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No.1

市文化祭 「体験教室」を開催します
【下妻会場】

1/2

《茶道無料体験教室》
◆日時 11月３日(土)・４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
下妻市観光振興基本計画
歴史・文化を活かした観光地づくり関連事業

『はつらつエクササイズ教室』参加者募集

『戦国の城下町「下妻」体感ウオークツアー』
参加者募集

●日時

下妻市役所本庁舎から坂本、西町、陣屋、本
城町などを歩いて巡り、戦国時代の城下町｢下
妻｣を体感します。
●日時

12月1日(土)午前10時〜12時
※雨天決行。
●集合場所 下妻市役所本庁舎南側駐車場
●募集人数 30名 ※先着順。
●参加費 無料
●申込開始 10月29日(月)午前9時より
受付けを開始します。
●共催 下妻いいとこ案内人の会

問

申

下妻市観光協会(市産業振興課内)
内線2632

『家族経営協定締結者』募集
市では、家族農業経営において、家族労働中
心の農業が魅力的な職業として男女問わず意欲
的に取り組めるよう、経営方針や働く条件等を
具体的に家族全員で話し合い、家族のルールづ
くりをする家族経営協定を推進し、下記のとお
り家族経営協定締結者を募集します。
●家族経営協定のメリット
・経営の発展につながります。
・夫婦や親子による認定農業者の共同申請が
できます。
・農業者年金の政策支援を受けることができ
ます。
●申込期間
10月11日(木)〜19日(金)

問

申

11月６日・13日・20日・27日
12月４日・11日・18日・25日
火曜日 午後２時〜３時30分
●場所 千代川体育館 主競技場
●対象 市内在住・在勤の方
●内容 ｢エアロビクス｣ 講師 田村 光絵 氏
●募集人数 50名
●参加費 １人610円(保険代)
※事前にお支払いください。
●持ち物 ヨガマット(バスタオル等)、室内履き
タオル、飲み物
●申込期間 10月10日(水)〜26日(金)
※定員になり次第締め切ります。

問

申

市生涯学習課

内線2833

〜公民館まつり〜

生涯学習成果を発表しませんか
各種団体や公民館教室からの自主活動団体などの皆さ
んが、日頃の成果を発表できるような公民館まつりを開
催しますので、参加を希望する団体を募集します。
●日時 平成25年２月22日(金)〜24日(日)
●場所 下妻公民館、市民文化会館
●募集対象
公民館の自主活動団体および生涯学習活動団体
【例】公民館・・・絵画等、書道、編物、料理
その他作品等
文化会館・・朗読、映像、フラダンス、踊り
郷土芸能発表等
●内容
・作品展示
・公民館各種教室等の発表と各自主団体の発表
・市民文化会館舞台発表等(24日のみ)
●参加費 無料(必要経費は参加者負担)
●申込期限 11月10日(土) ※休館日(月曜日)を除く。
◎参加多数の場合は調整することがあります。

市農政課(千代川庁舎)
内線2623

募集

問

申

下妻公民館

43‑7370

下妻将棋会(菊池) 43‑0858

《市民囲碁大会》
◆日時 11月18日(日)
午前９時〜
◆場所 下妻公民館２階 和室
◆参加費 2,000円(弁当代等含む)
※当日持参してください。

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４日(日)
午前９時〜12時
◆場所 千代川公民館２階

問

研修室

ちよかわ ちぎり絵クラブ
(松田) 44‑5027

◆日時

茶道クラブ 弥生
(寺田) 43‑7270

10月21日(日)午前９時〜
※雨天の場合、10月28日(日)に延期。
鬼怒フラワーライン
花と一万人の会

◎さつまいも掘り用の袋は、花と一万人の会で準備します
ので、軍手・長靴をご持参ください。

問

花と一万人の会事務局(市都市整備課内)

内線1722

「本のリサイクルフェア」に参加しませんか
11月10日(土)に実施される図書館まつりにおいて、「本
のリサイクルフェア」を開催します。
リサイクルフェアでは、皆さんのお宅で読まなくなった
本を無償で提供してもらい、それらを自由に持ち帰ること
の出来るコーナーを設けます。
◆受付期間
10月16日(火)〜11月6日(火)
◆受付場所
図書館総合案内カウンター
(直接持ち込みに限る)
※以下の資料は、お受けできません。
青少年に有害な図書、マンガ、雑誌、辞書・事典類
問題集・参考書類
※｢本のリサイクルフェア｣で最終的に残った図書は
処分させてもらう場合があります。

問

市立図書館

43‑8811

市立図書館 １１月開館カレンダー
日

《茶道無料体験教室》
◆日時 11月４日(日)
午前10時〜
※45分ごとに５回実施
※午後は12時45分より実施
※当日は、午前９時30分より
整理券を配布します。
◆場所 千代川公民館１階 小会議室

問

案内

ポピーの種まき大会および６月に植えたさつまいもの収穫
祭と試食会を兼ねたさつまいも掘り大会を開催します。
焼きいもの試食や温かい豚汁を用意してお待ちしています。

◆場所
◆主催

市茶道連盟 香出水会
(増田) 44‑4855

《市民将棋大会》
◆日時 11月11日(日)
午前９時〜
◆場所 下妻公民館１階 和室
◆参加費 1,000円(弁当代等含む)
※高校生以下は、500円
※当日持参してください。

問

ポピーの種まき＆さつまいも掘り大会を
開催します
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市立図書館

43‑8811

『市長杯争奪ビーチボールバレー大会』
参加者募集
●日時 11月11日(日)午前８時30分集合
●場所 市総合体育館 ほか
●参加資格 市内在住・在勤の方
(市内在住・在勤者が一人でもいれば可)
※参加選手全員がスポーツ保険に加入。
●チーム登録 １チーム監督を含めて７名まで
(監督も選手として出場可)
●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)
・一般男女混合の部
・一般男女混合シニアの部(男子50歳以上の部)
※年齢は大会当日を基準とします。
●参加費 1,500円
※締め切り後の返却はしません。
●申込方法 所定の用紙に参加費を添えて、
お申し込みください。
●申込期限 10月26日(金)
【組合せ抽選会】
11月３日(土)午後７時〜 下妻公民館
※チーム監督者は必ず出席してください。

申

問

市生涯学習課(千代川庁舎)
市総合体育館 ※月曜日を除く。
受付 午前８時30分〜午後５時
市ビーチボールバレー連盟(山本)

44‑3153

11月11日(日) ※予備日11月25日(日)
※午前8時30分までに受付けを済ませて
ください。
●会場 砂沼サンビーチテニスコート
●参加資格 市内在住・在勤・在学の方
(ペアの片方でも可)
●種目 男子ダブルス・女子ダブルス
●試合方法 6ゲームマッチ(6‑6タイブレーク)
トーナメント方式(コンソレあり)
※エントリー数により試合形式の
変更有り。
●参加費 １ペア 一般3,000円 高校生以下１,000円
●申込方法 申込用紙に記入のうえ、参加費を添えて
お申し込みください。
●申込期限 10月29日(月)午後５時まで

問

申

下妻市テニス連盟(宮本)
44‑2805[長塚38‑1]

募集

『グラウンドゴルフ大会』
参加者募集
初めて参加される方も大歓迎です。
３名１組でお申し込みください。
●日時

11月15日(木)
午前8時30分〜午後０時30分
※雨天順延。
●場所 ほっとランド・きぬ
グラウンドゴルフ場
●参加資格 下妻市、八千代町、常総市
筑西市に在住・在勤の方
●募集人員 216名
●競技方法 24ホールストロークマッチプレー
●参加費 ３名１組1,500円(１名500円)
※グラウンドゴルフ場利用料
スポーツ保険料を含む。
●申込方法
10月24日(水)午前９時から先着順に受付けし
ますので、参加申込書を記入(３名分)のうえ、
参加費を添えてお申し込みください。
(一人で３組まで)

問

申

ほっとランド・きぬ

30‑4126

『学院生』募集

『市長杯テニス大会』参加者募集
●日程

ほっとランド･きぬ

《土浦産業技術専門学院》
●募集訓練科 機械技術科、自動車整備科
情報技術科
コンピュータ制御科
●訓練期間 2年間
●応募資格 高卒者・中卒者(卒業見込を含む)
またはこれと同等以上の学力を
有すると認められる者
●定員 各科20名
●試験日 11月9日(金)
●出願期間 10月22日(月)〜11月2日(金)

問

申

県立土浦産業技術専門学院
029‑841‑3551

《筑西産業技術専門学院》
●募集訓練科 機械システム科、電気工事科
●試験日 11月9日(金)
●出願期間 10月22日(月)〜11月2日(金)

問

申

県立筑西産業技術専門学院
24‑1714

認知症サポーター養成講座を開催します
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 10月31日(水)午後１時〜３時
◆会場 市役所第二庁舎 中会議室
◆参加費 無料
◆定員 20名程度
◆申込期限 10月26日(金)

問

申

下妻市社会福祉協議会

44‑0142

茨城を味わおう！ 県西うまいもん市
県西地域の農産物と加工品が勢揃いします。
無料試食ブースでは白菜キムチ鍋や常陸牛、旬の
野菜サラダなどを堪能できます。
◆日時 10月28日(日)午前10時〜午後４時
◆場所 イーアスつくば かつらぎロード
◆イベントスケジュール
・茨城県出身の芸人｢赤プル｣によるお笑いライブ
①午前11時30分〜 ②午後３時〜
・時空戦士イバライガーによる握手撮影会
①午前11時〜 ②午後２時30分〜
・境町立境第一中学校吹奏楽部による演奏会
①午後１時30分〜

問

案内

〜あたらしい出会いを探してみませんか〜
【守谷会場】
◇日時 11月18日(日)
午後１時30分〜４時30分(受付１時〜)
◇場所 守谷市民交流プラザ
[守谷市御所ヶ丘5‑25‑1]
◇対象者 男女とも20代、30代、40代の方
各20名
【牛久会場】
◇日時 11月23日(金・祝)
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30代、40代の方 各20名
【下妻会場】
◇日時 11月24日(土)
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30代・40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

いばらき県西農産物フェア実行委員会事務局
(県西農林事務所企画調整課内)
24‑9164

『受講生』募集
●日時

12月11日(火)〜13日(木)
午前9時〜午後4時
●内容 ｢パワーポイント活用法｣
会議や説明会で使用するパワーポイント
の入門編
●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 11月12日(月)必着

問

ふれあいパーティを開催します

申

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

〜素敵な出会いの予感〜

フィーリング・パーティーを開催します
◆日時

第１回 11月11日(日)
第２回 11月24日(土)
第３回 12月８日(土)
午後３時〜５時
◆会場 ラミ・デュ・アクシーヌ
[水戸市米沢町325‑１]
◆対象者 概ね25歳〜40歳の独身男女
◆内容 立食形式のカップリングパーティー
◆参加費 男性5,000円 女性3,000円
◆申込期限 第１・２回 10月20日(土)
第３回 11月17日(土)

問

申

社団法人茨城県青少年育成協会
(茨城県立青少年会館ユース・アイ内)
029‑226‑1445
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No.2

2/2

赤ちゃんともっと話そう「ベビーサイン教室」

肺がんドックの補助の受付期間を延長します 案 内

ベビーサインとは、まだ話せない赤ちゃんと
サイン(手話)を使ってコミュニケーションをは
かるものです。
ベビーサインにより、親子の絆は深まり、赤
ちゃんの言語能力の発達も促がされます。
また、赤ちゃんと思いが通じることでストレ
スは減り、子育ての感動や喜びをより多く味わ
えるようになります。

◆補助額
受診料の２分の１(限度額15,000円)
◆肺がんドック検診内容
CT(コンピュータ断層撮影)を中心とした胸部レントゲン
喀痰細胞診など肺がん関連検査が対象。
※健康保険証を利用して受診した場合(治療行為)は、
非該当。
◆受付
印鑑、健康保険証を持参のうえ、下妻市保健センター
窓口でお申し込みください。
※対象要件がありますので、事前にご連絡ください。

◆日時

11月７日(水)
午前10時30分〜11時30分
(受付10時〜)
◆場所 下妻市保健センター
◆対象 市内の生後６か月〜１歳６か月の
ベビーとママ 先着25組
◆講師 認定講師 通村 瑠美 氏
◆申込期限 11月５日(月)

問

申

市保健センター

43‑1990

すっきり〜♪からだが元気になる適塩教室
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。

問

申

市保健センター

43‑1990

砂沼マラソン大会交通規制にご協力を！
｢第24回砂沼マラソン大会｣開催にともない、市道(下図
参照)の交通規制および遊歩道の通行規制をおこないますの
で、皆さんのご協力をお願いします。
◆日時
◆場所

11月18日(日)午前８時〜午後１時
砂沼周辺の長塚・大町地区内の市道

◆日時

11月７日(水)
午後１時30分〜３時30分
(受付１時15分〜)
◆場所 下妻公民館
◆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 ご家庭の味噌汁をお持ちください。
※希望者に塩分測定をおこないます。
◆申込期限 11月１日(木)

問

申

市保健センター

43‑1990

市道 交通規制区間

問

市生涯学習課

内線2833

〜１０月は土地月間です〜

大規模な土地取引には届出が必要です

下妻市都市計画基礎調査のため
現地調査を実施します

案内

市内において、5,000㎡以上の土地取引は、契
約を結んだ日から2週間以内に国土利用計画法に
よる届出が必要です。
届出は、権利の取得者(買った人など)の義務で
す。届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰
則の適用を受ける場合があります。

市では、都市計画基礎調査のため、委託業者による
現地調査を実施しますので、ご協力をお願いします。

◆届出の必要な土地取引
売買契約、交換、一時金をともなう地上権、
賃借権の譲渡または設定をおこなった場合
などが対象となります。

問

※個々の取引面積は小さくても、合計すると
5,000㎡以上となるような土地取引は、
それぞれについて届出が必要です。
また、分筆売買や時期をずらした取得でも、
目的が同じであれば一つの土地取引となり、
届出が必要です。

問

市長公室 内線1215
※届出様式は、市長公室に備えてあります。
また、市のホームページからもダウン
ロードできます。

子育て支援センターを開設しました
市では、子育て中の親子が集い、子育てに対す
る悩みを相談し、不安を解消することを目的に、
社会福祉法人清水福祉会に委託して子育て支援セ
ンターを開設しました。
専門職員による子育てに関する悩みの相談や講
座を定期的に開催するとともに、子育て親子の交
流のためのひろばを設け、子どもが自由に遊び、
保護者同士が交流できる場を提供します。
《子育て支援センター｢あうるくらぶ｣》
◆開設時間
月曜〜金曜日(祝日を除く)
午前９時〜12時
午後１時〜3時
◆開設場所
子育て支援センター ｢あうるくらぶ｣
[高道祖60‑２西原保育園隣接施設
(旧しみず児童館)]
44‑2983
◆利用対象者
市内在住の子育て中の親と
概ね就学前までの子

◆調査期間
◆対象区域

10月中旬〜平成25年２月28日
下妻市全域

◎作業員は市より交付された身分証明書を携帯しています。
市都市整備課

内線1726

障害者虐待防止センターを開設します
市では、虐待に関る通報や届出、支援などの相談を
受けるため10月より｢障害者虐待防止センター｣を開
設します。
《下妻市障害者虐待防止センター》
43‑8352[市役所福祉課内]
◆対象となる障害者とは
身体障害者・知的障害者・精神障害者
◆対象となる虐待者とは
①養護者による虐待
家族や親族、同居人による虐待
②福祉施設従事者等による虐待
事業所で働いている職員による虐待
③使用者による虐待
障害者を雇って働かせている事業主による虐待
◆虐待にあたる行為
①身体的虐待
体に傷や痛みを負わせ暴行を加えること
【例】殴る、蹴る、つねる、しばる、閉じ込める
②性的虐待
無理やりわいせつなことをしたりさせたりする
【例】性交、性器への接触、裸にする
わいせつな話をする
③心理的虐待
侮辱したり拒絶するような言葉で苦痛を与える
【例】怒鳴る、ののしる、悪口を言う
わざと無視する
④放棄・放任(ネグレクト)
食事・入浴・排泄などの世話をせず心身を衰弱さ
せること
【例】十分な食事を与えない
不潔な住環境で生活させる
必要な医療や福祉サービスを受けさせない
⑤経済的虐待
本人の同意なしに年金・財産を使うこと
【例】年金や賃金・必要な金銭を渡さない
勝手に預貯金を使う
◎通報や届出をした人の情報は守られますので、
虐待に気づいた人はご連絡ください。

検定満了の水道メーターを交換します

不法投棄１１０番！

「ふれあい教室」・「学校公開」 を開催します 案 内

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。交換期日の到来する水道メー
ターの交換作業を実施します。

産業廃棄物の不法投棄(散乱、埋め立て、積み上
げ、焼却、盛土など)を見かけたら、情報提供をお
願いします。

《ふれあい教室》
◆日時 11月1日(木)午前9時30分〜11時30分
※悪天候時は中止。
◆会場 県立下妻特別支援学校[半谷492‑４]
◆対象 運動機能に障害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 電話またはFaxにてお申し込みください。
◆申込期限 10月25日(木)

◆作業場所 市内全域
◆作業期間 平成25年2月まで
◆交換対象メーター
平成16年4月から平成17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。
◆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。
・指定給水装置工事事業者が、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)
作業員は、身分証明書を携帯しています。
※交換工事の代金は無料です。

問

市上下水道課

44‑5311

道路工事にご協力を！
別府地内において道路工事を実施します。
工事期間中は全面通行止め等の交通規制をおこない
ますので、皆さんのご協力をお願いします。
◆工事期間
◆工事箇所

10月中旬〜平成25年３月中旬
図のとおり

※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

「茨城県最低賃金」が改定されました
茨城労働局では、茨城県最低賃金を時間額699
円(昨年度額より７円引上げ)に改定しました。
平成24年10月６日から県内の全産業・全労働者
に適用されます。
賃金額が｢茨城県最低賃金｣を下回る雇用契約は、
労使双方の合意であっても、最低賃金法により、賃
金額については無効とされ、最低賃金額と同額の契
約をしたものとみなされます。

問

茨城労働局労働基準部賃金室
029‑224‑6216
筑西労働基準監督署 22‑4564

ダメ！不正軽油
ディーゼル車に使用する軽油には、１リットルあ
たり32.1円の軽油引取税が課税され、皆さんの生
活の向上のために使われています。
ところが、軽油に灯油や重油等を混ぜて｢不正軽
油｣を製造している人、それを販売・購入している
人、または軽油の替わりに灯油や重油等をそのまま
車の燃料として使用している人がいます。
このような不正軽油の行為は、脱税です！
軽油引取税を納めなければなりませんし、懲役刑
等の刑事罰が適用されることもあります。
◆不正軽油の製造
10年以下の懲役または、1000万円以下の罰金
◆不正軽油の運搬・販売・購入
３年以下の懲役または、300万円以下の罰金

問

市農政課

内線2617

問

筑西県税事務所 課税第一課

24‑9192

《学校公開》
◆日時 11月19日(月)午前9時30分〜午後５時
◆会場 県立下妻特別支援学校[半谷492‑４]
◆対象 どなたでも授業参観できます。
◆内容 小・中学部、高等部の授業公開
◆申込方法 電話またはFaxにてお申し込みください。
◆申込期限 11月8日(木)

問

申

下妻特別支援学校
44‑1800 Fax43‑9174

オストミー講習会を開催します
◆日時

11月４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 10月28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総務
(鈴木) 0280‑76‑6511

就職支援セミナー

「就職カレッジ」を開催します

◆日時

10月25日(木)・26日(金)
11月1日(木)・2日(金)・8日(木)
午前9時30分〜午後４時30分
◆会場 土浦市亀城プラザ[土浦市中央2‑16‑4]
◆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

問

申

NPO法人 雇用人材協会
029‑300‑1738

調停相談会

相談

裁判所の調停委員が相談に応じます。
相談は無料。秘密は厳守します。
◆日時

10月21日(日)
午前10時〜午後３時
※先着順。事前予約不要。
◆場所 下妻公民館
◆相談内容 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
◆主催 下妻調停協会

高齢者・障がい者のための
成年後見相談会
成年後見制度の有効な利用を促進するため、
全国一斉で成年後見等の無料相談会を開催し
ます。
◆日時
◆場所

10月20日(土)
・下妻会場
下妻公民館[本城町3丁目36]
・つくば会場
LALAガーデンつくば１F
コミュニティルーム
[つくば市小野崎字千駄苅278‑1]
◆相談内容 成年後見・遺言・相続等に
関する相談
◆相談方法 面談による相談(要予約)
◆申込期限 10月19日(金)

問

申

(公社)成年後見センター・
リーガルサポート茨城支部
029‑302‑3166
茨城司法書士会
029‑225‑0111

「歯の何でも電話相談」を開設します
ふだん聞けない入れ歯のこと・子どもの歯の
悩み・インプラント・矯正・口臭の悩み・顎関
節症・歯周病・ブラッシングの仕方・料金のこ
となど、歯についての悩みや質問を受付けます。
(匿名可)
◆日時 11月11日(日)午後１時〜４時
◆電話番号 029‑823‑7930
◆回答者 歯科医師
◆相談料 無料

問

茨城県保険医協会

029‑823‑7930

