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しもつま 広
報 

国民健康保険加入者のみなさんへ 

  人間ドック検診費助成が終了します 
 

 保健事業の一環として、疾病の早期発見・早期治療

を目的に人間ドック検診費の一部助成を行ってきまし

たが、平成20年度から「生活習慣病予防に重点を 

おいた特定健康診査・特定保健指導」の実施により、

一部助成を廃止することになりました。 

 人間ドックを受診する場合は、医療機関等に全額 

個人負担の支払いとなります。 
 

問 市保険年金課 内線1517 

桜塚工業団地の 

造成工事がはじまります 
  

 市開発公社が施工する「しもつま桜塚工業 

団地」（高道祖）の造成工事が始まります。 

工事期間中はご迷惑をおかけしますが、  

ご協力をお願いします。 
 

■工事予定期間 ３月～12月 

＊ 平成21 年１ 月に、企業 へ売却 する予定  

です。 
 

問 市企画課 内線1315 平成20年４月から 

国民年金保険料が変わります 
 

 平成20年4月から平成21年3月までの国民年金 

保険料は、月額14,410円となります。 
 

学生の方で国民年金保険料の納付が困難な

ときは「学生納付特例制度」の手続きを 
 

■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（保険年金課・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20年4月分から学生納付特例ご希望の 

方は、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 

学生納付特例期間は、年金の受給資格期間に算入

されますが、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19年3月31日以降に会社等を退職して学生

となった方は、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。 

＊今回、社会保険庁から学生納付特例申請書のハガ

キが届いた方は、学生証又は在学証明書が不要です

ので必要事項を記入のうえ、送付してください。 
 

問 下館社会保険事務所 国民年金業務課 

   25-0811   

       市保険年金課 内線1513・1515 

鬼怒フラワーライン 

  草取り交流会にご参加ください 
 

 ５月に素敵な花が咲きますよう、ぜひご参加くだ 

さい。 
 

●日時 ４月13日（日）午前９時  

＊雨天の場合中止 

●場所 鬼怒フラワーライン（大形橋上流） 

●主催 花と１万人の会 

＊鎌、軍手、長靴をご持参ください 
 

問 花と１万人の会事務局 

     （市都市整備課内） 内線1722 

家庭から出るごみを減らしましょう 
 

 家庭から出るごみは増加傾向にあり、 

その処理費用も莫大です。 

 ごみの処理費用を減らすため、一層の  

ご協力をお願いします。 
 

－可燃ごみや不燃ごみを出すとき－ 

●リサイクルできるものは混じっていませんか？ 

（ビン・缶・紙・ペットボトル） 

●生ごみの水分を切っていますか？ 

 もう一度確認して、ごみの減量化・再資源化にご協力 

ください。 
 

問 市生活環境課 内線1424・1425 

コシヒカリ、５月５日以降の田植えで 

大粒の米づくりを 
 

５月５日以降に田植えすると… 

●茎数の管理がしやすくなり、籾の数が適正になり、

粒が大きい品質の高い米づくりができます。 

●出穂期が８月上旬になり、暑さのピークを過ぎて 

から登熟がすすむことで、乳白粒発生の大きな原因と

考えられている、｢登熟前半の高温」にあう危険性を

下げることができます。 
 

＜推進運動機関＞ 

茨城の買ってもらえる米づくり推進協議会／茨城県産

米銘柄化協議会／（社）茨城県穀物改良協会 
 

問 筑西地域農業改良普及センター 24-9219 

特定犬による咬みつき事故を防ぎましょう 
 

 ２月県内で、土佐犬のけい留義務違反（放飼い）による

咬みつき事故が発生しました。県条例で特定犬は、おりの

中で飼養することが定められています。 
 

－ 特定犬とは － 
●人に危害与える恐れのあるものとして定める８犬種 

秋田犬、土佐犬、紀州犬、ジャーマン・シェパード、ドー

ベルマン、グレート・デーン、セント・バナード、アメリ

カン・ピット・ブル・テリア（アメリカン･スタッフォード

シャー･テリア） 

●大型犬 体高60cm以上、体長70cm以上の犬 

●県知事が指定した犬 危険性があるとあらかじめ判断 

される犬 

－ 特定犬のおりとは － 
●上下四方が囲まれていること 

●十分な強度を持っていること 

●人に危害を加えられない構造になっていること 
 

問 県動物指導センター 0296-72-1200 

 市生活環境課 内線1423 

平成19年度指定ごみ袋引換券の引換期間 
  ⑤・⑥・⑦の引換期限が近づいています 
 

●市に住民登録のある世帯に昨年配布した平成19年度指定

ごみ袋引換券⑤⑥⑦の引換期間は３月31日までです。引換

期間経過後は、取扱店舗で引き換えることができませんの

でご注意ください。 

●平成19年度の引換券を引き換え忘れた場合は、平成20

年度内に限り、市生活環境課窓口で引き換えを行います。

（＊平成18年度以前の引換券は、交換できません） 

●引換券は、再発行できません。 

●引換券は、その期間内に使うごみ袋を引き換えるもの

で、期間が過ぎても、引き換えができるように各券に重複

期間が設けてあります。計画的なごみ袋の引き換えとごみ

の分別をお願いします。 
 

問 市生活環境課 内線1424・1425 

案 内 

ボイラー実技講習案内 
 

■内容 ２級ボイラー技士免許試験の 

    受験資格取得講習 

■期日・会場 

【第1回】 

・学科 ５月１日・2日（水戸市） 

・実技 ５月８日（筑西市）10日（日立市） 

    11日・24日（ひたちなか市） 

＊実技は上記から1日選択 

・申込期間 ４月14日（月）～18日（金） 

【第２回】 

・学科 ６月21日・22日（水戸市） 

・実技 ６月28日（日立市） 

    29日・７月５日（ひたちなか市） 

＊実技は上記から1日選択 

・申込期間 6月9日（月）～12日（木） 

■受講料 14,200円 
 

問 申 （社）日本ボイラ協会茨城支部  

                029-225-6185 

４月の納税相談 
 ●夜間納税相談 ４月３日（木）  

          午後５時30分～７時30分 

 ●休日納税相談 ４月27日（日）  

          午前8時30分～午後5時 
 

 問 市収納課 内線1363～1365 

 

工 事 箇 所 



「下妻市活き活き出前講座」を始めました 
 

新しく始めた出前講座はこんな制度です。平成20年度は61講座を 

用意しました。ぜひご利用ください。 
 

■出前講座とは 

 市民の生涯学習意識の高揚とまちづくりの振興を図るため、市役所の

職員が身につけた専門知識を、無料で研修会や学習の場にお届け   

します。 

■利用方法 

●利用できる人 原則として、市内在住・在勤・在学する10人以上の 

市民のグループです。 

●開催日時 祝日・年末年始を除く午前10時から午後９時まで土・日は

午後5時まで １回２時間以内（一部講座を除く） 

●開催場所 市内の公共施設、民間の施設等  

＊会場は主催者がご用意ください。 

●費用 無料 ＊教材費・材料費等が必要な場合があります。 

●申し込み 受講を希望する日の20日前までに所定の申し込み用紙に 

記入して、生涯学習課または講座担当部署へ提出してください。（担当

課の業務や講師となる職員の都合で、日時などを調整する場合があり 

ますので事前にお問い合わせください） 

●申し込みできない場合 

・公の秩序を乱し、または善良な風俗を阻害するおそれのあるとき 

・政治、宗教または営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき 

・活き活き出前講座の目的に反するとき 

●お願い 

・時間内で終了してください。 

・その場で、ご説明できない場合はご了承ください。 

・各担当課の説明に関する質疑や意見交換は可能ですが、苦情等を言う

場ではありませんのでご理解ください。 
 

問 市生涯学習課 内線2832 

わらべうた・あそびランド 「くさぶえ」 32集発刊 
 

ページをめくるとそこには、子どもの世界があり  

ます。純粋な心から生まれたつぶやきは、大人にはない

感性があり、読む人の心を和ませます。 

わらべうた・あそびランドでは、詩集「くさぶえ」を

発行しました。 
 

 ◆頒布価格 1,000円 
 

問 市生涯学習課 内線2834 

・・・ 出前講座を申し込んでみよう ・・・ 
 

手続きは簡単です。さっそく申し込んでみましょう。 

①メニューから講座を選ぶ 

 「活き活き出前講座メニュー」から、希望する講座を選びましょう。 

②出前講座を申し込む 

 利用申込書に必要事項を記入して、希望する20日前までに申し込んで

ください。 

③申込内容の確認・調整 

 講座担当課から申込内容の確認のご連絡をします。 

④出前講座の講師派遣決定通知の送付 

 講座の講師派遣決定通知書を送付しますので、内容をご確認くだ  

さい。 

⑤出前講座の開催 

 職員を派遣し、講座の内容についてわかりやすくお話しします。 

⑥出前講座受講結果報告書の提出 

 講座が終了したら、出前講座受講結果報告書を生涯学習課へ提出して

ください。今後の講座の参考とします。 

＊出前講座の詳しい資料（メニュー表・申込用紙）は、本庁舎（総合 

案内）及び千代川庁舎（くらしの窓口課・生涯学習課）に用意して  

あります。 

№ 講  座  名 担当部署 

1 地域コミュニティーとまちづくり 企画課  

2 交通安全教室 市民安全課 

3 防犯教室 市民安全課 

4 国民健康保険のしくみ 保険年金課 

5 国民年金のしくみ 保険年金課 

6 後期高齢者医療制度のしくみ 保険年金課 

7 医療福祉（マル福）制度のしくみ 保険年金課 

8 介護保険制度について 介護保険課 

9 介護予防講座 介護保険課 

10 地域包括支援センターについて 介護保険課 

11 高齢福祉事業について 介護保険課 

12 子どもの生活リズムを見直そう 保健センター 

13 いい歯ではっぴー 保健センター 

14 がん予防のために大切なことは 保健センター 

15 生活習慣を見直そう（メタボリックシンドローム予防） 保健センター  

16 食育講座 保健センター  

17 幼児期の子育て 福祉事務所 

18 児童福祉あれこれ 福祉事務所 

19 保育所ってどんなとこ？ 福祉事務所 

20 障害者自立支援法とは 福祉事務所 

21 社協ってどんなとこ？ 
社会福祉協議会 

44-0142 

22 もっと気軽にボランティア 
社会福祉協議会 

44-0142 

23 とっさの時の応急手当（基礎編） 
下妻消防署 

43-1551 

24 とっさの時の応急手当（救命手当編） 
下妻消防署 

43-1551 
25 市民の足としての公共交通 企画課  

26 地球温暖化と私たちの暮らし 生活環境課 

27 エコライフについて 生活環境課 

28 飼い主のマナーについて（犬の適切な飼い方） 生活環境課 

29 ごみの減量とリサイクル 生活環境課 

30 マナーを守ってきれいなまちづくり（ごみの分別 出し方） 生活環境課 

31 道路とくらし 建設課 

32 生活道路が整備されるまで 建設課 

33 使おう守ろうみんなの公園 都市整備課 

34 市民参加による公園等の管理について 都市整備課 

35 水洗化で快適生活 下水道課 

36 知っていますか？下水道ができるまで 下水道課 

37 水道水はどうつくられるの？ 
水道事業所 

44-5311 

38 文化団体を紹介します 生涯学習課 

39 みんなで守る文化財（文化財保護） 生涯学習課 

40 大切です！家庭教育 生涯学習課 

41 あなたの体を数値化しよう スポーツ振興課 

42 スポーツクラブ育成講座 スポーツ振興課 

43 図書館の利用法について 
図書館 

43-8811 

44 下妻の戦国武将 多賀谷氏について 
ふるさと博物館 

44-7111 

45 市の農業の現状と課題 農政課 

46 消費生活講座 商工観光課 

47 農業者年金制度について 農業委員会 

48 農地法について１（農地法第3条関係） 農業委員会 

49 農地法について２（農地法第4・5条関係） 農業委員会 

50 男女共同参画社会 ってな～に？ 企画課 

51 地方分権と行財政改革（行財政改革大綱） 企画課 

52 市民協働によるまちづくり（下妻市総合計画） 企画課 

53 統計データからみた下妻 企画課 

54 市の財政状況はどうなっているの？ 財政課 

55 知っていますか？あなたの市・県民税 税務課 

56 知っていますか？固定資産税課税の仕組み 税務課 

57 市税の納付方法と滞納処分について 収納課 

58 住民票・戸籍・印鑑証明について 市民課 

59 生活関連施設の見学会 生活環境課 

60 議会の仕組み 議会事務局 

61 知っておきたい選挙の知識 委員会事務局 

出前講座メニュー 案内 

 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、一人で悩ま

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 ４月９日（水） 

     午後１時～３時 

＊毎月第２水曜日 

＊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 市役所第二庁舎 小会議室 

●相談担当者 精神科医 

＊予約制（匿名でも結構です） 
 

問 申 市福祉事務所  内線1576  

相談 
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シニア男女混合ビーチボールバレー大会（第２回） 

参加者募集 
 

●とき ５月25日・６月29日・７月27日・８月24日 

    （日曜日） 

＊会場は監督者会議でお知らせします。 

●種目 50才以上・60才以上 

＊男子は平成20年12月31日までにその年齢に達すれば可 

＊女子は年齢制限なし、親子可 

●募集チーム  

 32チーム  赤リーグ16チーム・白リーグ16チーム 

●チーム編成  

 １チーム６名以上 １クラブエントリーは３チームまで 

＊市内、市外を問わず参加可 

●ルール １試合２セット 特別ルールを適用 

     （監督者会議時に説明します） 

 その他は、茨城県ビーチボールバレー協会ルールによる。 

●試合方法 総当たり、１チーム15試合。１日５試合で 

計３日、決勝戦は８月に予定。 

●参加費１チーム5,000円（リーグ戦の運営費に当てます） 

＊監督者会議の時に徴収します。 

●申込方法 市スポーツ振興課（千代川庁舎２階、土・日・

祝日は受け付けません）又は市総合体育館（土・日も受け 

付けます）にお申し込みください。 

●申込締切 ４月20日（日）必着  

＊監督者会議については後日連絡します。 
 

問 市ビーチボールバレー連盟（沢部） 43-0830 

エアロビクス体験教室 
 

跳んで♪ 走って♪ ラテンのリズム♪ 
 

 一味違ったクラスを体験して 

 みませんか 
 

◆期日 ４月30日（水）  

     19時～20時（1時間） 

◆場所 ほっとランド・きぬ  

 トレーニングジム内スタジオ 

◆参加料金 無料  

＊入館料がかかります 

◆受付 

・4月8日（火）11時～ 

 フロント前にて受付開始 

・参加者本人が来館しての受付と

なります（代筆・電話予約不可） 

◆定員 25名  

＊定員に達した場合には、キャン

セル待ちでの受付となります。 
 

問 ほっとランド・きぬ  

       30-4126 

春の野外植物観察会に参加しませんか 
 

 小貝川の豊かな自然を楽しみませんか。特別な知識がなくても大丈夫

です。小貝川の散策を楽しみたい方、春の植物を知りたい方、お気軽に

ご参加ください。 
 

●とき ４月26日（土）午前９時30分～ 

●集合場所 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 

●講師 五木田 悦郎先生（自然観察指導員） 

●募集人員 20名 ＊定員になり次第締め切ります。 
 

問 申 小貝川ふれあい公園  ネイチャーセンター 45-0200 

やさしい詩吟教室 受講生募集 
 

基礎からていねいに指導します。詩吟は、短歌や俳句も 

吟じることができます。皆さん奮ってお申し込みください。 
 

●募集人員 16名 ＊定員になり次第締め切ります。 

●募集期間 ４月10日（木）まで 

●受講料 無料 

●講師 岳精流日本吟院師範 平塚龍正・初澤往風 

●教室 ・日時 毎週金曜日 午後７時～９時 

    ・場所 下妻公民館研修室 
 

問 下妻詩吟クラブ（初澤） 45-0121 

下妻市地球温暖化対策地域協議会

（仮称） 会員募集 
 

 市では、市民・事業所・行政が協働して 

地域の地球温暖化対策を推進する地域協議会

を設立します。温暖化問題に興味があり、 

一緒に地域の温暖化防止活動に参加できる方

を募集します。 
 

◆活動内容 

・地域の温暖化対策の普及啓発・省エネル

ギーの推進 

・地球温暖化防止活動の実施及び情報交換・

学習会など 

◆応募資格 

（個人・団体）市内に居住または勤務して 

いる方・市内で活動している市民団体。 

（事 業 所）市 内 で 事業 活動 を行 って い る  

企業。 

＊20歳以上の方で、協議会の会議や活動に 

出席できる方 

＊無報酬となります。 

◆応募方法 

 応募用紙に必要事項を記載の上、ご持参 

してください。応募用紙は生活環境課（本庁

舎２階）にあります。 

＊詳細についてはお問い合わせください。 
 

問 申 市生活環境課   

              内線1425 

みんなで止めよう温暖化 
 

４月1日から、地球温暖化対策の国際的な取

り組みである京都議定書の第一約束期間が始

まります。日本は、2012年度までに温室効

果ガス排出量を1990年に比べ6％削減する

ことを公約していますが、2006年度の速報

値では1990年比で6.4％増加しており、目

標達成のためには12.4％の削減が必要です。 

 地球温暖化防止のために、省エネ・省資源

に心がけましょう。 

募集 

在職者訓練技能講座  
  二級建築士受験対策 
 

■講座区分  

 計画、法規、構造、施工 

■定員 各講座10名 

■受付開始 ４月４日（金）～ 

■会場 古河産業技術専門学院 

■受講料 2,900円 
 

問 申 
 

 県立古河産業技術専門学院  

  0280-76-0049 

技能五輪全国大会「県予選会」 参加者募集 
 

青年技能者の技能レベルを競う「技能五輪全国大会」が11月に千葉

県で開催されます。県代表を決定する県予選会の参加者を募集します。 
 

●募集職種 機械組立、抜き型、精密機器組立旋盤、フライス盤、構造

物鉄工、木型、タイル張り、自動車板金、曲げ板金、電子機器組立、 

工 場 電 気 設 備、広 告、美 術、左 官、家 具、建 具、貴 金 属 装 身 具、   

フラワー装飾、洋裁 
 

●申込期間 ４月３日（木）～16日（水） 

●参加資格 昭和60年１月１日以降に生まれた者 

●参加費 無料（但し、技能検定を兼ねる者は15,700円） 

●予選会実施時期  ６月～７月 
 

問 申 茨城県職業能力開発協会 029-221-8647 

            ［〒310-0005  水戸市水府町864-4］ 
 

予選会を実施しない職種は、全国大会推薦申込の受付を行っています。 

●申込締切 ４月18日（金） 

●職種 メカトロニクス、美容、理容、洋菓子製造、自動車工、造園、

和裁、日本料理、レンガ積み、レストランサービス、車体塗装、ITPC

ネットワークサポート、情報ネットワーク施工、グラフィックデザ  

イン、情報技術、ウェブデザイン 
 

問 県職業能力開発課 029-301-3660 

労働保険料 

申告時期の案内 
 

労災保険と雇用保険の平成19年

度の確定保険料と平成20年度の概

算保険料及び一般拠出金の申告・

納付手続きの時期になりました。

金融機関、茨城労働局、労働基準

監督署へ申告書を提出し保険料を

納付してください。 
 

■申告期限 ５月20日（火） 
 

問 茨城労働局労働保険徴収室 

   029-224-6213 

市政モニター募集 
（平成20・21年度） 

 あなたの声を 

   市政に反映します。 
 

■募集条件 

・市内に居住している方 

・満20歳以上の方 

・公職を有していない方 

■募集人数 

・20名以内 

■任期 

・２年（平成20年委嘱の日から

平成22年３月末日まで） 

＊ 過 去 に モ ニ タ ーを 経 験 し た  

方で、再度やってみたい方は、 

ご連絡ください。 

■仕事の内容 

・市政に関する意見、要望、苦情

等の連絡 

・モニターが見たり聞いたりした

美談、善行等の連絡 

・市が行うアンケートに対する 

回答 

■応募締め切り 

・４月15日（火） 
 

問 市秘書課 内線1212 



妊婦一般健康診査の内容が変わります 
       －現在妊娠中の皆さんへ－        
 

お母さんが安心して赤ちゃんを出産できる 

ように、妊婦一般健康診査（公費負担）が２回

から５回になります。 
 

■使用時期 ８週前後・20週前後・24週前後・

30週前後・36週前後（５回） 

＊現在の妊婦一般健康診査受診票は使用でき 

なくなります。 

■受診票の交換 

●対象者 下妻市に住民登録があり、出産予定

日が平成20年４月１日以降の方 

●日時 ３月29日（土） 10時～15時 

＊3月25日以降であれば、手続きができます。

（平日 8:30～17:15） 

●場所 保健センター 

●持参するもの  

・母子健康手帳 

・妊婦乳児健康診査受診票綴 

・印鑑 

＊４月１日現在の妊娠週数によって受診票の 

枚数が異なります。 
 

問 市保健センター   43-1990 

第38回 

しもつま砂沼桜まつり 
 

砂沼一周歩こう会やビンゴ大会、 

カラオケ大会などが実施されます。 

ご家族お誘い合わせの上ご来場くだ 

さい。 
 

●日時 ４月６日（日）午前10時  

●主会場 砂沼湖畔3か所 

（砂沼サンビーチ北側子ども広場・ 

観桜苑・砂沼南岸特設会場） 

 

砂沼の桜  

夜間ライトアップ 
 

「花のまちしもつま」に春の訪れを 

告げる砂沼の桜。砂沼遊歩道の桜を 

一部ライトアップします。 
 

●期間  

 ３月29日（土）～４月13日（日） 

＊午後９時まで 

●実施場所 砂沼遊歩道 

                （南岸約800m） 
 

問 市観光協会事務局 

      （商工観光課内） 内線2632 
 
  

 第3回 多賀谷時代まつり 

   ◆とき 4月13日（日） 

   ◆ところ 多賀谷城跡公園 
 

 第42回 砂沼へらまつり 

   ◆とき 5月11日（日） 

   ◆ところ 砂 沼 
  

 第17回 花とふれあいまつり 

   ◆とき 5月18日（日） 

   ◆ところ 鬼怒フラワーライン 
 

 小貝川フラワーフェスティバル2008 
   ◆とき 5月24日（土）25日（日） 

   ◆ところ 小貝川ふれあい公園 
 

問 市商工観光課 内線2632  

公民館おはなしの会／３月 
 

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。   
 

●とき ４月19日（土）  午後１時30分～ 

●ところ 下妻公民館 児童図書室 
 

問 下妻公民館 43-7370  

小貝川ふれあい公園 「春の山野草展」 開催 
 

“ひと足早い春を感じて見ませんか” 
 

自然愛護協会の会員が丹精こめて育てた、身近な

山野草を約300点展示します。 

春のふれあい公園の散策を兼ねて、ぜひご来館 

ください。 
 

●とき ４月18日（金）～20日（日） 

    午前９時～午後４時30分  

＊20日（日）は午後３時まで 入館無料 

●ところ ネイチャーセンター ギャラリーⅠ 
 

問 小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター  

       45-0200 

フォトクラブ 「歩」 写真展 開催中 
 

◆とき ３月15日（土）～４月10日（木） 

午前9時から午後4時30分（最終日は午後4時まで） 

＊月曜日休館 土・日・祝日開館 

◆ところ ふるさと博物館 

◆入館料 写真展のみの見学は無料 

＊クラシックカメラの展示もおこなっています。 
 

問 フォトクラブ「歩」（稲川） 44-5829 

図書館映画会／無料 
 

≪ライブラリーシアター≫ 

■とき  

 ４月15日（火）・19日（土） 

 午後２時～ 

■上映作品 『めぐみ 引き裂か

れた家族の30年』（2006年/ア

メリカ/88分） 

監督 クリス・シェリダン＆パ

ティ・キム 

出演 横田滋 横田早紀江  

   増元照明 

あらすじ 1977年11月15日

朝、いつものように学校へ出かけ

た、当時13歳の少女が忽然と姿

を消した－。北朝鮮による“拉

致”という国家的陰謀に巻き込ま

れてしまった普通の家族。それ 

から30年…。娘を取り戻したい

という強い思いが、人を、国を、

世界を動かしていく。 
 

≪子ども映画会≫ 

■とき  

 4月20日（日）午後２時～ 

■ 上 映 作 品  『ム ー ミ ン 谷 の  

彗星』（1992年/日本/62分） 

世界の人気キャラクター「ムー

ミン」の唯一の劇場映画版を、

“図書館春の集い”に合わせて 

上映します！ 

＊図書館春の集いについては、 

図書館広報紙「知識の泉」をご覧

ください。 
 

■ところ 図書館 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 

ようこそ！ 亀山歩が語る 

「民話の世界」 へ 
 

●とき ４月６日（日） 

 午後１時30分～２時30分 

 （午後１時開場） 

●ところ  

 市立図書館 映像ホール 

●朗読口演 語り部 亀山歩氏

「心がふれあう民話の世界」  

●演目「モチモチの木」 

   「花咲き山」 ほか 

「言葉は生き物、粋なもの」と 

語る亀山氏。人間像がいきいきと

描かれた創作民話や童話を、聞く

人たちに手渡すように語りかけ 

ます。日本演劇興行協会の表彰を

受けた「語り」をぜひご鑑賞くだ 

さい。 

＊入場無料 
 

問 市立図書館 43-8811  

「本のリサイクルフェア」 に 

参加しませんか 
“図書館 春の集い” 

 

皆さんのお宅で読まなくなった

本を無償で提供していただき、 

自由に持ち帰れるコーナーを設け

ます。眠っている本が息を吹き返

す良い機会になります。下記に 

より持込受付を行いますので、 

皆さんのご参加・ご協力をお願い

します。 
 

◆とき ４月20日（日） 

◆受付期間 ４月２日（水）～ 

      ４月16日（水） 

◆受付場所 

 図書館内サービスカウンター

（直接持込に限ります） 

＊ただし、次の資料は、お受け 

できませんのでご了承ください。 

・有 害 図 書、マ ン ガ、雑 誌、  

辞書・辞典類、問題集・参考書類 

＊リサイクルフェアで最終的に

残った図書は処分させていただく

場合もありますのであらかじめ 

ご了承ください。 
 

問 市立図書館 43-8811 

 

図書館おはなし会／４月 
 

４ 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。 
 

●とき ４月12日（土）  

 午前10時30分～11時30分 

 午後２時～３時 

●ところ 市立図書館 児童室 

    （おはなしコーナー） 
 

問 市立図書館 43-8811 

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で、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。皆さんもこの貴重な活動を 

一緒に体験してみません か。親子連れや市内 の  

小学生の参加をお待ちしています。 
 

◆とき ３月30日（日） 午前９時集合 

◆ところ（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、長ぐつをご用意ください。 
 

問 オオムラサキと森の文化の会 

     （石倉） 44-0470 

イベント 行事 健康 健診が新しくなります 

特定健康診査・基本健康診査 
 

平成20年度から、40歳から74歳の国民健康

保険の方を対象に「特定健康診査」を実施しま

す。国保以外の方は、加入している医療保険者

（健康保険組合等）にご確認ください。 
 

39歳以下及び75歳以上の方は、「基本健康

診査」となり、国保以外でも受診できます。健

診は平成21年3月31日における年齢で実施し

ますが、今年度75歳になる方は、健診受診日の

年齢により、内容や自己負担金等が異なります

ので、ご確認ください。 
 

［受診券］健診日の約２週間前に送付します。 

・40歳から74歳の国保の方に送付します。 

・39歳以下及び75歳以上の方は、平成19年度

の健診を受診した方に送付します。 

・新たに希望する方は、保健センターにお申し

込みください。 
 

＊日程等、詳しくは「保健センター予定表」を

ご覧ください。 
 

問 国民健康保険の資格等に関すること  

        市保険年金課 内線1517 

  健康診査の内容・申込等に関すること 

      市保健センター 内線1553 

＊＊＊ 春のイベント案内 ＊＊＊ 


