
募集 

職種 

学校用務員 

（嘱託職員） 

給食調理員 

（嘱託職員） 

幼稚園教諭 

（嘱託職員） 

募集 

人員 
2名 2名 2名 

業務 

内容 

学校用務業務及び 

給食調理補助 
給食調理業務 幼稚園教諭業務 

応募 

資格等 

普通運転免許を 

有する人 

普通運転免許を 

有する人 

幼稚園教諭資格を 

有する人 

普通自動車免許を 

有する人 

勤務地 
市内いずれかの小中学校

（場所は未定） 

市内いずれかの小中学校

（場所は未定） 

市内いずれかの幼稚園

（場所は未定） 

勤務 

時間 

1日6時間 

週30時間勤務 

午前9時から 

午後4時まで 

※学校により、若干の

違いがあります。 

1日6時間 

週30時間勤務 

午前9時から 

午後4時まで 

※学校により、若干

の違いがあります。 

1日8時間 

週40時間勤務 

午前8時30分から 

午後5時15分まで 

賃金等 

月額賃金制 

基本賃金100,400円 

～132,100円 

※年齢により異なります。 

賞与、通勤手当の制度有 

社会保険、雇用保険加入 

月額賃金制 

基本賃金100,400円 

～132,100円 

※年齢により異なります。 

賞与、通勤手当の制度有 

社会保険、雇用保険加入 

月額賃金制 

基本賃金142,800円 
～181,800円 

※年齢により異なります。 

賞与、通勤手当の制度有 

社会保険、雇用保険加入 

雇用期間 
平成19年4月1日～平成20年3月31日 

（但し、期間更新する場合があります） 

試験内容 面接  面接日時：平成19年3月13日(火) 午後2時～ 

募集期間 平成19年3月1日(木)～3月12日(月) 

提出書類 履歴書 
履歴書、幼稚園教諭資

格を確認できる書類 

提出先 

問合せ先 

下妻市教育委員会学校教育課（千代川庁舎1階） 

  43-2111（内線2812・2813・2814） 

※土日を除く8時30分から午後5時15分までの間に提出してください。 

 

車の正しい登録をお願いします 

 
 自動車税（軽自動車税）は、そ

の自動車の主たる定置場の所在す

る都道府県（市町村）が4月1日現

在の所有者に課税することとなっ

ています。 

 住所が変わったときには変更登

録の手続きを、売買等により所有

者の名義が変わったときには移転

登録の手続きを、自動車の使用を

やめたときには抹消登録の手続き

を、3月末までに必ずすませてく

ださい。 
 

 

■自動車税については 

筑西県税事務所  24-9197 

■自動車の登録変更手続きについては 

○自動車・二輪車（126cc以上のもの） 
茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所 

  050-5540-2018 
○軽自動車 

軽自動車検査協会茨城事務所土浦支所 

  029-843-3535 

○ 原 動 機 付 自 転 車（125cc 以 下 の も

の）・小型特殊自動車（農耕作業車等） 
市税務課 内線1347 

“保存版 下妻市のごみのことが

わかる本”と“平成19年度指定

ごみ袋引換券”の送付 
 
●下妻市に住民登録（平成19年2

月1日現在）がある各世帯を対

象に、「保存版 下妻市のごみ

のことがわかる本」と「平成19
年度指定ごみ袋引換券」を2月

下旬頃から順次郵送します。  
●可燃ごみ、不燃ごみ、資源ご

み、有害ごみ、粗大ごみ等の分

別の仕方・注意点が書いてあり

ますので、内容をよく読んで、

正しくごみを出してください。   
●「平成19年度指定ごみ袋引換

券」は、必ず、券記載の引換期

間内に、指定ごみ袋取扱店でご

み袋と引き換えてください。 
●引換券は、特段の事情がない限

り、再発行しませんので、紛失

しないようにご注意ください。 
●平成19年3月下旬頃までに「保

存版 下妻市のごみのことがわ

かる本」と「平成19年度指定ご

防犯灯の蛍光管交換における 

転落防止 

 
 先日埼玉県において、電気工事

店作業員が防犯灯の蛍光管交換作

業の際に転落し、左脇腹を裂傷す

るという事故がありました。 
 転落した作業員は、安全帯・安全

帽を未装着であったため生じた事故

であり、墜落防止措置がきちんとな

されていれば防げた事故でした。 
 下妻市においても、同様の事故が

起きないよう、防犯灯等の蛍光管交

換作業の際には墜落防止措置等、適

正な措置を今後も続けてください。 
 
  東京電力株式会社 下館支社 
地域グループ 中里   40-2702 

労働力調査のお知らせ 

 
 労働力調査は、法律で定められ

た統計調査で、国内の就業の状況

を調べる調査です。就業者数、完

全失業者数、完全失業率などの動

向が明らかにされ、経済対策や雇

用失業対策に役立てられます。 

 このたび、次の区域で労働力調

査が実施されます。知事から委嘱

された調査員が調査対象地区の各

世帯に名簿づくりのためにうかが

います。この名簿をもとに調査世

帯を選びます。 

 労働力調査の内容を他に漏らす

ことや目的外に使用することは硬

く禁じられていますので、調査に

ご協力いただいた世帯に迷惑がか

かることはありません。ご協力を

お願いします。 
 

◆調査地域 江地内の一部 
 

  県企画部 統計課 

人口労働担当  029-301-2649 

高道祖地区 

排水処理施設使用料 
 

 2月は排水処理施設使用料の後期

分の納期です。納入通知書により2
月末日までに納入してください。 
 なお、口座振替の方は、事前に

預金残高をご確認ください。 
 

◆納付場所 市会計課または市内の

金融機関。納税貯蓄組合に加入の方は、

組合でまとめての納入となります。 
 

  市農地整備課 管理係  内線2622 

平成19年春季全国火災予防 

運動に伴うサイレン吹鳴 
 

 春の火災予防運動が3月1日から

3月7日までの1週間行なわれま

す。それに伴う行事のひとつとし

てサイレン吹鳴及び半鐘打鐘を次

のとおり実施しますので火災と間

違いのないようにお願いします。 
 

◆日時 3月1日(木) 午前7時 

    3月4日(日) 午前7時 

    3月7日(水) 午前7時 

※隣接市町においても吹鳴されると思わ

れますのでよろしくお願いします。 

み袋引換券」が郵送されない場

合は、市生活環境課までお問い

合わせください。 
 

  市生活環境課 内線1424・1425 

図書館 おはなし会 

 
 市立図書館の3月の「おはなし

の花たば（おはなし会）」は次の

とおりです。 

 参加は自由ですので、お気軽に

お越しください。 

 

◆日時 3月10日(土) 午前10時30分 

～11時30分／午後2時～3時 

※午後の部は4才以上のお子さん

向けです。 

◆場所 市立図書館  児童室 

    （おはなしコーナー） 
 

  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 3月20日(火) 午後2時～ 

◆上映作品 『雨の朝パリに死

す』（1954年 米 116分） 

監督：リチャード・ブルックス 

原作：F･スコット･フィッツジェ

ラルド 

出演 エリザベス・テイラー、

ヴァン・ジョンソン他 

◆あらすじ 第二次大戦終結の日

のパリ。アメリカ軍の中尉チャー

ルズは、アメリカからやってきた

美しい娘ヘレンと恋におち結婚す

る。昼間は通信社で働き、夜は小

説にとりかかる充実した生活。し

かし派手好きなヘレンは夜ごと遊

び歩き、プレイボーイのポールと

たわむれの愛に溺れる…。 
 

《子ども映画会》 

◆日時 3月24日(土) 午後2時～ 

◆上映作品 『いばら姫／なし売

り仙人／つぐみのくちばしの王

子／宝島』（アニメ：約60分） 

※世界の名作童話アニメより4話

を上映します。 

 

◆場所 市立図書館 映像ホール 
 

  市立図書館  43-8811  

千代川地区のみなさんへ 
自動車保管場所証明 

 （車庫証明）はいらないの？ 
 

 車庫証明は、｢自動車の保管場所の

確保等に関する法律及び同施行令｣に

適用除外区域が規定され、下妻警察署

管内では旧千代川村が該当します。 
 法令では車庫証明を必要としない

区域は「平成12年6月1日における区

域」と規定していることから、合併

以後も法令の改正がない限り、千代

川地区（旧千代川村）は車庫証明が

必要ありません。 
 

  下妻警察署 車庫証明係    43-0110 
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新米ママ  遊びにきませんか？ 
 

 0歳児の赤ちゃんを持つお母さん！
子育ての悩みなど、日頃のストレス
は溜まっていませんか？同じ年頃の
子を持つママ同士が集まって、ベ
ビーマッサージをしながら楽しくお
しゃべりをしようという企画です。
合わせて、育児相談もおこないます
ので、お気軽にご参加ください。 
 

◆対象 0歳児の親子 20組（先着順） 

◆日時 3月13日(火) 午前10時
～11時30分（受付9時45分～） 

◆場所 下妻公民館  1階和室 

◆講師 荻根 文江  
（amour bebe 国際インファン
トマッサージ協会公認講師） 

◆持ち物 バスタオル1枚 小さ
いレジャーシート 手ぬぐい1枚 

◆参加費 300円 
（講師料 母親クラブ負担） 

◆申込方法 電話予約  

◆主催 下妻母親クラブ 
※来年度から月２回、乳児のクラ
ブを開催する予定です。 
 

   鈴木  44-2764  
       090-2460-9041 

高齢者はつらつ百人委員会 

委員募集 
 
 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、｢高齢者はつらつ百人委員会｣
委員を募集します。 
 
◆内容 高齢者自らが地域の高齢
者を対象に健康づくり、生きがい
づくりに関する事業を、企画し実
施する委員会です。 
◆応募資格 県内に住んでいる概
ね60歳以上で、委員会の活動にき
ちんと出席できる方。※報酬・交
通費はなし。 
◆任期  平成19年4月～平成21年3月末日 

◆応募方法 はがきに住所・氏名
（フリガナ）・年齢・性別・電話
番号と「応募の動機、活動の抱
負、社 会 活 動 歴 な ど（200 字 程
度）」を明記し、3月15日(木)ま
でに申し込みください。 ※申込
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 高齢福祉係 

 内線1537 

わらべうた・あそびランド 

小さな春をみつけよう参加者募集  
 

木の芽や草の芽が伸び、林の中の

小動物や昆虫が活発に動き出しま

す。野山に出て小さな春を一緒に

見つけませんか。 
 

◆日時 3月25日（日） 

 9時30分集合 ※雨天中止 

◆場所 小貝川大橋東側堤防および林

（ネイチャーセンター駐車場集合） 

◆対象 3歳児～小学6年生までの親子 

◆持ち物 お弁当（おにぎり）･

水筒･レジャーシート･はさみ又は

ナイフ（草摘み用） 

◆締め切り 3月22日（木） 

◆主催 わらべうた・あそびランド 

※当日は汚れてもよい服装でお越

しください。  
 

   市生涯学習課 内線2834 
 

たこあげ大会参加者募集 

 
 みんなで楽しく大空に向かって

凧をあげませんか。 

 大きさや形は問いません。親子

で作った手作り凧を持ち寄って青

空高く凧を飛ばしましょう。 

 しみず児童館では、次のとおり

｢たこあげ大会｣を予定しています

ので、お気軽にご参加ください。 

 

◆対象者 一般親子及び中学生 

◆日時 3月26日(月)  

午前10時～11時30分 

◆場所 

小貝川ネイチャーセンター広場 

◆参加費 無料 

◆持ち物 手作り凧、汗拭きタオ

ル ※希望者には当日、簡単な凧

作りを指導します。参加賞も用意

しています。 

 
   しみず児童館［下妻市高道

祖60-2］   30-5075 

砂沼サンビーチギャラリー 
プリザーブド・フラワーアレンジ 

教室受講生を募集します 

  
◆期日  

3月14日(水)「春のアレンジ」 
4月18日(水)「母の日アレンジ」 
5月16日(水)「父の日アレンジ」 
6月20日(水)「七夕アレンジ」 
9月以降は、毎月第3水曜日開催予定 
◆時間 午前10時～12時 
◆場所 砂沼サンビーチ 
1階 ギャラリー［長塚乙4-1］ 
◆講師 「アトリエ・ミリー」  

主宰／古谷直美先生 

◆定員 各20名（先着順） 
◆受講料 1受講につき2,500円 

（花材費、レッスン代等） 
◆持ち物 新聞紙1枚、はさみ 

（文具用でOK） 
 
    砂沼サンビーチプリフラ係   

           43-6661 

市社会人軟式野球連盟チーム

登録をしよう！  
 

◆登録 ※支部登録 15,000円 

（市内予選をおこない、上部大会

へ出場するチーム） 
※連盟登録 15,000円 

（市内大会のみ出場するチーム） 
※学童部 10,000円 
◆資格 市内在住又は在勤の社会

人で構成されたチーム及び小学生

のチーム 
◆申込先 3月15日(木) 午後5時

までに市教育委員会スポーツ振興

課（千代川庁舎2階）へ申し込み

ください。 
◆その他 3月16日(金) 午後7時か

ら下妻公民館において総会を開催

します。総会終了後、支部予選の

組み合わせ抽選を行いますので、

登録チームは参加負担金（高松宮

杯5,000円・天皇杯5,000円）を持

参の上、必ずご出席ください。 
 

 

下妻社会人軟式野球連盟事務局 

大山晃    43-0707 

やすらぎの里しもつま 

農産物千代川直売所の出荷者募集 

 
 開設に伴う生産農家の出荷利用

会員の募集をおこないます。 

 

◆対象 下妻市内において生産さ

れた農産物（切花、野菜苗含む）

及び農産加工品（但し加工品は所

定の許認可のあるもの）を直売所

を利用して販売する生産者。 

◆申込方法 お近くのJA常総ひ

かり各支店窓口へお越しの上､必

要事項をご記入の上お申し込みく

ださい。 

◆申込締切 3月8日(木) 
 

  JA常総ひかり本店営農部営農

企画課  48-0713 

 

 
 

  

 交通遺児（満13歳未満）が損害賠償金等の中から拠出金を払い
込んで加入しますと、この資金に国、民間からの援助金を加えて
安全・確実な運用をし、交通遺児が満19歳に達するまで、3か月
ごとにまとめて育成給付金を給付します。（年金方式） 
 

◆拠出金（加入時）         ◆育成給付金（月額） 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 ◆給付金総額 
 

 
 

 
→育成給付金は、拠出金等を取り崩しな

がら支給されるので、加入者が満19歳に

達したときの返還金はありません。 

 

◆その他の給付 

 加入者が満6歳、満12歳および満15歳に達し、小学校、中学校、高等学校

へ入学または就職するときに、それぞれ35,000円（加入者が満19歳に達し、

育成給付金の支給が完了するときには、完了給付金2万円）支給します。 
 

  (財)交通遺児育成基金［〒102-0083 東京都千代田区麹町6-1-25 上

智麹町ビル6階］  0120-16-3611   03-5212-4511  

  03-5212-4512   info@kotsuiji.or.jp  www.kotsuiji.or.jp 

0歳～4歳 700万円 

5歳 665万円 

6歳 630万円 

7歳～8歳 595万円 

9歳 560万円 

10歳 525万円 

11歳 485万円 

12歳～12歳6か月未満 455万円 

12歳6か月～13歳未満 430万円 

年 齢 拠出金 年齢 育成給付金(月額) 

0歳～5歳 32,000円 

6歳～8歳 40,000円 

9歳～11歳 45,000円 

12歳～14歳 55,000円 

15歳～18歳 70,000円 

加入時年齢 受取総額 

0歳～2歳 1,070万円～990万円 

3歳～5歳 950万円～870万円 

6歳～8歳 840万円～740万円 

9歳～10歳 690万円～640万円 

11歳～12歳 580万円～500万円 

精神障害者の家族のための 

講演会 

 
 家族会に入会している方、また

は一般の方で家族会に関心のある

方など、どなたでも参加できま

す。お気軽にご参加ください。 
  
◆日時 3月6日(火) 午後1時30分～ 
◆演題 「自立支援法をどうのり

こえるか」 
全国精神障害者家族会連合会  
専務理事  江上 義盛氏 
◆場所 常総市総合福祉センター 

研修室［常総市新石下4365］ 
 

  下妻地方家族会  0297-42-1712 

ろうきんの教育ローン 

 
◆融資額 最高500万円（労金の

会員の方は1,000万円）一括融資

または分割融資 
◆返済期間 15年以内（在学中の

元金返済据置もできます） 
◆金利 （平成19年2月1日現在） 
1.9～2.4％（固定金利･特別金利･

返済期間15年以内） ※なお、保

証料は個人負担となります。 
◆保証 茨城県労働者信用基金協

会の保証 
◆利子補給 育英基金より在学中

はお子様1人あたり100万円まで

の融資に対し、年1％の利子補給

を受けることができます。 
 

  労働金庫下妻支店   43-6211 

FAX 

FAX 

青少年健全育成市民大会 

が開催されます 
 
  青少年を育てる下妻市民の会
では、3月3日(土) 午後1時30
分から、千代川公民館にて青
少年健全育成市民大会を開催
します。 
  善行青少年の発表や中学生に
よる音楽発表、大人と中高生
が身近なテーマについて話し
合うパネルディスカッション
を予定していますので、市民
のみなさんのご参加をお待ち
しています。 
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広
報 

春休み いけ花体験教室  
 

 下妻地区及び千代川地区で体験教室を開催しま

す。是非ご参加ください。 
 

◆日時 3月24日(土) 午前9時30分～11時30分 

◆場所 ・下妻地区―下妻公民館  

    ・千代川地区―千代川公民館 

◆対象 幼稚園児（保護者同伴）から大人まで 

◆参加費 教材費として1人800円 

◆用意するもの はさみ（器のある方は持参可） 

◆主催 下妻市華道文化協会 

◆申し込み締切日 3月10日(土) 
 

   坂井厚子  44-4356（下妻・千代川両地区共

平成19年度  配水管工技能講習会（講習会Ⅰ） 
 

（社）日本水道協会では、配水管工事事業者及び水
道事業体の水道技術者を対象に、耐震継手管の配
管・接合に関する知識や技能の修得を目的として配
水管工技能講習会を次のとおり実施します。 
 
◆講習日程（3日間） 
・第1回  4月11日(水)～4月13日(金) 
・第2回  4月25日(水)～4月27日(金) 
・第3回  5月  7日(月)～5月  9日(水) 
・第4回  5月21日(月)～5月23日(水) 
・第5回  8月27日(月)～8月29日(水) 
◆講習会場（東京会場） 東京都水道局研修・開発セン
ター［東京都世田谷区玉川田園調布1-19-1］  03-3645-5549 
◆受講資格  
①配水管布設工事2年以上の実務経験者  
②耐震管継手の配管・接合の未経験者 

◆受講料 1名につき  60,000円 

◆受講申込方法 
 3月9日（金）までに㈱東京水道サービス水道資
材センターまで郵送でお申し込みください。 
※先着順に受け付け、締切日にかかわらず定数にな
り次第締め切らせていただきます。 
※講習会の残席状況・近隣の講習会場等の詳細は、
ホームページでご覧になれます。また、受講申込書
もホームベージからダウンロードできますのでご利
用ください。（www.jwwa.or.jp/haikan） 
 

   ㈱東京水道サービス水道資材センター  
［〒136-0075東京都江東区新砂1-12-7］ 
  03-3645-5549     03-3645-5316 

ポリオ生ワクチン投与のお知らせ 
 
◆該当者 生後3か月から90か月（7歳6か月）未満

で、2回の投与がまだ済んでいない子 

＊ポリオワクチンは免疫を十分につけるため、2回

の投与が決められています。 

＊BCG接種が済んでいない子は、先にBCG接種を

受けましょう。 

◆日時 3月14日(水) 午後2時～2時30分 

◆場所 保健センター 

◆持参する物 受診券、予診票（責任をもって記入

してください）、母子健康手帳、体温計（体温は接

種会場で計ってください） 

＊「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。 
＊おたふくかぜ・水ぼうそう・突発性発疹にかかっ

た子は治ってから約1か月(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。 

＊BCG・麻しん風しん混合を受けた子は、27日以上

あいていないと今回の接種は受けることができませ

ん。三種混合・インフルエンザ・日本脳炎を受けた子

は、6日以上あいていないと受けることができません｡ 

＊ポリオの1回目と2回目の間隔は6週間以上あけて

ください。 

◇来年度の予防接種予定は、3月中旬頃に「保健セ

ンター予定表」でお知らせします。 
 

  市保健センター  43-1990 

FAX 

チャリティ“民謡のつどい” 

千代川ライオンズクラブ 
 

 日時 3月18日(日) 開演 12時30分～ 
 場所 千代川公民館ホール  入場料 無料 
 

送迎バス 
コース①（出発11:00～） [上妻]養護学校 → 下妻市役所 → 市立図書

館 → 総上小学校前 → (田下)内田肥料店前 → 千代川公民館 

コース②（出発11:45～） [村岡]名倉堂前 → [五箇]小竹商店前 

→ [皆葉]小林トーヨー住基前 → [別府]セーブオン前 → [鎌庭]き

ぬそば前 → 千代川公民館 

コース③（出発11:00～） 高道祖神社前 → [山尻]鹿島神社前 → 豊

加美小学校前 → [大園木]鈴木商店前 → [鯨]青柳建設前 → [見田]

島田鍼灸接骨院前 →千代川公民館 

コース④（出発11:45～） 

[原]平塚自動車前 → [原]羽田バッテリー前 → 千代川公民館 



 子どもに対する予防接種への関心を高め、感染症の発生及びまん延を予防することを目的に｢子ども予防

接種週間｣が実施されます。通常の診療時間に予防接種が受けにくい人たちに対し、平日の夜間、土曜日・

日曜日の休日にも予防接種をおこないます。予防接種週間中は、下記の医療機関において診療時間以外にも

予防接種を実施します。4月からの入園・入学に備え、よい機会ですのでお子さんの接種歴を 

確認して接種もれのないようにしましょう。 
＊接種回数の多い三種混合、4回目の追加接種までお済みでしょうか？ 
＊接種年齢が限られている麻しん風しん混合、特に年長児のみなさん、接種はお済みですか？ 
 

◆平日夜間･休日診療協力医療機関・受付時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※接種希望者はワクチンの準備等がありますので、必ず来院前に電話等でご予約ください。 
 
◆受診できる予防接種の種類 

 市で個別接種を実施している三種混合、麻しん風しん混合（場合により、風しんのみ）に限ります。 ※日本脳

炎は、現在接種は中止しています。 
◆接種費用 

 接種対象年齢にある子は、保健センター発行の受診券をお持ちください。接種費用は無料です｡受診券のない人

は再発行しますので、保健センターへご連絡ください。接種対象年齢外の子の接種は、全額自己負担となります。 
 
  市保健センター    43-1990 (直通)   43-2111 (内線1552～1555) 

実施日 
菊山胃腸科外科医院 

 44-2014 
湖南病院 

 44-2556 
中山医院 

  43-2512 
平間病院 

  43-5100 
浅田医院 

  44-3957 
古橋医院 

  44-2792 
3月1日(木) 18:00～19:00     18:00～19:00 18:00～19:00 18:00～18:30 

2日(金)       18:00～19:00 18:00～19:00 18:00～18:30 

3日(土)   8:30～12:00 
14:00～17:30 

13:30～17:00   8:30～12:00 
14:00～17:00   

  9:00～12:00 
14:00～17:00 

  9:00～12:00 
15:00～17:00 

  9:00～12:00 
14:00～17:00 

4日(日) 8:30～12:00     
  9:00～12:00 
14:00～17:00     

5日(月) 18:00～19:00     18:00～19:00 18:00～19:00 18:00～18:30 
6日(火) 18:00～19:00     18:00～19:00 18:00～19:00 18:00～18:30 
7日(水) 18:00～19:00     18:00～19:00   18:00～18:30 

   

  

  

  

  

  

  

 

医療機関 

こころの健康相談 
 
 こころの病に関する相談に、専門医が応じます。

眠れない、イライラする、気分が落ち込む、やる気

が出ないなどうつ状態や自律神経失調症などの症状

がある方、ひとりで悩まずにご相談ください。（秘

密は守ります。本人が来られない時は、ご家族の方

でも結構です） 
 
◆日時 3月14日(水) （毎月第2水曜日）午後1時～

3時（予約制）※日時は変更になる場合もあります

ので、予約時にご確認ください。 
◆場所 下妻市役所第2庁舎 

    小会議室 
◆相談担当者 精神科医 
◆申し込み方法 予約制ですので、福祉事務所まで

お申し込みください。（匿名でも結構です） 
 

   市福祉事務所  障害福祉係 内線1577  

パーキンソン病講演会及び個別相談会 
 
 筑波大学付属病院の医師による講演会、個別相談

会が開催されます。お気軽にご相談ください。 
 
◆日時 3月17日(土) 
◆内容 
 ①講演会  13:00～14:40  予約不要 
  「パーキンソン病の基礎知識と日常生活」 
 ②個別相談会 5組 15:00～16:50 要予約 

  （定員になり次第締切） 
◆場所 つくば国際会議場（エポカルつくば） 

    ［つくば市竹園2-20-3］ 
◆対象 パーキンソン病関連疾患 患者・家族 
◆個別相談申し込み締切日 

 3月15日（木）午後5時まで 
 
    県難病相談・支援センター    029-853-3610 




