
保険証更新のご案内 
 

①国民健康保険加入中の方 

 国民健康保険証は、毎年4月1日

に新しいものに変わります。19年

度の新しい保険証は世帯ごとに郵

送し、4月1日ご使用に間に合うよ

う交付します。 

 個人ごとの保険証ですので、必

ず保険証枚数、記載事項を確認し

てください。 

 マル福該当の方へ･･･マル福受

給者証は保険証とは別に郵送され

ます。 

 なお、国民健康保険税が未納に

なっている世帯には保険証は郵送

されません。後日、納税相談の通

知をしますので、指定日に来庁し

てください。 
 

②3月で退職などにより社会保険を

喪失される方 

4月になりましたら、すぐに下記

のものをご持参の上、ご来庁くだ

さい。 

≪必ず必要なもの≫ 

○退職証明書、離職票、社保喪失

証明書（いずれか） 

○印鑑（ゴム印は不可） 

≪マル福該当の方≫ 

○マル福受給者証と用紙（ブルー

の用紙） 

≪厚生年金、各種共済組合などの

年金を受けていて、これらの年金

制度の加入期間が20年以上、また

は40歳以降10年以上ある方≫ 

○年金証書 

 

    市保険年金課  保険係 

    内線1519 

障害マル福受給のみなさんへ 

 
 平成19年4月診療分より入院時

食事代の助成がなくなり、全額自

己負担となりますのでお知らせし

ます。（平成19年3月診療分まで

は1/2が助成） 

 4歳未満のマル福受給者の方の

入院時食事代はいままでどおり助

成（償還払い）されます。 

 
   市保険年金課  医療福祉係 

   内線1512・1514 

福祉タクシー券を交付します 

  
 市では障害者のみなさんの自立

と社会参加を促進するために、平

成19年度福祉タクシー利用券を交

付します。ぜひご利用ください。 
 
◆対象者 

・身体障害者手帳1～3級の所持者

（視覚、下肢障害は4級以上） 
・療育手帳A及び○A の所持者 
・精神障害者保健福祉手帳1級の 

 所持者 
※上記のうち、自動車税・軽自動

車税の減免を受けている方は該当

しません。 
◆利用条件 

・通院、福祉施設への通所、福祉

行事への参加、公的機関への移動

に利用できます。 
・市内のタクシー事業所および、

福祉タクシー事業所のみ利用でき

ます。 
・障害者本人のみ利用できます。 
・紛失した場合、再交付はできま

せん。 
◆助成内容 

・1枚につき初乗り運賃額を助成

します。 
・1回の乗車につき1枚のみの利用

で､年間48枚利用できます。 
◆申請受付 

・3月20日(火)から市福祉事務所

窓口で受け付けます。 
・障害者手帳と印鑑をご持参くだ

さい。 
・平成18年度のタクシー券が残っ

ている場合は、4月以降に返還し

てください。 

 

  市福祉事務所 

  障害福祉係 

  内線1575･1577  

道路通行の際のお願い  
 

 最近、近隣市町村において、道

路側溝の鉄製フタ（グレーチン

グ）の盗難が相次いで発生してい

ます。 

 市内の道路でも、グレーチング

の盗難が懸念されていますので、

路肩を通行する際には十分に注意

してください。 

 また、グレーチングがなくなっ

た箇所を発見した場合には、至急

建設課までご連絡ください。 
 
  市建設課  管理係 

  内線1715 

平成18年度指定ごみ袋引換券 

の引換期間 

 
 市に住民登録・外国人登録をし

ている世帯を対象に配布した「平

成18年度指定ごみ袋引換券⑤」「同

引換券⑥」「同引換券⑦」の引換期

間は、平成19年3月31日（土）まで

です。指定ごみ袋引換券は、各券

に明示してあります引換期間内

に、必ず、市指定ごみ袋取扱店で

ごみ袋と交換して下さい。（※引

換期間が過ぎた券は、ごみ袋と交換

できません） 

 また、指定ごみ袋引換券は、再

発行できませんので、紛失しない

ようにご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  市生活環境課 内線1424・1425 

券 名 引 換 期 間 

平成18年度指定

ごみ袋引換券⑤ 

平成18年12月1日～ 

平成19年3月31日 

平成18年度指定

ごみ袋引換券⑥ 

平成18年4月1日～ 

平成19年3月31日 

平成18年度指定

ごみ袋引換券⑦ 

平成18年4月1日～ 

平成19年3月31日 

市役所窓口における 

県税収納の廃止 

 
 平成19年4月1日から、市役所

会計課における県税（自動車税・

不動産取得税・事業税等）の収納

ができなくなります。 

 最寄りの金融機関、郵便局又は県

税事務所の窓口で納めてください。 

 また、自動車税については、平

成19年5月に送付される納税通知

書からコンビニエンスストアでの

納税ができることになりますので

ご利用ください。取扱いができる

コンビニエンスストアは、納税通

知書の裏面に記載しますので確認

してください。 
 
 

●県総務部 税務課  029-301-2429 
●筑西県税事務所  24-9184 

 
 

 

■納期 

 平成19年度固定資産税第1期の納期は、4月17日(火)から5月1日(月)ま
でです。納税通知書及び課税明細書は4月中旬頃の発送となります。な

お、19年度の各期の納期は次のとおりです。 
 

第1期  4月17日 ～   5月  1日 

第2期  7月20日 ～   7月31日 

第3期  11月20日 ～ 11月30日 

第4期  12月15日 ～ 12月25日 
 

■縦覧 

 固定資産税の納税者は、他の土地や家屋の価格との比較を通じて自分の土

地や家屋の評価が適正かどうかを判断するため、課税対象となる市内の土地

及び家屋の価格が記載された縦覧用帳簿を縦覧することができます。 

◆縦覧期間  4月2日(月)～5月1日(火)（土・日曜日及び祝日の閉庁日を除く） 

◆縦覧時間  午前8時30分～午後5時15分（午後12時15分から午後1時までを除く） 

◆縦覧場所  市税務課 

◆縦覧できるもの 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿 

◆縦覧対象者 原則として固定資産税の納税者（土地の納税者は土地

の、家屋の納税者は家屋の、両資産の納税者は両方の縦覧用帳簿を見る

ことができます） 
 

   市税務課固定資産税係 内線1353～1357 

 

 下妻市施行 宅地分譲中 
 

 市施行、下妻東部第一土地区画整理事業により造成した宅地を分譲していま

す。市役所や体育館・文化施設などの公共施設に隣接し、常総線下妻駅や下妻小

学校にも近く利便性の良い宅地です。 <分譲区画14区画・坪単価155,000円より> 
 

◇ 分譲概要                   ◇分譲価格表【14区画】 

◆所在 本宿町2丁目、田町1丁目、田町2丁目  

◆分譲区画 全41区画・今回14区画   
◆分譲面積 165.00㎡（約50坪） 

～333.43㎡（約101坪） 
◆価格 775.6万円～1922.4万円  
◆坪単価 15.5万円～19.9万円 
◆最多価格帯  1,100万円台  7区画  

上下水道完備＜加入負担金・受益者

負担金あり＞ 
 

◇お申し込みは 

 保留地買受申込書に身分証明書・

住民票抄本・納税証明書を添え、市

役所第二庁舎 2階都市整備課区画整

理係までお申し込みください。   
       

     市都市整備課  区画整理係 

   内線1726 

宅地 
番号 

面積 
（㎡） 

販売価格 
（円） 

用途 
地域 

1 216.47 11,451,263 ① 

2 208.41 11,358,345 ① 

3 165.01 7,755,470 ④ 

6 165.00 7,986,000 ④ 

10 189.49 11,445,196 ③ 

11 189.49 11,066,216 ③ 

12 189.49 11,066,216 ③ 

13 189.49 11,066,216 ③ 

15 326.37 19,223,193 ③ 

17 333.43 17,171,645 ② 

23 232.06 11,579,794 ② 

33 196.71 10,504,314 ② 

36 244.61 12,915,408 ② 

38 229.96 12,509,824 ② 

※用途地域 容積率/建ぺい率  
①第一種住居地域 200/60  ②第一種低層住居専用地域 100/50 
③第二種中高層住居専用地域 200/60 ④第二種住居地域 200/60 
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     交通遺児のみなさんへ 
 

 交通遺児のみなさんをカシマサッカースタジアムに招待し、鹿島ア

ントラーズの公式戦を観戦する企画です。 

◆日時 4月29日(日) 午後4時  ◆場所 鹿島サッカースタジアム 

◆対象試合 鹿島アントラーズ対浦和レッズ 

◆募集対象 県内の交通遺児（18歳以下） 

◆参加人数 子供・保護者・家族あわせて200人（参加費は無料） 

◆交通手段 1家族に一律3,000円支給 
 

  茨城新聞鹿嶋支社   0299-82-1730 

 

 

 

 市建設課では、中郷地内において道路改良工事を実施します。工事期間中、

通行止等によりご迷惑をおかけしますが、みなさんのご協力をお願いします。 
 

◆工事期間 3月上旬～6月下旬  

◆工事場所 図のとおり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  市建設課 内線1717  

 

  
 

平成19年度学生納付特例申請の受付開始は、平成19年4月からです。 
 

■学生納付特例制度とは 
 

 学生本人の前年所得が一定額以下の場合に、市役所国民年金担当窓口

（本庁舎・保険年金課、千代川庁舎・くらしの窓口課）に申請し社会保

険事務所で承認を受けると、承認された期間の国民年金保険料は納付が

猶予されます。 

 

■申請は毎年度必要です 
 

 学生納付特例の対象となる期間は、4月から年度末（3月）までとなり

ますので、毎年度申請が必要です。 

 平成19年4月分から学生納付特例ご希望の方は、平成19年4月から申

請手続きをしてください。 

 

■学生納付特例の承認を受けた期間は 
 

 学生納付特例期間中に、万一の事故や病気などで障害が残ったときで

も、一定の要件を満たしていれば障害基礎年金が受けられます。 

 学生納付特例期間は、年金の受給資格期間に入りますが、老齢基礎年

金額の計算には入りません。 

 学生納付特例期間の保険料は、10年以内であれば卒業後に納付（追

納）して、年金額を満額に近づけることができます。ただし、2年以

上経過してから納める場合は、当時の保険料額に一定の加算がかかり

ます。 

 

■申請手続きに必要なもの 
 

①学生証または在学証明書（コピー可） 

②年金手帳 

③印鑑 

④平成18年3月31日以降に会社等を退職されて学生となられた方は、雇

用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証（コピー可）を添付

してください。 
 

※代理の方がお越しになるときは、代理の方の身分証明書が必要になり

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  市保険年金課 内線1513・1515 

 
 

 市民安全課では、平成19年度分の県民交通災害共済の加入受付を開始

しましたので、加入される方はお早めに申し込みください。（2月1日か

ら受付開始） 

 昨年まで実施していた、市県民税の申告会場では受付できませんの

で、下記担当窓口へ直接お申し込みください。 
 

◎下妻地区 市役所本庁舎2階「市民安全課」 

◎千代川地区 市役所千代川庁舎「くらしの窓口課」 
 

《加入に必要なもの》 

・県民交通災害共済加入申込書（チラシ裏側）手書き用 

【今回より世帯員氏名が記載された加入申込書は配布しません】 

・会費 大人（高校生以上）･･･900円  子ども･･･500円 

※小中学生は学校での一括加入になりますので、個別の申し込みは不要です。 

※4月1日以降の申し込みは、共済期間が申込日の翌日からになりますの

で、ご注意ください。  
 

◆共済期間 平成19年4月1日～平成20年3月31日 

◆対象となる事故 

①共済期間中に日本国内の道路上を運行中の自動車・バイク・自転車

等の接触、衝突、転落、転覆などの事故に伴う人の死傷。 

②共済期間中に踏切道における電車等との接触、衝突の事故による死傷。 

◆交通事故にあったら 

  交通事故にあったとき（自損事故も含む）は、すぐに警察に届け出

て、後日、自動車安全運転センター所長発行の「交通事故証明書」を

交付してもらえるようにしてください。（この証明書がないと見舞金

が制限されます） 
 

   市市民安全課  交通安全係 内線1432 

 
○ふれあい農業体験教室 第2回4月コース＜畑作＞ 

耕作から種まき、実った野菜の収穫までの農作業を体験できます。 
 

◆実施日 4月8日(日) 午前10時～12時 少雨決行 

◆作付品種 トマト・ブロッコリー・他2種類 

◆作業工程 耕作～種まき・苗植え、マルチ・ハウス 

◆参加費 1名500円（先着30名） 

◆場所 ビアスパークしもつま 体験農園 

◆持ち物 軍手、長靴、帽子、タオル等、汚れてもよい服装 

＊収穫時持ち帰り有り（6月上旬頃から） 
 
○フリーマーケット開催 
 

◆開催日 3月17日(土)、18日(日)、24日(土)、25(日) 
     午前9時～午後4時 雨天決行 

◆場所 ビアスパークしもつま ふれあい広場 
 
    ビアスパークしもつま［長塚乙70-3］  30-5121 

 
 

 

◆日時 平成19年4月8日（日）小雨中止 

◆場所 砂沼広域公園「こども広場公園」内 

◆時間 午前10時～午後3時  

◆区画面積 3m×2m 12区画（原則として1区画） 

◆出店料 1区画につき 1,000円 

◆駐車場 無料   ◆締め切り 3月23日(金) 
 

～禁止品目～ 

食品類、飲料水（アルコール類含む）、ペット類、コピー商品、ナイ

フ、モデルガン等。その他、市共催イベントとしての秩序を乱すよう

な品目等また販売上公的機関の申請が必要なもの及び主催者が不当と

認めたものは禁止します。 
 

     市商工会青年部 事務局 稲葉祐也 

  43-3412    43-3168    jimukyoku@seinenbu.jp FAX 

 

平成19年4月から国民年金保険料が変わります 

 

平成19年4月から平成20年3月までの国民年金保険料は、 

月額14,100円となります。 



防犯ボランティアパトロールの登

録を更新します 

 
 市民のみなさんにお願いしてい

る下妻市防犯ボランティアパト

ロールの参加期間は、3月31日で

終了します。平成19年度以降も継

続して参加いただける場合は、連

絡がなくても、継続登録いたしま

す。やむをえず、平成19年度以

降、防犯パトロール活動が困難に

なってしまった場合は、脱退手続

きをいたしますので、帽子を市民

安全課までお届けください。 
 新年度も、防犯ボランティアパ

トロールのご協力をお願いいたし

ます。 
 
   市民安全課  市民安全係 

   内線1433 

  平成19年度 下妻市民文化会館自主文化事業のご案内 
 
  

 市民文化会館では、「宝くじまちの音楽会」～サーカスとともに～公

演を実施します。ヴォーカルグループ「サーカス」による2部構成のス

テージ！1部はサーカスのヒット曲・オリジナル曲や日本のポップスを

中心に4人の素晴らしいハーモニーで綴るおしゃれなステージです。2部

は世界のポップスやディズニーサウンド等、誰もが知っている映画音楽

を中心としたスタンダードナンバーで綴ります。2部では地元合唱団と

の共演コーナーもある楽しいステージをお楽しみください。 
 来場のお客様の中から抽選で、宝くじ特製のすばらしい景品が当たります。 
 

◆日時  平成19年6月15日(金) 開場18:00／開演18:30 
◆場所  下妻市民文化会館 大ホール 
◆入場料 一律 2,000円 <宝くじ助成による特別料金>（全席指定） 
※未就学児の入場はお断りします。 
◆前売開始日 平成19年4月21日(土) 会館は9:00～ 
◆前売所   

 ◇大塚屋書店    43-5151 ◇大坂屋書店   44-2663 
 ◇ブックアート   43-6670 ◇外山書店    43-3395 
 ◇ジャスコ下妻店  30-1700 ◇市民文化会館  43-2118 
※チケットの取扱時間は、各プレイガイドにより異なりますのでお尋ねください。 
◆主催  下妻市・下妻市教育委員会・下妻市自治振興公社 
    茨城県・（財）自治総合センター 
◆後援  茨城新聞社・常陽新聞新社・茨城放送 
 

  市民文化会館   43-2118 

3月の公民館おはなしの会 
 

 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。ぜひ親子でご参

加ください。 

 
◆日時 3月17日(土) 
    午後1時30分～ 

◆場所 下妻公民館  
    児童図書室 

 
  下妻公民館 

  43-7370 (直通) 
  43-2111 (内線1881～1883) 

「茨城わくわく学園生きがい創造課程」

中央校及び県北校受講者募集 

 
 社会福祉法人茨城県社会福祉協

議会・茨城わくわくセンターで

は、「茨城わくわく学園生きがい

創造課程」中央校及び県北校の受

講者を募集します。 

 
◆開講場所 

【中央校】 茨城県総合福祉会館 

［水戸市千波町1918］他  

【県北校】常陸太田市「工芸交流

センター楓」［常陸太田市小島町

1263-1］他 

◆講座内容 共通講座 

（一般教養）8日間 28時間 

◆選択講座 

【中央校】歴史･絵画･陶芸･園芸

から1科目選択 18日間 72時間 

【県北校】歴史・絵画・陶芸から

１科目選択 18日間 72時間 

合計 26日間 100時間 

◆対象者  

県内に居住する概ね60歳以上の方 

◆募集期間  

4月2日(月)～4月27日(金) 
◆申し込み方法 申し込み用紙に

必要事項を記入の上、茨城わくわ

くセンターまで郵送又はFAXでお

申し込みください。 ※申し込み

用紙は、介護保険課にあります。 

 

   （応募先）  

社会福祉法人茨城県社会福祉協議

会  茨城わくわくセンター［〒

310-8586  水戸市千波町1918］ 

  029-243-8989   029-244-4652 

市介護保険課 内線1537 

国蝶オオムラサキの放虫会に参

加しよう 

 
 小貝川ふれあい公園において、

オオムラサキの放虫会が行われま

す。国蝶に指定されているオオム

ラサキの保護活動の一環として、

幼虫を森に放す活動です。今回放

された幼虫が、初夏には成虫とな

り森の中を美しく飛び回ります。

みなさんもこの貴重な活動を一緒

に体験してみませんか。親子連れ

の方も大歓迎です。 

 
◆場所   3月25日(日) 午前9時集合 

◆集合場所 小貝川ふれあい公園 

上流コアゾーン あずまや 

＊長そで、長ズボン、長ぐつの用

意をお願いします。 

 

  オオムラサキと森の文化の会 

会長  石倉  清  44-0470 

パクパク離乳食教室 
 

◆日時 4月10日(火) 
◆場所 市保健センター 

◆受付時間 午前9時45分～10時 

◆該当者 平成18年12月～平成19年1月 

    生まれの赤ちゃんのお母さん・家族の方 

◆内容 

・乳児の健康と予防接種の受け方 

 （保健師の話） 

・離乳食のはじめ方について 

 （栄養士の話） 

・基本の離乳食の作り方 

 （デモンストレーション） 

・離乳食を食べてみよう 

 （お母さんの試食） 

◆定員 20名 ※母子健康手帳を

お持ちください。参加希望の方

は、電話でお申し込みください。 
 

   市保健センター 

 43-1990（直通） 

 43-2111（内線1554･1555） 

４月の予防接種 

 
◇BCG接種   

◆日時 4月3日(火)  

    午後2時～2時30分 
◆該当者 生後3か月から6か月未

満で、まだ、BCG接種を受けてい

ない子 ※6か月を過ぎた場合は、

医療機関での自費接種となります。 
 
◇ポリオ生ワクチン投与   

◆日時 4月17日(火)  

    午後2時～2時30分 
◆該当者 生後3か月から90か月

（7歳6か月）未満で、2回の投与

が済んでいない子  

※ポリオワクチンは免疫をつけるた

め、2回の投与が決められています。 
※BCG接種を先に受けましょう。 
◆場所 保健センター 

◆持参する物  受診券、予診票

（責任を持って記入してくださ

い）、母子健康手帳、体温計（体

温は接種会場で測ってください）  

＊接種間隔に注意しましょう。 
・BCG、ポリオ、麻しん風しん

混合を受けた場合→次の接種は、

27日以上あける。 
・三種混合を受けた場合→次の接

種は、6日以上あける。 
・ポリオの1回目と2回目の間隔

は、6週間以上あける。 
＊おたふくかぜ・水ぼうそう・突

発性発疹にかかった場合、治って

から4週間以上あけないと予防接

種を受けることができません。 
 ＊「予防接種と子どもの健康」

をよくお読みになってください。 

 

  市保健センター  43-1990 

平成19年度 

茨城県手話通訳者養成講座 
手話を学んでいるみなさんへ 
 

 聴覚障害者をサポートする方法

のひとつに、手話通訳がありま

す。病院、学校、市役所など聴覚

障害者が必要とするところに、手

話通訳者が活動しています。あな

たも一緒に始めませんか？ 
 

◆期間 平成19年5月～21年2月 

約2年間（計60回） 
Ⅰコース（基本課程）            1年間（30回） 
Ⅱコース  （応用、実践課程） 1年間（30回） 
◆日時 毎月3回土曜日（午後） 

午後1時30分～4時（5月12日(土)か
ら講習開始）※ただし､Ⅱコースに

おいてカリキュラムの内容によって

日曜日になる場合があります。 
◆会場  
【水戸会場】県総合福祉館 

【つくば会場】筑波技術大学 

◆受講対象者 手話通訳者養成講

座 受講試験合格者（下記参照） 
◆定員 各会場20名 
◆資料代等 1万円程度 
 

■受講試験日・会場 

◆日時 4月21日(土) 午前10時

～（受付9時30分～） 
◆会場 やすらぎ、筑波技術大学 

    （いずれかを希望） 
◆受験料 無料 
◆内容 読み取り(筆記) 手話表現（聞

き取り通訳）・個人面接（1人約10分） 
◆受講条件 

・手話で日常会話ができること

（参考：手話奉仕員養成講座基礎課程修

了レベル又は手話学習経験1～3年位） 
・県登録手話通訳者を目指す意志のある方 
・2年間通える方 
◆応募締切 4月7日(土) 消印有効 
◆申し込み方法 往復はがきにて、

住所、氏名、TEL/FAX、年齢、職業、手

話学習歴（〇〇講座で〇年、〇〇手話サ

クールで〇年）、希望会場を記入の上、

下記宛にお申し込みください。 
 

   県立聴覚障害者福祉センター

「やすらぎ」手話通訳者養成講座係

［〒310-0844 水戸市住吉町349-1］   

  029-248-0029     029-247-1369 
●休館日：月(午後)、火、祝日 

FAX 

FAX 
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 日  時 場 所 問い合わせ 

心配ごと相談 

4月   3日(火) ･ 10日(火) 
  17日(火) ･ 24日(火) 
午後1時30分～3時30分  
(受付 午後1時15分～3時) 
※法律相談は 10日と24日 

下妻公民館 

2階和室 

社会福祉協議会 
    44-0142 

(予約制) 

行政相談 
秘書課 

内線 1212 

人権相談 

(困りごと) 
4月27日(金)  
午後1時30分～3時30分 

●下妻公民館 

 1階 和室 
●千代川公民館 

 1階 小会議室 

人権推進室 

内線1583 

●4月13日(金)  千代川公民館1階 小会議室 
 午後1時30分～3時30分 

●4月20日(金)  下妻公民館1階 和室 
 午後1時30分～3時30分 

納税相談 

●夜間納税相談 

 4月5日(木) 
 午後5時30分～7時30分 

●休日納税相談 

 3月31日(土)・4月1日(日)  

 4月29日(日)  
 午前8時30分～午後5時 

本庁舎1階 

収納課 

収納課 

内線 

1363～1365 

 
 

  

 梅の花が終り、桜が咲き、園内の野の花も一斉に咲き始めました。 

ネイチャーセンターでは、みなさんに春を満喫してもらうために、次の

企画を予定しています。みなさんのご来館をお待ちしています。 

 
    イベント                 

押し花展 ♪♪ 春に先がけて ♪♪        
◆日時  3月21日(水)～4月15日(日) 午前9時～午後4時30分             
     ＊4月15日は午後4時までになります。       
◆休館日 毎週月曜日   

◆共催  堀江とし子先生と仲間たち・小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 
 
    いろいろメダカ展 

◆日時  3月24日(土)～4月8日(日) 午前9時～午後4時30分 
     4月8日は午後4時までとなります。 
◆休館日 毎週月曜日 
◆共催  下総めだかの学校 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 
◆協力  土浦観賞魚 
 
    体験教室 

■3月24日(土)  

 トピアリー作り  ドライフラワーを使ったかわいい卓上置物です。 
 10人限定 材料費1,300円 
■3月25日(日) 

 カブトムシ標本作り 10人限定 教材費1,000円 
■3月31日(土)・4月7日(土)  

 押し花を使ってはがき、しおり、携帯ストラップなどを作ります。 
 午後0時～2時  材料費 各種50円～500円  
■4月1日(日) 

 カブトムシの里親になろう 幼虫の飼い方を学びます。 
 20人限定 教材費500円（幼虫・虫かご） 
■4月8日(日)  

森の時計作り 木の実、枝などで動物、昆虫を作り飾っていきます。 

10人限定 教材費1,000円 
 

  小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター   45-0200 

 

  平成19年度危険物取扱者保安講習会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○平成19年度危険物取扱者試験準備講習会 

◆日時・会場等 

 

 

 

 

 
◆出張受付日、郵送期間・インターネット受付期間 

出張受付 郵送・インターネット受付  

 

 
 

 

※ ホームページアドレス www.ibakiren.or.jp 
 
○平成19年度危険物取扱者試験・消防設備士試験 

◆危険物取扱者試験 

 

 
 

 

 

 
 
 
◆消防設備士試験 

 

 

 

 
 

◆受験申請先 (財)消防試験研究センター茨城県支部［〒310-0852 水戸

市笠原町978-25 茨城県開発公社ビル4階］   029-301-1150 
◆受験申請方法 危険物取扱者・消防設備士試験とも、持参または郵送 
◆受験願書   下妻消防署に用意しています。 
 

  下妻消防署  予防係    43-1551 

講
習
会
日
時
・
会
場 

期日 7月3日(火) 11月6日(火) 
会場名 生涯学習センター 総和とねミドリ館 

種別 一般 給油 一般 給油 

時間 9:30～12:30 13:00～16:00 9:30～12:30 13:00～16:00 
定員 660人 600人 600人 600人 

駐車台数 

受
講
申
請
書
の
受
付 

郵送受付期間 5月18日(金)～6月14日(木) 10月5日(金)～15日(月) 

出 張 ( 現

地)での 

受付 

受付日 6月15日(金) 10月16日(火) 
受付会場 生涯学習センター 総和とねミドリ館 

受付時間 10:00～15:30 

140台  

区分 種類 
講習 

会場地 
講習会期日 講習会場 

受講 

定員 

駐車 

台数 

付近有料 

駐車場 

前期 
乙種 

第4類 
古河 

5月31日(木) 
6月  1日(金) 

広域中央運動公

園温水プール 

 84 
名 

200 
台 

無 

区分 期日 受付会場 受付時間 

  

区分 
郵送・インター

ネット受付期間 

前期 
4月17日(火) 土浦市民会館 10:00～ 

15:30 
前期 

4月1日～4月19
日必着  4月23日(月) 筑西広域消防本部 

試験種類 試 験 日 試 験 会 場 受験願書受付期間 

甲種 6月3日(日)  つくば国際短期大学 4月11日(水)～4月24日(火) 

乙種(1･2･3･
4･5･6類) 

6月24日(日）  下館工業高等学校 5月9日(水)～5月22日(火) 

10月14日(日)  つくば国際短期大学 8月9日(木)～8月22日(水) 

10月27日(土)  下館工業高等学校 9月3日(月)～9月14日(金) 
平成20年2月3日(日) つくば工科高等学校 12月12日(水)～12月26日(水) 

丙種   

試験種類 試験日 試験地 試験会場 願書受付期間 

甲種(特類・第1類～第5類） 
8月26日(日) 

水戸市 茨城大学 7月6日(金) 
～7月20日(金) 乙種  鹿嶋市 鹿島高等学校 

平成19年度生入学者（板金科）募集 
 

◆訓練科目 板金科 

◆募集定員 若干名 

◆訓練期間 1年 

◆訓練内容 製作図面に従い板金
加工・溶接技術（ガス・アーク・
半自動）等により板金製品の製作
ができる程度の基本的な知識技能
を学びます。 

◆応募資格 中学校を卒業した者
（平成19年3月に中学校卒業見込
みの者含む）またはこれと同等以
上の学力を有すると認められる者 

◆受付期間  
3月15日(木)～3月27日(火) 
◆提出書類 入学願書、調査書、
健康診断書（過年度卒のみ） 

◆提出先 
県立古河産業技術専門学院 

◆試験日 
毎週火曜日及び木曜日 

◆選考内容 国語、数学、面接 

◆試験場所  
県立古河産業技術専門学院 

◆合格者発表 試験日の翌日 
 

  県立古河産業技術専門学院 
    0280-76-0049 

不動産無料相談会 

 
 不動産鑑定士が、不動産の価格

などの相談に無料で応じます。 

 
◆日時 

【土浦会場】4月3日(火) 
 午前9時30分～12時 

【牛久会場】4月6日(金) 
 午前9時30分～12時 

◆会場 

【土 浦 会 場】土 浦 市 大 和 町 9-1 

ウララビル5階 茨城県県南生涯

学習センター 小講座室1 
【牛久会場】牛久市柏田町1606-1 

牛久市中央生涯学習センター2階 

小講座室 

 
    

(社)茨城県不動産鑑定士協会   

  029-246-1222 
当日会場でお申し込みください。 

 
 

◆受験資格 

1 昭和53年4月2日～昭和61年4月1日生まれの者 

2 昭和61年4月2日以降生まれの者で次に掲げる者 

   (1)大学を卒業した者及び平成20年3月までに大学を卒業見込みの者 

   (2)人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者 

◆試験の程度 大学卒業程度 

◆申し込み受付期間 平成19年4月2日(月)～4月13日(金)  ※消印有効 

◆試験日（第1次） 6月10日(日) 
  

     茨城労働局総務課  029-224-6211 


