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No.1

平成２５年度

就学時健康診断を実施します
平成25年４月に小学校へ入学する
お子さんの健康診断を実施します。

25

学校名

1/2

下妻小学校
大宝小学校

税務各種の証明書の交付申請・登録をする際は
本人が確認できる証明等の提示をお願いします
市では、税務各種の証明書の交付申請・登録において、｢なりす
まし｣などの第三者の虚偽の申請などにより証明書の不正取得・不
正登録を防止し、個人情報を保護するため、平成24年10月1日
から、窓口に来た方の本人確認をすることになりました。
◆いずれかの証明書により本人であることを確認します。
１.公的機関で発行している顔写真付の証明書(1枚)
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード など
２.顔写真のない証明書(2枚)
健康保険証、診察券、キャッシュカード
クレジットカード、会員証 など
◎詳しくは、お問い合わせください。

問

市税務課

内線1347・1348

東日本大震災による医療費等の一部負担金等の免除終了
東日本大震災により、家屋が半壊以上の被害等にあった方が対
象となる医療機関等の窓口で支払う一部負担金の免除期間が終了
します。
【免除期間終了日】
９月30日 ※東京電力福島第一原子力発電所事故にともなう警戒
区域等の被災者は、平成25年2月28日まで。
【対象となる医療保険等】
国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険
◆9月30日で免除期間は終了となりますが、まだ、申請のお済で
ない方は、免除期間終了後も受付けをしていますので、お早め
に申請ください。
平成23年3月11日から平成24年9月30日までに、すでに支
払った一部負担金等は還付手続きでお戻しします。
《必要書類》
・全壊、大規模半壊、半壊の明記のある｢り災証明書｣等、
対象となることが確認できるもの
・保険証、印鑑

問

国民健康保険・後期高齢者医療について
市保険年金課 内線1513・1523・1524
介護保険について 市介護保険課 内線1536・1537

案内

国民年金保険料の
納付期限の延長（後納制度）が
始まります

国民年金制度は、20歳から60歳に到
達するまでの40年の間に国民年金保険料
を納めていただくことで満額の老齢基礎
年金を受給することができます。
しかし、保険料を納められなかった期
間がある場合や資格取得などの届忘れに
より国民年金の資格期間がない場合は、
将来の年金が少なくなったり、年金その
ものが受給できなくなってしまうこと(保
険料納付や免除等の合計が25年(300月)
未満の場合)があります。
このような事態を避けるために、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
れる期間は過去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、後納保険料を納付するためには
事前に申し込みが必要になります。
※申請日の属する年度から３年度を
超えた期間の保険料を納付する
場合は、加算金が加わります。

騰波ノ江小学校
上妻小学校
総上小学校
豊加美小学校
高道祖小学校
蚕飼小学校
宗道小学校
大形小学校

日程
10月10日(水)
午後１時30分〜
10月18日(木)
午後１時30分〜
10月19日(金)
午後２時〜
10月10日(水)
午後１時30分〜
10月17日(水)
午後１時30分〜
10月10日(水)
午後１時30分〜
10月５日(金)
午後１時30分〜
10月12日(金)
午後１時40分〜
10月18日(木)
午後１時45分〜
10月10日(水)
午後１時30分〜

受付時間

問

市学校教育課

つくば下妻第二工業団地

１時30分〜
１時〜
１時〜
１時〜
１時〜
１時15分〜
１時30分〜
１時〜

問

市都市整備課

内線1726

水道管布設替工事にご協力を！

内線2812

田下地内において公共下水道工事を実施します。
工事期間中は、全面通行止(夜間開放)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。

半谷地内において水道管布設替工事を実施します。
工事期間中は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。
◆工事期間
◆工事箇所

９月中旬〜10月下旬
図のとおり

10月上旬〜12月下旬
公共下水道本管および取出管布設工事
図のとおり

工事箇所

工事箇所

◎詳しくは、お問い合わせください。

田下十字路

日本年金機構下館年金事務所
25‑0811
国民年金保険料専用ダイヤル
0570‑011‑050

問

市上下水道課

44‑5311

案内

10月６日(土)午後６時
下妻市役所 第二庁舎大会議室
つくば下妻第二工業団地区域(20.7ha)を
工業専用地域に用途変更する計画について

１時15分〜

公共下水道工事にご協力を！

◆工事期間
◆工事内容
◆工事箇所

◆日時
◆会場
◆内容

１時〜

※当日は、着脱のしやすい服装でお越しください。
髪の長いお子さんは、まとめておいてください。
詳しい日程は、教育委員会から保護者に通知します。

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。

問

用途地域の変更に係る説明会を
開催します

問

市上下水道課

44‑5311

2012スポーツの秋！
体力測定イベント！！

「女性のための創業支援セミナー」を
開催します

『THE・体力測定』

期日
10月
13日
(土)

〜あなたの体年齢は何才ですか〜
◆日時
◆場所
◆対象
◆料金

10月14日(日)午前10時〜午後4時
ほっとランドきぬ 館内フロント前
５歳〜89歳
入館料のみ(大人600円、65歳以上300円
小中学生200円)

◆内容
◇専門のカラダスキャンマシンを使っての測定
基礎代謝量、体脂肪率、内臓脂肪量
筋肉率など
※当日申し込みとなります。
※結果をもとにトレーニングジムスタッフ
がカウンセリングをおこなっています。
◇みんなで体力測定
みんなで体を動かしながら腹筋、バランスなど
の体力測定をします。(内容は変更する場合あり)
午前の部 午前11時〜12時
午後の部 午後２時〜３時

10月
20日
(土)
10月
27日
(土)

時間
午後１時〜３時
午後３時〜４時
午前10時
〜12時
午後１時〜３時
午前10時
〜12時
午後１時〜３時

案内

内容
創業体験者から聞く創業成功
のポイント
創業チャレンジ相談会
成功事例・失敗事例から学ぶ
創業のポイント
創業計画の立て方と創業に係
る融資制度
創業の動向と心構え、創業に
必要な諸手続き
創業・起業に必要な会計知識

◆場所

女性プラザ男女共同参画支援室
[水戸市三の丸１‑７‑４１]
◆対象者 創業に関心のある女性の方、創業して間も
ない女性の方(男性の方も可)
◆定員 各40名
◆参加費 無料

問

茨城県女性プラザ男女共同参画支援室
029‑233‑3982

『参加者』募集
《季節のハイキング》

②会津高原の紅葉を歩く
全山紅葉となる会津高原の秋を楽しみます。
[南会津町舘岩]
・日時 10月28日(日)午前６時30分出発
●集合場所
●募集対象
●募集人数

市総合体育館北側駐車場
付き添いなく１人でハイキングの出来る方
各コース40名
※定員になり次第締め切ります。
●参加費 クラブ会員１人1,800円 非会員１人2,300円
(バス代、保険料等含む)
●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

◎普段トレーニングをしている方はもちろん、これ
から運動を始めようとしている方も気軽に参加で
きます。

問

ほっとランド・きぬ

30‑4126

屋外焼却は禁止！
家庭ごみ、刈り取った草、野菜くず、店舗や会社
からでたごみを「近所もやっているから、以前から
燃やしているから」などの安易な理由により屋外で
燃やしていませんか。屋外焼却(野焼き)は、法律に
より禁止されています。

ときめき婚活パーティーと笠間焼絵付体験
◆日時

10月28日(日)午後１時30分〜４時30分
(受付１時〜)
◆会場 笠間工芸の丘[笠間市笠間2388‑1]
◆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

茨城空港｢茨城〜那覇線｣が引き続き運航されます
茨城空港では、７月から9月末までの期間限定で｢茨
城〜那覇線｣が運航されていますが、10月1日以降も神
戸空港経由で1日１往復運航されることになりました。
◆茨城〜那覇線(1日1往復)
【９月30日まで】

問

問

内線1422

43‑0174
内線2833

《後期つけもの講座》
●日時

◆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。
市生活環境課

サンドレイククラブ(井上)
市生涯学習課(千代川庁舎)

茨城⇒那覇
12:45→15:50

【10月1日〜27日
茨城⇒那覇
11:45→15:45

那覇⇒茨城
9:30→12:05

神戸空港経由】
那覇⇒茨城
12:50→16:35

◆茨城〜神戸線(毎日２往復運航)
◆茨城〜札幌(新千歳)線(毎日２往復運航)
茨城県空港対策課

029‑301‑2761

10月20日・27日、11月3日・10日
土曜日 午後２時〜４時
※10月20日、11月10日は午前10時〜12時
●場所 下妻市働く婦人の家 料理実習室
●受講資格 市内在住・在勤の方
●定員 15名
●受講料 無料(教材費・材料代等は別途負担)
●申込開始 10月2日(火)から受付開始。
※定員になり次第締め切ります。

問

申

教育相談

相談

相談は無料です。秘密は厳守します。

①戦場ヶ原草もみじ
山野紅葉に先駆けて草もみじを楽しみます。[日光市]
・日時 10月３日(水)午前６時30分出発

◇水着やトレーニングウェアの大セール
◇ぶるぶるダイエットマシン、乗馬マシン
足ツボマッサージマシン など 無料開放!!

募集

下妻市働く婦人の家 43‑7929
受付 午前９時〜午後５時
※休館日(月曜日、祝日の翌日)を除く。

《フレンドリーカップテニストーナメント》

《下妻市青少年センター》
◆所在地 市役所千代川庁舎 生涯学習課内
[鬼怒230]
◆電話番号 43‑2121(専用電話)
◆対象者 幼児から高校生までの児童生徒および
保護者(市内在住・在学の方)
◆相談形式 電話、来所による相談
※来所相談の場合は、電話による
予約が必要です。
◆相談時間 火曜・木曜・金曜日
午前９時〜午後５時
◆相談内容 (１)いじめに関すること
(２)不登校に関すること
(３)友人関係や家族に関すること
(４)学習や進路に関すること
(５)身体的・精神的な悩み等に
関すること
(６)その他
◆相談員 非常勤特別青少年相談員 １名(元教員)

10月１日から７日は「公証週間」です
法務省の支援の下、全国一斉に｢公証週間｣が実
施されます。大切な人に財産を遺すには、公正証
書で遺言を残しておけば安心です。遺言内容をど
うしようか悩んだらご相談ください。(電話予約可)
なお、公正証書の作成に関するご相談は、公証
週間中だけでなく、いつでも無料です。

問

下館公証役場

茨城県筑西児童相談所が移転しました
下記の庁舎で業務を開始しています。
◆移転先

10月21日(日)
午前８時集合 ８時30分試合開始(予定)
●場所 砂沼サンビーチ テニスコート
●種目 ミックスダブルス
●試合形式 予選リーグ戦および決勝トーナメント
●募集組数 30組(60名) ※定員になり次第締め切ります。
●参加費 １組3,000円 ※当日徴収。
●申込方法 住所、氏名、電話番号を明記のうえ、電子
メールまたはFaxにてお申し込みください。

筑西合同庁舎分庁舎[筑西市ニ木成615]

●日時

問

申

SFF実行委員会(市商工会内)
(稲葉) 43‑3412
E‑mail sff@seinenbu.jp Fax43‑3168

24‑9460

国道５０号
●

国
道
２
９
４
号

〒
南中
●

下館河川事務所

移転

問

国の合同庁舎

下館駅

筑西合同庁舎
（分庁舎）

茨城県筑西児童相談所

24‑1614
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男女共同参画・保健センター食育共同事業

保育所入所申し込みの受付けを開始します

「いいふうふクッキング おうちdeパエリア」

・保護者が家庭外で仕事をしているとき、
または、家庭内で家事以外の労働に従
事し、児童の保育ができない場合
・保護者が出産、病気、心身障害者等の
場合
・長期にわたり常時病人や心身障害者の
介護をしている場合
・災害(火災、風水害、地震など)を受け、
その復旧にあたっている場合
・65歳未満の祖父母等が同居していると
きは、祖父母等も労働や病気などで、
児童の保育ができない場合
◆保育時間
平日
午前７時30分〜午後６時30分
土曜日 午前７時30分〜午後３時
(公立のみ１時30分まで)
※平日午後６時以降、土曜日午後の保育
時間については、各保育所(園)にご確
認ください。
◆入所申込期間
・第１次選考 10月１日(月)〜12月14日(金)
・第２次選考 12月17日(月)
〜平成25年２月15日(金)
・第３次選考 平成25年２月18日(月)
〜３月15日(金)
◆その他
・入所申込書は子育て支援課で配布します。
定員を超える申込があった場合には、入所
調整をおこないます。
入所の決定は、先着順ではありません。
・勤務先等が市外にあるなどの理由で、市外
の保育所をご希望する場合には、お早めに
お問い合わせください。

問

申

市子育て支援課

内線1594

あかちゃんのためのおはなし会
参加は自由です。お気軽にお越しください。
◆日時
◆場所
◆対象

25

平成２５年度

◆保育所入所資格基準
保育所に入所できるお子さんは、次の理由に
より、家庭内での保育ができない児童(０歳
〜小学校就学前)が対象となります。

No.2

2/2

案内

２人で一緒におうちごはんを作ってみませんか。
お気軽にご参加ください。
11月17日(土)午前10時〜午後１時30分
(受付９時30分〜)
◆場所 千代川公民館 調理実習室
◆対象 市内在住・在勤の夫婦12組 ※先着順。
◆参加費 １組1,000円
◆メニュー フライパンパエリア
オニオンスープ
サラダ
ミニデザート
◆申込期間 10月１日(月)〜15日(月)
◆協力 下妻市食生活改善推進協議会

問

問

申

市民協働課

内線1314

子育て支援センターを開設します
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
します。
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｣》
◆開始日 10月１日(月)
◆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

市立図書館

43‑8811

図書館映画会／無料
《ライブラリーシアター》
◇日時 10月16日(火)・20日(土)午後２時〜
◇上映作品 アパッチ砦(1948年/アメリカ /128分)
壮烈、功名に走る司令官のミスリードで全滅するジョン・
フォード騎兵隊西部劇の粋、黒澤時代劇の原点。
ジョン・フォード監督＝ジョン・ウェイン主演 騎兵隊西
部劇 3部作の第1作。
リストラでテキサスの辺境に左遷された頑固な司令官役
フォンダの格調豊な演技、鍛え上げた先任将校ウェインの
気迫。

◆日時

◎託児あり(概ね１歳〜未就学児、12名)、要相談。
保険個人負担。

10月17日(水)午前11時〜11時30分
市立図書館 児童室(おはなしコーナー)
0〜2歳児 ※保護者同伴。

《子ども映画会》
◇日時 10月27日(土)午後２時〜
◇上映作品 ミッキーマウス ミッキーの消防隊 他
62分
◆場所

問

市立図書館

市立図書館

映像ホール

43‑8811

みんなであそぼう！

〜あそびの交流会を実施します〜
◆日時

10月５日(金)午前10時30分〜12時
(受付 10時〜10時30分)
◆場所 千代川緑地公園[千代川庁舎敷地隣り]
※雨天の場合 下妻総合体育館
◆内容 ミニミニ運動会、手形・足形コーナー
◆参加費 無料
◆主催 下妻市母子保健推進員協議会

問

市保健センター

インフルエンザ予防接種
〜接種費用を一部助成します〜
◆対象接種期間

10月１日〜平成25年１月31日

◆対象者および公費助成額
下妻市に住民登録している方で、次に該当する
方は一部公費助成が受けられます。
①接種日に満65歳以上の方
・・・・・2,000円(１回のみ)
②60歳以上65歳未満の方のうち、心臓、じん
臓または呼吸器の機能に障害を有する方およ
びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に
障害を有する方
・・・・・2,000円(１回のみ)
③生後６か月から13歳未満の方
・・・・・1,000円(２回まで)
④13歳以上から中学３年生相当年齢の方
・・・・・1,000円(１回のみ)
《注意》
※上記①、②に該当する方は必ず保険証と市か
ら送付する接種券・予診票(両面)および予防
接種済証を病院に持参してください。
※上記③、④に該当する方は市内の指定医療機
関となりますので、保険証と母子健康手帳を
持参のうえ、接種してください。
(接種券はありません)
健康上の理由により接種の際に注意を要する
方で、市外での接種を希望する方はお問い合
わせください。
※事前に医療機関への予約および料金等を確認
してください。支払金額は各医療機関で定め
た額から上記助成額を引いた額です。
◆市内指定医療機関
医療機関名
宇津野医院
菊山胃腸科外科医院
中山医院
古橋耳鼻咽喉科医院
加倉井皮膚科クリニック
三津山クリニック
古橋医院
渡辺クリニック(１歳から可能)
軽部病院
坂入医院
砂沼湖畔クリニック
とき田クリニック
平間病院
浅田医院
とやまクリニック
下條整形外科医院(小学生から可能)

43‑1990

献血にご協力を！
献血は最も身近なボランティア。
あなたのわずかな時間で救える命があります。
◆日時
◆場所

10月16日(火)午前９時30分〜11時30分
下妻市役所千代川庁舎

※献血カードまたは手帳のある方は持参してください。

問

問
市保健センター

43‑1990

案内

市保健センター

43‑1990

電話番号

45‑0311
44‑2014
43‑2512
45‑0777
30‑5007
48‑9131
44‑2792
43‑7773
44‑3761
43‑6391
43‑8181
44‑3232
43‑5100
44‑3957
30‑5010
43‑3666

