
鬼怒川・小貝川を考えよう 
 

 国土交通省では、利根川水系鬼

怒川・小貝川の国が管理している

区間について、関係住民のご意見

等を踏まえた「利根川水系鬼怒

川・小貝川河川整備計画」の策定

を進めています。みなさんのご意

見をお聴かせください。 
 

◆募集期間 2月9日(金)まで 
 

  関東地方整備局 下館河川事務所  

調査課  25-2171 
www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/plan 

小貝川ふれあい公園をもっと素

敵な公園にしませんか 

 
 小貝川ふれあい公園の管理・運

営については、「小貝川ふれあい

公園運営委員会」において意見を

いただき充実を図っています。 

 今回、委員会では、小貝川ふれ

あい公園に関心のある方を下記の

通り募集します。委員会の活動

は、年2回の会議および年1回の研

修が主なものとなります。 

 小貝川ふれあい公園をよりすば

らしい公園にするため、みなさん

のご意見をお聞かせください。ご

協力をお願いします。 
 

◆対象 市内在住の成人女性 

◆任期 平成19年4月より2年間 

◆募集人数 若干名 

◆受付締切 2月28日(水) 
 

   市都市整備課  内線1724 

クロスコネクションの禁止 
 

クロスコネクションとは 
 

上水道の管とそれ以外の管（井戸 

水、簡易水道な

ど）を直結する

ことや、必要に

応じて切替えて

使用することを

いいます。 

 

クロスコネクションの危険性 
 

上水道の管とそれ以外の管を直結

した場合、バルブ（止水栓）の

誤った操作や事故により、上水道

管にそれ以外の水が流れ込み、上

水道が汚染される危険性があり、

近隣世帯にも影響を与えかねませ

ん。そのため場合によっては法律

で罰せられることがあります。ま

た、メータが反対方向に回ったた

めに、水道使用料金が異常に高額

になったケースもありました。 

 

クロスコネクションになっている場合 
 

 速やかに水道事業所に連絡する

と共に、市指定給水装置工事事業

者に修繕を依頼してください。 

 

水道水と井戸水を併用して使用して

いる場合下図は、クロスコネクション

になりません。 

 

 

 

 

 
 

  市水道事業所  44-5311 

井戸水を原因とする 

乳児ボツリヌス症 

 
 平成18年12月、厚生労働省から

乳児ボツリヌス症の発症事例の報

告がありました。報告によると、

同年9月、乳児1名が乳児ボツリヌ

ス症を発症し、感染経路等の調査

の結果、乳児用調製粉乳の調製に

使用した井戸水が原因でした。 

 井戸水をお使いの方は、定期的な

水質検査等の適正な管理をおこな

い、衛生の確保を図ってください。 

 特に、1歳未満の乳児の調製粉乳の

調製及び水分補給には、①上水道の

水 ②水道法に基づく水質基準に適合

することが確認されている自家用飲用

井戸等の水 ③調製粉乳の調製用とし

て推奨される容器包装に充填し、密栓

又は密封した水 のいずれかを一度沸

騰させ50℃程度に冷ましたものを使

用してください。 
 
  ●常総保健所    0297-22-1351 

  ●市生活環境課 内線1423 

ふるさと博物館臨時休館 
 

 市ふるさと博物館では、全館燻蒸

（害虫やカビの駆除）をおこなうた

め、次の期間臨時休館となります。 
 

臨時休館 2月20日(火)～25日(日) 
 

臨時休館中の問い合わせ先 
●2月20日(火)～2月24日(土) 
市博物館仮事務所（千代川庁舎） 内線2831 
●2月25日(日)  
市ふるさと博物館  44-7111 

フィットネスパーク・きぬ（ほっとランド・

きぬ）臨時休館日のお知らせ 

  
 プール水の入替、機械の保守点検

等に伴い臨時休館となります。また、

公園全体も臨時休園となりますので、

ご理解とご協力をお願いします。 
  

臨時休館 2月20日(火)～23日(金) 

※2月19日(月)は、通常どおり 

 休館日となります。 
  

  ほっとランド・きぬ 

［中居指1126］  30-4126 

休日在宅当番医変更のお知らせ 

     
変更前 

2月11日(日)  菊山胃腸科外科医院 
2月12日(月)  中山医院 
 

      
変更後 

2月11日(日) 中山医院 

2月12日(月) 菊山胃腸科外科医

 

 

 

 下妻、千代川、大宝公民館、各地区館教室の1年間の成果を発表する「公

民館まつり」を開催します。みなさんのご来場をお待ちしています。 
 

◆日時 2月17日(土)、18日(日) 午前9時～午後4時 

◆会場 千代川公民館（千代川庁舎敷地内） 
 

＜発表会＞2月17日(土) 9:30～ 

 

 

 

＜作品展示＞ 

 

 

 
 

＜体験コーナー・イベント＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○公民館図書室の古本、古雑誌の無料配布 

 

※2月の公民館おはなしの会は、千代川公民館 図書室での開催になります。 

  ご注意ください。 

 

  ●千代川公民館  44-3141 ●下妻公民館  43-7370   

オカリナ 初心者フラメンコ お父さんのピアノ 混声ハーモニー 

マジック 初心者社交ダンス 上妻童謡 騰波ノ江童謡 

絵手紙 押し花 ハンドクラフト プリザーブドフラワー ガーデニング 

生 花 竹工芸 陶 芸 筆ペン習字 折り紙 

パッチワーク 手編み フラワーアレンジメント ちぎり絵   

教 室 日 時 内 容 材料費他 

 ヨガ 
  18日       
       

10:00～11:00 
14:00～15:00 

ヨガ体験 無料 

 エアロビクス   18日 10:00～11:00 
エアロビクス 

体験 
無料 

 絵手紙   18日   9:00～16:00 絵手紙体験 無料 

 足うら健康法   18日  
10:00～12:00 

13:30～15:30 
足うら健康法 

体験 
無料 

 初心者 

 社交ダンス 
  17日  10:00～12:00 ダンス体験 無料 

 筆ペン習字 
17日  

18日  

のし袋、 

のし紙の書き方 
無料 

 折り紙 折り紙体験 無料 

 押し花  17日･18日 11:00～15:00 押し花で小物作り 
  200円 

  ～500円 

 手編み  17日･18日 10:00～15:00 
つまみ編み他 

マフラー 
300円～ 

 簡単 

 お菓子作り 
 17日･18日 13:30～16:00 

りんごとココナッ 

ツのケーキ作り 

300円 

要事前予約 

ハンドクラフト   17日 13:30～15:30 
トールペイント 

でかわいい表札 

作り 

500円 

要事前予約 

 プリザーブド 

 フラワー 
  18日 10:00～12:00 ボトルアレンジ 

1000円 

要事前予約 

 公民館 

 おはなしの会 
  17日 13:30～14:30 絵本の読み聞かせ  

 17日･18日 終日 

午後 

終日 

図書館 おはなし会 

 
 市立図書館の2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 2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歳以上のお子さん

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 
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 旧下妻市、旧千代川村が合併して新下妻市となったことに伴って｢下

妻｣、｢千代川｣の2つの都市計画区域を1つに統合していくにあたり、都

市の将来像を示す｢都市計画区域マスタープラン｣と｢用途地域｣の都市計

画変更案がまとまりましたので、下記により案の縦覧をおこないます。 

 都市計画区域マスタープランは、それぞれ2つの都市計画区域で、既

に定めている都市計画区域マスタープランからの大幅な変更はありませ

んが、変更後はこの都市計画区域マスタープランに即して個別の都市計

画決定など一体的な都市づくりを進めることになります。 

 なお、用途地域の変更も予定していますが、都市計画区域の統合に伴

うものであり、内容の変更はありません。 

 この案にご意見のある方は、下記縦覧期間中に意見書を提出するこ

とができます。提出していただいたご意見は、変更案に添えて、今後

開催される茨城県または下妻市の都市計画審議会に提出されます。 

 
◆縦覧対象の都市計画内容 

①都市計画区域マスタープランの変更…茨城県決定案件   

②用途地域の変更…下妻市決定案件 
 

◆縦覧期間  

 2月5日(月)～19日(月) 午前8時30分～午後5時 

＜土・日曜日及び祝日は除く＞ 

 

◆縦覧場所 

 茨城県土木部都市局都市計画課   029-301-4592 
   下妻市建設部都市整備課  43-2111（内線1725・1726） 

※都市計画区域マスタープランの案については、茨城県土木部都市局都

市計画課のホームページにおいて縦覧期間中に公開します。 

 

◆意見書の提出 

 ご意見のある方は、上記縦覧期間中に①の案は茨城県知事あてに、ま

た②の案に対しては下妻市長あてに、意見書を持参または郵送により提

出してください。（2月19日までに必着） 

 

①の案に対して 

〒310-8555 水戸市笠原町978-6 

茨城県知事 橋本昌（茨城県土木

部都市局都市計画課扱い）あて 

 

②の案に対して 

〒304-8501 下妻市本城町2-22 
下妻市長（下妻市建設部都市整備

課扱い）あて 

 県営土地改良事業（ほ場整備）大宝沼地区の測量業務を下記のとおり

実施します。調査測量に伴い、水田等に立ち入ることがありますので、

みなさんのご協力をお願いします。 
 

◆調査期間 1月～3月下旬 
◆調査区域 図面のとおり 
◆調査機関 茨城県、茨城県土地改良事業団体連合会県西事業所 
 

   市農地整備課 内線2623 

 市農地整備課では下栗地区にお

いて、排水路工事を実施します。

工事期間中は、通行止め等ご迷惑

をおかけしますので、みなさんの

ご協力をお願いします。 
 

◆工事期間 1月下旬～3月中旬   

◆工事区域 図面のとおり 
◆工事業者 都建設工業(有) 
 

   市農地整備課 内線2625 

面積 

A=144ha 

排水路整備工事 
L=135m 

 平成19年度の集団健康診査は、平成18年度に住民健診を受けた方及び

平成18年度に健診を申し込んだ方に受診券を送付します。 
 例年配布していました集団健康診査申込書を今年度は配布しません。

会社を退職された方や学校を卒業された方など、平成19年度に新たに健

診を希望する方は保健センターにお問い合わせください。 
 
  各検診の実施項目は次のとおりです。 
①肺がん検診（40歳以上の方） 胸部エックス線検査 

※単独での受付はしません。基本健診とあわせて受診してください。 
②基本健診（19歳以上の方） 身体計測･尿検査･血圧測定 

                ・眼底検査･血液検査･心電図検査 
③胃がん検診（19歳以上の方）  胃部エックス線検査     

④大腸がん検診（19歳以上の方） 便潜血検査 
⑤子宮がん検診（20歳以上の方） 細胞診及び内診 

⑥骨粗しょう症検診        かかとの超音波検査 

 （40歳～70歳の女性で節目年齢の方対象） 
※前立腺がん検診（50歳以上の男性）と肺がん喀痰検査（50歳以上の方

及び自覚症状のある方）の希望は､基本健診当日受付します。 
※各種検診ごとに平成18年度に受診された、もしくは申し込みを受け付

けているものについて受診券を送付します。 
  乳がん集団検診は予約制です。検診のおよそ2か月前から予約受付を

します。前年度受診されていても予約が必要です。詳細については、お

知らせ版等に掲載します。 
  各検診の日程及び会場等は下妻市保健センター予定表及びお知らせ

版等をご覧ください。 
  乳がん・子宮がん医療機関検診を希望する方は、直接保健センター

にお申し込みください。受付開始は6月の予定です。 
    
   市保健センター  43-1990（直通）  43-2111（内線1552）  



図書館映画会（無料） 

 
《ライブラリーシアター》 
 

◆日時 2月20日(火) 午後2時～ 

◆上映作品 『THE GROUND－

地雷撤去隊－』（1998年 日本 

83分） 監督 室賀厚 

出演 江原修，諸江みなこ他 

◆あらすじ 内戦後の復興目覚し

い東南アジアの某国。日系企業

の道路敷設工事現場で爆発事故

が発生する。そこが地雷原であ

ると報告を受けた現場指揮者は

地雷撤去チームへの依頼を決定

するが、工事の長期中断を許さ

ない開発部長は札束を抱えて刑

務 所 へ 向 か う。成 功 報 酬 は 釈

放、命は保証されない地雷撤去

作業への参加志願者の囚人たち

は何人生き残れるのか？本当に

釈放されるのか？ゆうばり国際

冒険・ファンタスティック映画

祭'98冒険映画賞受賞作。 

 
《子ども映画会》 
 

◆日時 2月24日(土) 午後2時～ 

◆上映作品 『マッチうりの少

女／きつねとうさぎのちえくら

べ／ドラキュラ／仕事をとりかえ

たおやじさん』（アニメ：約46
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  

農林水産統計調査員の募集 
  

 農林水産省では、農林水産業に

関する、各種統計調査に携わって

いただく統計調査員および調査補

助者を募集しています。 

 統計調査員の仕事の内容は、

調査先への調査の依頼、回収等

が主です。調査補助者は、職員

に同行して現地での作業が主と

なります。 

 応募を希望される方は、下記ま

でお問い合わせください。 

 
  関東農政局茨城農政事務所筑

西統計・情報センタ－（上野） 

  49-8380 

第７回ふるさと博物館 

体験学習参加者募集 
 

 市ふるさと博物館では、下記の

とおり「第7回体験学習」を開催

します。みなさんのご参加をお待

ちしています。 

  

◆日時 2月17日(土)  

    午前9時～12時 

◆場所 ふるさと博物館  

    体験学習室 他 

◆内容 おひなさまを作って、 

    ふるさと博物館に飾ろう 

◆講師 当館職員 

◆参加費 300円(材料費等) 
◆定員 50名 

◆申込期間 2月1日(木)～14日

(水) 午前9時～午後4時 ※2月5日

(月)・13日(火)は休館日です。 

◆申込方法 申し込みは、ふるさ

と博物館にて所定の用紙に必要事

項を記入の上、参加費をお支払い

ください。また、定員になり次第

締め切らせていただきますのでご

了承ください。 

 
  市ふるさと博物館    44-7111 

第12回 茨城県ビーチボールバ

レー親善大会 参加者募集 

 
◆日時 3月4日(日)  午前8時30分 

◆場所 市総合体育館他7会場 

   ※当日は総合体育館に集合 

◆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） 

・男女混合Aの部（一般男女） 

・男女混合Bの部（男子50歳以上） 

◆チーム編成 監督1名、選手6名

をもってチーム編成をする。（監

督も選手として出場可） 

◆参加資格 県内在住在勤者で傷

害スポーツ保険加入者 

◆競技ルール 「茨城県ビーチ

ボールバレー・ルール」による 

◆参加費 1チーム1,500円 

◆申込方法 所定の申込書に参加

費を添えて、市教育委員会スポー

ツ振興課（千代川庁舎2階）また

は、市総合体育館窓口（土、日も

受け付けます）までお申し込みく

ださい。 

◆申込締切 2月9日(金) 
◆組み合わせ 事務局にて厳正に

おこないます。 

 

  市ビーチボールバレー連盟  

（粟野） 44-2544 

県立水戸南高等学校通信制過程 

生徒募集 
 

 毎日通学できない方でも学べる

通信制（単位制）で幅広い年代の

方が学んでいます。前の高校で修

得した単位を活かせます。 

 

◆受付期間 

一般入学 3月15日 (木 )～28日

(水) 編・転入学 2月16日(金)～
23日(金) ※ただし、土・日・祝

日を除く午前9時から午後5時ま

で） 

 

  県立水戸南高等学校［〒310-
0804 水戸市白梅2-10-10］    

  029-247-4284(通信制職員室)  

  029-247-6173(事務室)  

www.mitominami-h.ed.jp 

下館建設高等職業訓練生募集 

 
◆科目（内容） 

○建築科（木造建築に必要な建築

製図、実技に必要な知識・技能） 

○板金科（建築板金に必要な建築

製図・板金展開法・実技に必要な

知識・技能） 

◆募集人数 各科 5～6人 

◆訓練期間 3年間 

◆訓練日時 第2・第4日曜日 

      午前9時～午後3時 

◆費用  (年額)  1年目･･･42,000円 

 2・3年目･･･15,000円 

◆申し込み方法 県西地区下館建

設高等職業訓練校備え付けの申込

書を3月 20日 (火 )（当日消印有

効）までにお申し込みください。 

 

   県西地区下館建設高等職業

訓練校［〒308-0841 筑西市二

木成稲荷塚806-2］  24-0053 

女性のための生き方・働き方 

セミナー 

 
 県では、女性の方を対象に生き

方や働き方を考えるセミナーを開

催します。みなさんの積極的なご

参加をお待ちしています。（参加

無料） 

 
必ず役立つ！あがり症克服法 

◆日時 2月16日(金) 
    午後1時30分～3時 
◆場所 
 しもだて地域交流センター 

◆講師 キャリアコンサルタン

ト・LEC講師 江川 裕子氏 

◆定員 30名 

 
仕事探しのヒントと面接のポイント 

◆日時 2月17日(土) 
    午後1時30分～3時 

◆場所 つくば国際会議場 

◆講師 就職ジャーナリスト 

    岡本 武史氏 

    定員 50名 

 

あそびの広場＜講座編＞ 

 
 保健センターでは、あそびの広

場の講座編として、講演会を開催

します。 
 “子育てって難しい･･･”と悩

んでいるお父さん・お母さん。ぜ

ひこの機会に子育てについて学ん

でみませんか？ 何か、必ずヒン

トが見つかるはず･･･!! 
 
講演 

｢子育て科学～子育ては脳育て～｣ 

講師 

文教大学教育学部 助教授 

小児科医 成田 奈緒子 先生 
      
◆日時 2月27日(火) 午後1時30分

～3時30分（受付 午後1時～） 
◆場所 下妻市保健センター 
◆対象 子育て中のお父さん、お

母さん、子育てに携わっている方  
◆定員 50名（先着） 
◆締め切り 2月20日（火） 
◆申し込み方法 保健センターへ

電話でお申込ください。 
 

  市保健センター  

 43-1990（直通） 

 43-2111（内線1554･1555） 
※当日、ご希望の方には保育をし

ます。保育の定員は20名で締め切

ります。お申し込みの際、保育の

希望をお伝えください。   

◎各回とも、希望者を対象にジョ

ブカフェいばらきによるキャリア

カウンセリングをおこないます。 

※申込方法等詳細は、下記までお

問い合せください。 

 
  県女性青少年課 

    029-301-2178 
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キッズくらぶ 

 
 お友達と楽しく体を動かしませ

んか？偶数月は親子エアロビ（30
組）を、奇数月は親子リトミック

（20組）をおこないます。 

 2月は「親子エアロビ」です。 

 

◆日時 2月14日(水)  

    午前10時30分～ 

◆対象 1歳以上の親子 

◆場所 千代川保健センター 

＊動きやすい服装でご参加くだ

さい。 

＊持ってくる物･･･汗拭きタオ

ル、飲み物、上履き（お持ちの

方） 

＊予約制ですので電話でお申し込

みください。（先着30名） 

＊お申し込みは当人・家族の方の

みとします 

 
   市保健センター    

     43-1990 

ＢＣＧ接種のお知らせ 

 
◆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） 
◆日時 2月14日(水) 午後2時～

2時30分 
◆場所 市保健センター 

◆持ち物 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） 

平成18年度 第３回甲種防火

管理新規講習会 
 

 今回の講習会は、消防法で定め

る防火管理者が必要な事業所のみ

対象となります。 

 

◆日時 

 3月15日(木)～16日(金) 
［1日目］  

 午前8時30分～午後4時30分 

［2日目］ 

 午前8時30分～午後4時30分 

◆場所 広域中央運動公園（総合

運動公園）屋内温水プール棟2階 
研修室［古河市下大野2528］ 

◆受付期間 2月13日(火)～ 

◆受付場所 下妻消防署、古河消

防署、坂東消防署 

◆定員 下妻署25人、古河署30
人、坂東署25人 ※定員になり次

第締め切ります。 

◆受講料 4,000円（テキスト代

を含む）を申請受付時に徴収しま

す。 

 

 

下妻消防署 予防係   43-1551 
古河消防署 予防係     0280-47-0120 

坂東消防署 予防係     0297-35-2129 

＊「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。 

＊ポリオを受けた子は、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。 

◇次回のBCG接種は、3月6日(火)
に実施します。 

 

  市保健センター 

   43-1990 

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 毎月第2水曜日 （2月は

14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 下妻市役所第二庁舎 

    小会議室 
◆相談担当者 精神科医 
 
   市福祉事務所  障害福祉係 

   内線1577  

※予約制ですので、福祉事務所ま

でお申込みください。（匿名でも

結構です） 
 

平成19年度 

県政モニター募集 
 

 県政モニター制度は、みなさん

のご提案やご意見をお聞きし、県

の行政施策の企画、立案、実施の

参考にします。 

 

◆活動内容 

○県政に対する自由な意見・提案

を通信用紙またはメールで提出 

○アンケート調査への協力 

○モニター会議への出席 

○施設見学会への参加 

◆任期 2年間（平成19年の委嘱

の日から平成21年3月末まで） 

◆募集人員 50人 

◆応募資格 

○県内にお住まいの20歳以上の方 

○公務員、地方公共団体の議会の

議員でない方 

○国・市町村のモニター及びイン

ターネットモニターと兼務になら

ない方 

○過去5年間に県政モニターを経

験していない方 

◆応募方法 「県政モニター応募

用紙」に必要事項を記入の上、郵

送、FAX、Eメールのいずれかの

方法で応募してください。 

◆応募締め切り 2月28日(水) 
       （当日消印有効） 

※応募用紙は秘書課に備えています。 

 

   茨城県広報広聴課 県政モ

ニター担当［〒310-8555 水戸

市笠原町978-6］  

  029-301-2123      029-301-2168 
  koho2@pref.ibaraki.lg.jp 

FAX 

  予備自衛官補募集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

注）技能とは、医療、語学、車両整備等の専門技術者のことを指します。 

 
   ２等陸・海・空士募集（受付随時） 
 

◆試験日及び試験会場  2月16日(金) 勝田駐屯地 3月初旬予定 百里基地 

◆応募資格等 18歳以上27歳未満の男子（学歴は問いません） 

◆待遇等 初任給 157,500円（賞与：年間2回4.45か月分） 

 特例退職金制度 陸・1任期2年約60万円、海・空1任期3年約93万円 

 身分 特別職国家公務員 

 

  自衛隊茨城地方協力本部 筑西地域事務所 

    22-7239    www.ibaraki.plo.jda.go.jp 

種 別 一 般 公 募 技 能 公 募 

採用年齢 18歳以上34歳未満 
18歳以上で、保有する技能
に応じる53歳～55歳未満 

処遇 教育訓練召集手当 日額7,900円 

教育訓練日数 50日／3年以内 10日／2年以内 

受付期間 1月25日(木)～4月9日(月) 

試験場 示された場所 

試験期日 4月14日(土)～16日(月)のいずれか1日を指定 

合格発表 5月23日(水) 

確定申告説明会 

 
 下館税務署担当官による、青色

申告者を対象とした確定申告で留

意すべき点などについての勉強会

を開催します。 
 当日は、確定申告書をもとに説

明をしますので、税務署から郵送

された申告書をお持ちいただくと

改正点のポイントや書き方など簡

単に理解することができます。 
 なお、勉強会は受講無料となって

おりますのでぜひご参加ください。 
 
◆日時 2月6日(火) 午後2時～ 
◆場所 市商工会館 大会議室 
    ［長塚74-1］ 
◆受講料  無料 
◆講師 下館税務署担当官 
 

  市商工会  43-3412  

新春経済講演会 

 
 市商工会と下妻地区電信電話

ユーザ協会の共催よる新春経済講

演会を開催します。 

 当日は、テレビ・ラジオ等で経

済とオカネに関するコメンテー

ターとして活躍中の佐藤治彦先生

を迎えます。 
 聴講無料となりますので、ぜひ

ご参加ください。 
 

◆テーマ 

 今後の景気と中小企業の対応策 
◆講師 経済評論家  佐藤 治彦 氏 
◆日時 2月14日(水) 
    午後2時～午後3時30分 
◆場所 市立図書館 映像ホール 
◆聴講料 無料 
 

問  市商工会    43-3412 

愛玩鳥飼養者のみなさんへ 

 
 1月13日に宮崎県内で毒性の強

い「H5N1型」の鳥インフルエン

ザが発生しました。本県でも養鶏

関係者は警戒を強め、防疫対策を

強化し発生防止に努めています。 

 鳥インフルエンザの感染源はガ

ン・カモ等の野鳥とも言われるこ

とから、愛玩鶏飼養者のみなさん

も、本病の発生予防のために、 

 ①屋外での飼育の自粛 

  （舎内飼育とする） 

 ②防鳥ネットなどによる 

   野鳥の侵入防止 

 ③飼育場所及びその周囲の消毒 

   と出入りの制限 

などについて改めて徹底していた

だくとともに、突然多数の飼育鶏

が死亡するなど普段と違った様子

が見られた場合には速やかに茨城

県県西家畜保健衛生所（または市

農政課）までご連絡ください。 

 
 （連絡先） 

●茨城県県西家畜保健衛生所   

   52-0345    52-4870 
●市農政課 園芸畜産係 内線2613 

FAX 


