみ)
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建物を取り壊したらご連絡を！

堤防・護岸工事にご協力を！ 案 内

年内に建物(車庫や物置を含む)を取り壊した場合には、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、下記までご連絡ください。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。

高道祖、柳原地先において、小貝川の築堤工
事および護岸災害復旧工事を実施します。
工事期間中は、堤防上道路について全面通行
止め等の交通規制をおこないますので、ご協力
をお願いします。

問

職場・家庭・学校・地域で取り組む
男女共同参画

農作物の放射性物質検査を
おこなっています

男女共同参画社会をめざして講演会ならびに
パネルデスカッションを開催します。

市では農作物の放射性物質検査をおこなっています。
検査にあたっては事前予約が必要となりますので、内容
をご確認のうえ、お電話にて申込みください。

◆日時
◆場所

12月２日(日)午後１時〜
(開場 12時40分)
千代川公民館ホール[鬼怒230]
※入場無料。

◆内容
《講演会》
｢職場・家庭・学校・地域で取り組む
男女共同参画｣
講師 長谷川 幸介 氏
《パネルデスカッション》
コーディネーター
長谷川 幸介 氏
パネリスト
飯塚 はつい 氏(下妻市女性団体連絡会会長)
軽部 守彦 氏(ネットワーカーしもつま会長)
峯 正徳 氏(関東鉄道パープルバス
下妻営業所長)
栃木 恵津子 氏(豊加美小学校校長)

案内

◆検査品目
市内で自らが生産した農作物(家庭菜園等の自家消費分)
◆検査日等
・検査日 火曜〜木曜日(祝日を除く)
・持込時間 検査当日 午前８時30分〜９時30分
(市役所千代川庁舎内)
・料金 無料
◆その他(検体の前処理)
検体(野菜)は、洗浄後、細かく(1cm角位)して新しい
ビニール袋にいれ、名前を書いてお持ちください。
測定には１kg程度必要になります。
検体の返却は原則しません。

問

申

内線2622

市農政課

(連絡先)

問
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３
休
10
休
17
休
24

区分
200㎡以下の住宅用地
(小規模住宅用地)
200㎡を超える部分の住宅用地
(一般住宅用地)

30
休
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休

土
ハ

家屋
専用住宅
ハ以外の
併用住宅
地上５階以上の
耐火建築物であ
る併用住宅
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１/２以上
１/４以上１/２未満
１/２以上３/４未満
３/４以上

住宅用地の率
1.0
0.5
1.0
0.5
0.75
1.0

７

８

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

公共下水道に接続している建物等を解体する方へ

25

26

27

28
休

29
休

◎12月24日は、午前９時から午後５時まで開館します。
◎年末年始は、12月28日から平成25年１月４日まで
休館します。

建物等の解体にともない、｢公共汚水ます｣の破損が発生し
ています。
排水設備を撤去するとき、解体をする業者が｢公共汚水ま
す｣を破損しないように、また、排水設備を切断した箇所か
ら土砂が流入しないように管のキャップ止めを依頼してくだ
さい。
｢公共汚水ます｣が壊れた状態で放置された場合、土砂の流
入などにより本管が詰まり汚水があふれたり、害虫の発生や
悪臭の原因となります。

問

問

16

〜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

43‑8811

価格×１/３

特例措置の対象となる住宅用地の面積は、家屋の敷地の
用に供されている土地の面積に次表の住宅用地の率を乗
じて求めます。
イ

金

吉沼築堤工事

６

図書館おはなし会／12月

市立図書館

木

※休・・・休館日

市立図書館

43‑8811

高道祖築堤工事

価格×１/６

５

９

問

水

高道祖護岸災害復旧工事

固定資産税の課税標準額

４

内線1314

12月８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)

火

平成25年3月下旬(予定)まで
吉沼築堤工事、高道祖築堤工事
高道祖護岸災害復旧工事
図のとおり

【住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例】
住宅用地とは、専ら人の居住の用に供する家屋の敷地を
いい、その面積および戸数によって、小規模住宅用地と
一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

１
２

市民協働課

月

◆工事箇所

建物の用途を変更した場合は、下記までご連絡ください。
特に、住宅以外の建物を住宅用に用途変更したり、住宅を
住宅以外に用途変更した場合は、住宅用地特例により税額が
変更になる場合があります。

ロ
日

内線1353〜1357

建物の用途を変更したらご連絡を！

市立図書館 １2月開館カレンダー

※託児あり(10名要予約。概ね1歳から就学前)
※車でお越しの際は、出来るだけ乗り合わせて
お越しください。

市税務課

◆工事期限
◆工事内容

問

(連絡先)

市税務課

市上下水道課

内線1353〜1357

44‑5311

問

下館河川事務所
37‑6234

黒子出張所

不法投棄・違法残土１１０番！
産業廃棄物の不法投棄(散乱、埋め立て、
積み上げ、焼却)、違法な残土による盛土な
どを見かけたら、情報提供をお願いします。
※危険ですので、投棄をしている者とは
接触しないでください。
(連絡先)
『県不法投棄110番(フリーダイヤル)』
0120‑536‑380
または
県不法投棄対策室
029‑301‑3033
県西県民センター環境・保安課
24‑9127
市生活環境課 内線1422
※休日や夜間は
下妻警察署

43‑0110

ふるさと博物館 展覧会を開催します
貸しギャラリーによる展覧会を開催します。
期間

展覧会名

作品

11月28日(水)
〜12月９日(日)

｢八色会｣
ちぎり絵展

ちぎり絵

◆開館時間

問

午前９時〜午後４時30分
(12月9日は午後３時まで)
※休館日 12月３日(月)

ふるさと博物館

44‑7111

「砂沼歩け歩け大会」を開催します

あなたの大事なペットの
フォトコンテスト作品展示

12月９日(日) 受付 午前８時20分〜
スタート 午前９時
※午前７時花火合図。小雨決行。
◆会場 砂沼サンビーチ
◆コース 砂沼公園遊歩道一周(約6km)のコース
および半周のコース
◆主催 青少年を育てる下妻市民の会下妻支部

問

申

下妻公民館

43‑7370

「新そば祭り」を開催します

下妻市民文化会館自主文化事業

ふれあいパーティー

東京室内管弦楽団「リクエストコンサート」

〜あたらしい出会いを
探してみませんか〜

ﾒ ｯｾ ｰｼﾞ

どの作品も、おちゃめで可愛いい
心を癒される作品ばかりです。
◆日時

11月10日(土)〜25日(日)
午前９時〜午後４時
※休館日(月曜日)を除く。

◆場所

小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター

◆展示作品

中学生以下の部 19点
一般の部 32点

絆・〜そして未来へつなぐ旋律〜 好評発売中!!
宝塚歌劇団出身、女優であり、歌手としての人気も高
い 純名里沙 と｢青葉城恋唄｣でお馴染みの さとう宗
幸 をゲストに迎え、抜群の歌唱力を持つ二人の素晴ら
しい歌声とオーケストラの華やかなステージをお楽しみ
ください。

子どもたちに、木に触れ合って親しんでもらうため
木材祭りを開催します。

◆日時
12月８日(土)午後６時30分〜(開場 午後６時)
◆場所
下妻市民文化会館 大ホール
◆入場料(全席指定)
・Ａシングル券 4,500円(4,000円)
・Ａペアー券
8,000円(7,000円)
・Ｂシングル券 4,000円(3,500円)
・Ｂペアー券
7,000円(6,000円)
※（ ）内は友の会会員料金
※未就学児の入場はお断りいたします。

◆日時
◆場所

問

問

親子・家族はもちろんのこと、グループや個人
での参加も歓迎です。
◆日時

案内

小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター
45‑0200

〜ようこそ木の国へ〜木材祭りを開催します

11月17日(土)午前10時〜午後4時
丸宇木材市売(株)内特設会場
[半谷1100‑3(つくば下妻第二工業団地内)]
◆内容 日曜大工教室、丸太切り大会
もちつき大会など
◆入場料 １人100円(保険料、緑化募金)
◆主催 MJクラブ下館
◆後援 茨城県、茨城県木材協同組合連合会

下妻市民文化会館

43‑2118

経済講演会を開催します。
◆日時
◆場所
◆内容

11月15日(木)午後1時30分〜3時
市立図書館 映像ホール
｢今後の政局と経済の展望を読む｣
講師 元高知県知事 橋本 大二郎 氏
◆聴講料 無料
◆定員 130名 ※定員になり次第締め切ります。

｢下妻産常陸秋そば粉｣を使った打ちたての新そ
ばはいかがですか。そば打ちの実演販売や新そば
粉の販売もおこないます。

問

◆日時

男女共同参画チャレンジ支援セミナー開催します

◎駐車場に限りがありますので、乗り合わせでお願いします。

◆日時

12月12日(水)午後1時〜3時

問

◆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。

◆会場

問

11月17日(土)〜18日(日)
午前10時〜午後４時
道の駅しもつま[数須140]

道の駅しもつま

丸宇木材市売(株) 30‑7001

30‑5294

「糖尿病簡単レシピ！〜調理実習〜」を
開催します

◆内容

在宅福祉サービスセンターあおぞらの協力会員
研修会を開催します。あおぞら協力会員に関わら
ずどなたでも参加できます。
◆日時 12月７日(金)午前10時〜午後１時
◆会場 下妻公民館 調理室
◆参加費 500円
◆定員 20名程度
◆申込期限 11月28日(水)

問

申

下妻市社会福祉協議会

44‑0142

女性のからだをとりまく健康上の悩みや
不安、トラブルへの解決・ヒントについて
女性のお医者さんから体験談を交えた話を
伺います。
｢女性のためのカラダ・メンテナンス
〜健やかに働き続けるために〜 ｣
講師 太田代 紀子 氏

◆募集人員 30名
◆参加費 無料。

問 申

※先着順。

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

申

下妻市商工会

43‑3412

案内

【つくば会場】
◇日時 12月13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20名
【下妻会場】
◇日時 12月23日(日)
午後１時30分〜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
35歳〜45歳までの方
各20名
【牛久会場】
◇日時 12月24日(月)
午後１時30分〜４時30分
(受付１時〜)
◇場所 牛久市中央生涯学習センター
[牛久市柏田町1606‑1]
◇対象者 男女とも
35歳〜45歳までの方
各15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

自殺防止公開講座
〜心のサインに気づく、
つなげる自殺予防の基礎知識〜

ときめき婚活クリスマスパーティー
◆日時

◆日時 12月１日(土)午後２時〜４時(開場１時30分)
◆場所 つくば国際会議場エポカルつくば中ホール200
◆講師 高橋 祥友 氏(医学博士、精神科医)
◆定員 200名 ※先着順。
◆参加費 無料

問

申

茨城いのちの電話事務局
つくば 029‑852‑8505
Fax029‑852‑8355
※平日 午前９時〜午後５時

12月16日(日)
午後１時30分〜４時30分
(受付１時〜)
◆会場 ダイヤモンドホール
[筑西市玉戸1053‑4]
◆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

