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しもつま 広
報 

県民交通災害共済加入受付（平成20年度） 

２月１日～  受付開始 
 

 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 

・会費 大人（高校生以上）900円／子ども  500円 

・県民交通災害共済加入申込書 （チラシ手書き用） 

＊チラシは１月末頃郵送します。 

＊世帯員氏名が記載された電算打出しの加入申込書は配布しません。 

＊小・中学生は学校で一括加入します。（個別申込不要） 

＊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。 

◆共済期間 平成20年４月１日～平成21年３月31日 

◆対象となる事故 

 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 

◆交通事故にあったら 

交通事故にあったときは、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） 

問 市民安全課 交通安全係 内線1432 

指定ごみ袋の引換券を送付します（平成20年度） 
 

◆下妻市に住民登録（平成20年１月１日現在）がある各世帯を対象に、

「平成20年度指定ごみ袋引換券」を１月下旬より順次郵送します。  

◆「平成20年度指定ごみ袋引換券」については、必ず、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

ようご注意ください。 

◆２月下旬までに「平成20年度指定ごみ袋引換券」が届かない場合は、

お手数ですが、お問い合わせください。 

◆平成19年２月（または転入時等）に各世帯に配布した『保存版 下妻市

のごみのことがわかる本』に、ごみの分別の仕方・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。 
 

問 市生活環境課  内線1424・1425 

下水道への接続を 

お願いします 
現在、市内約400haの区域に

おいて下水道が使用できるように

なっています。 

下水道を使用するためには、 

宅地内排水設備工事を行う必要が

あります。 

下水道への接続は、下水道法に

より義務になっていますので、お

早めに接続工事をお願いします。 

 既に下水道へ接続されている方

で、井戸水等を使用されている方

は、家族の人数により使用料が変

わる場合がありますので、井戸水

等を使用されなくなった方、家族

の人数に変更があった方、建物の

撤去等で下水道の使用を中止した

場合は、ご連絡ください。 
 

問 市下水道課  

       内線1732～1734 

東京電力からのお願い 
 

今年の冬は、電力需給が非常に

厳しい状況にあります。 

 「農事用防虫ネットなどの送電

線への飛来付着」と「移動式ク

レーンなどの送電線への接近」に

よる停電事故にご注意ください。 
 

■農事用防虫ネットなどの舞い 

上げ防止 

・風で飛び上がった、ビニールや

ネットが電線に接触して停電事故

を起こすことがあります。 

・防虫ネットにはアルミ箔が付い

ていて電気をよく通しますので 

ご注意ください。 

・使用済みのビニールなどは回収

してください。 

・使用中のものは、飛散しないよう

に、もう一度お確かめください。 
 

■移動式クレーンなどの接近防止 

・送電線に近づいただけで放電が

おこり電気が流れ感電するととも

に停電事故を起こします。 

・送電線の付近で移動式クレーン

等を使用されるときは、必ず東京

電 力 へ 連 絡 を お 願 い し ま す。 

（１本の電話が、事故・災害を 

防ぎます） 
 

＊故意や過失により送電線に付着

または接近し「停電事故」が発生

した場合は、被害を受けたお客様

から責任を問われる場合があり 

ます。 
 

問 東京電力㈱下館支社  

       25-3860 

裁判員制度 公開模擬評議 
 

今日はあなたが「裁判員」白熱

した評議を体験してみませんか。 
 

■日時 ２月16日（土） 

 開場13：10 開演13：20 

 閉会16：30 

■会場 しもだて地域交流セン

ター「アルテリオ」集会室 

＊下館駅下車徒歩10分 

■参加人数 100人（当日先着順） 

＊入場無料 

問 水戸地方裁判所 総務課  

       029-224-8412 

吉田用水土地改良区 

総代総選挙 
 平成20年２月24日をもって 

任期満了となる吉田用水土地改良

区の総代総選挙が行われます。 

■選挙期日 ２月20日（水） 

■投票時間 午前９時～午後４時 

■投票場所 市役所千代川庁舎 

      １階ホール 

■立候補届出期間  

 ２月13日（水）～２月14日（木） 

 午前８時30分～午後５時 

■立候補届出場所 市選挙管理委

員会（本庁舎２階委員会事務局） 

■選挙する総代の数 ３人 
 

問 市選挙管理委員会  

       内線1131・1132 

若者自立塾 
 「働きたいのに働けない」「働く

自信がない」そんな悩みをかかえ

てい る方、３か月の合 宿で働く 

自信を手に入れてみませんか。 
 

問 若者自立塾支援センター  

               03-3409-1170 

もう一度働きたい あなたの

カムバックを応援します 
 

 育児・介護等を理由として、再 

就職を希望する方へ 

・再チャレンジサポートコンサル

タントによる個別面談 

・職場体験講習  

・再就職準備セミナー 

・企業の人事担当者との交流会 

等の支援を無料で行います。 
 

問 （財）21世紀職業財団茨城

事務所 029-226-2413 

中小企業向け 

融資制度 
 

■茨城県中小企業資金融資制度 
 県と金融機関が協調して融資を

行うもので、パワーアップ融資や

セーフティーネット融資など18種

類の融資及び条件・借り換え制度

をそろえています。 

問  県産業政策課  

      029-301-3530  
   県西地方総合事務所商工労政課 

   24-2211 
 

■中小企業高度化資金貸付制度 
 県が協同組合等に対し直接貸付

を行うものです。 

問  県中小企業課  

      029-301-3554 
 

■小規模企業者等設備導入資金制度 
（財）茨城県中小企業振興公社が

行う貸付制度です。 

問 中小企業振興公社設備助成課 

   029-224-5318 
 

■政府系金融機関の融資制度 
・中小企業金融公庫 水戸支店  

   029-231-4246 

・国民生活金融公庫 土浦支店  

   029-822-4141 

・商工組合中央金庫 水戸支店  

   029-225-5154 
 

■茨城県信用保証協会 
 様々なニーズにお応えできるよう

各種保証制度をそろえています。 

問 茨城県信用保証協会土浦支店 

     029-826-7811 
 

■自治金融・振興金融 
  下妻市が運営する制度金融です。 
 

問 市商工会 43-3412 

       市商工観光課 内線2634 

ビアスパークしもつま  

いちごの収穫体験 
ひたち姫・紅ほっぺ・とちおとめ 
 

◆開催期間 毎週土曜日・日曜日

（５月中旬頃まで） 

◆営業時間 午前10時～12時 

      午後１時～４時 

＊当日分なくなり次第終了 

◆料金 収穫分計量精算 
 

問 ビアスパークしもつま  

       30-5121 

  ［長塚乙70-3］  

今泉地区排水路工事に 

ご協力ください 
 

今泉地区において、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

が、ご協力をお願いします。 
 

◆工事期間 １月下旬～２月下旬 

◆工事区域 下図のとおり 

◆工事業者 ㈱森土建 
 

問 市農地整備課 内線2617 
次の４種類がひとつの封筒で郵送されます 

 ●ごみ袋引換券 ●県民交通災害共済  

 ●市・県民税の申告 ●健診の案内  
重 要 

 

今 泉 

● 工事場所 



介護保険料減免のお知らせ／65歳以上の方 
（平成20年度） 
 

第１号被保険者（65歳以上の方）の保険料は前年の合計所得金額

（地方税法の規定による）や世帯の状況に応じて６段階に設定されて

います。 

所得の低い方や無収入の方は低い保険料が適用されますが、生活が

著しく困窮している方を対象に、介護保険料の減免制度があります。 

減免申請は2月1日から受け付けします。 

平成20年度の納付書等は、７月に郵送する予定です。 
 

■対象者 介護保険料の所得段階が第１段階（生活保護者を除く） 

第２段階及び第３段階の方で、次の減免基準をすべて満たす方 

■減免基準 

◎世帯員全員が市民税非課税であること 

◎世帯員全員に地方税法の規定による所得がないこと 

◎世帯の年間収入金額が93万円以下であること（世帯員が２人以上

のときは、93万円に世帯主を除く世帯員１人につき28万円を加算し

た額） 

◎市民税課税者に扶養されていないこと 

◎市民税課税者と生計を共にしていないこと 

◎資産等を活用してもなお生活が困窮している状態にあること 

◎原則として、減免前の保険料に未納がないこと 

◎預貯金等の総額が、100万円（2人以上の世帯の場合は、150万

以下）以下であること 

■減免対象保険料 減免を申請した日において、納期限が過ぎて  

いない保険料 

特別徴収の方（年金から介護保険料が天引きされる方）は2月15日

までに、普通徴収の方（納付書で介護保険料を納める方）は７月24日

までに申請してください。なお、上記の申請期限を過ぎると、対象保

険料の減免額は本来の減免額より減額されますのでご注意ください。 

■減免額 

◎第１段階・第２段階の方 納付すべき保険料の2分の１の額 

◎第３段階の方 納付すべき保険料の3分の１の額 
 

問 申 市介護保険課 内線1536・1537 

小学校新入学児童に 

入学祝品を贈呈します 
（平成20年度） 
 

 （社）茨城県母子寡婦福祉連合会で

は、ひとり親家庭（母子家庭・父子

家庭）のお子さんに新入学祝品（学

用品）を差し上げます。該当児童の

いるひとり親家庭で祝品を希望する

保護者の方は、お子さんの氏名、 

性別、保護者名、住所を１月31日 

までにお申し出ください。 
 

●申し込み先 市福祉事務所  

       内線1573 

問 茨城県母子寡婦福祉連合会  

       029-221-7505（長島） 

入札参加資格審査申請の案内 
 

本市の建設工事、建設コンサルタント等及び物品製造等に係る 

平成20年度の入札参加資格審査申請の追加受付を実施します。 
 

生ごみ処理機器  

補助金の案内 
 

市では、家庭から出される「生ご

み」の減量化を図るため、生ごみ処

理機器の購入費用の一部を補助して

います。家庭から出されるごみのう

ち、「生ごみ」は多くを占めます。

生ごみを土にかえし、ごみを減らし

ましょう。 
 

●補助金の額 

・生ごみコンポスト 

 購入金額の１／２ 上限 3,000円 

 （一世帯２基まで） 

・機械式生ごみ処理機 

 購入金額の１／３ 上限20,000円 

 （一世帯１基まで） 

●申請の手続 

 生ごみ処理機器を購入後20日以内

に、領 収 書・仕 様 書（カ タ ロ グ

等）・印 鑑・振込 先口座 のわ かる 

も の（ゆ う ち ょ 銀 行 を 除 く）を  

お持ちの上、申請してください。 
 

＊次の方は補助対象外となります 

のでご注意ください 

・市税等を滞納されている方 

・過去にこの補助金の交付を受けて

から、５年以上経過していない方 

・事業用の生ごみ処理機やディス

ポーザー（破砕機）を購入された方 
 

問 申 市生活環境課  

              内線1424・1425 

 

茨城県内の雇用相談窓口 
 

ジョブカフェ（就職支援センター） 

●内容 就職相談・適職診断・職業紹介など一連の就職支援サービス

を提供します。 

内職の紹介・あっせんも行っています。 

●相談時間 午前９時～午後4時（月～金 ＊土・日・祝祭日休業） 

●料金 無料 
 

問 ジョブカフェけんせい（県西地区センター）［筑西合同庁舎内］  

＜職業紹介＞ 23-3811・＜就職相談＞ 22-0163 
 

いばらき労働相談センター 
●内容 労働条件、採用、解雇、賃金不払い、職場でのいじめなど…

職場で困ったときは相談しましょう。 

●相談時間 午前９時～午後５時（月～金 ＊土・日・祝祭日休業） 
 

問 相談センター［筑西合同庁舎内］ 24-2211 内線217  

お詫びと訂正 
 

12月25日号お知ら

せ版の民生委員・児童

委員名簿の電話番号に

間違いがありましたの

で訂正いたします。 

番号 氏名 住所 電話番号 地区担当 

70 石野 正樹 原910 43-5247 原 

76 杉田 芳江 長萱807 43-5721 見田、唐崎、長萱、伊古立 

77 安田   勝 鯨930 43-5502 鯨 

78 島貫 朋子 鎌庭2818 43-2955 鎌庭新宿 

◆提出書類 

  １．建設工事 

 ①電算入力用紙 

 ②一般競争（指名競争）入札参加資格審査申請書 

 ③経営事項審査結果通知書の写し 

 ④建設業法第３条第１項の規定による許可証明書の 

  写し 

 ⑤営業所一覧表 

   ⑥工事経歴書（直前２年間の工事実績） 

   ⑦技術者経歴書（技術者名簿等）又は各種合格証の 

  写し 

 ⑧営業用機械器具調書 

   ⑨委任状（支店、営業所等に権限を委任する場合） 

 ⑩登記簿謄本（個人の場合は代表者の身分証明書） 

 ⑪主要取引金融機関名届出書 

 ⑫使用印鑑届 

 ⑬印鑑証明書   

   ⑭建設業退職金共済事業加入履行証明書  

 ⑮直前の納期到来分までの納税証明書の写し 

 ⑯直前1年分の財務諸表又は決算書 
 

 ２．建設コンサルタント等 

 ①電算入力用紙 

 ②一般競争（指名競争）入札参加資格審査申請書 

 ③登録証明書（登録又は許可を得ている業務） 

 ④営業所一覧表 

 ⑤測量等実績調書（直前２年間の実績） 

 ⑥技術者経歴書（技術者名簿等）又は各種合格証の 

  写し   

 ⑦委任状（支店、営業所等に権限を委任する場合） 

 ⑧登記簿謄本（個人の場合は代表者の身分証明書） 

 ⑨主要取引金融機関名届出書 

 ⑩使用印鑑届 

   ⑪印鑑証明書 

 ⑫直前の納期到来分までの納税証明書の写し 

 ⑬直前１年分の財務諸表又は決算書 

 

 ３．物品製造等 

 ①電算入力用紙 

 ②一般競争（指名競争）入札参加資格審査申請書 

 ③物品納入経歴書（直前２年間の納入実績） 

 ④特約店・代理店認可証明書（特約店又は代理店 

  である場合は証明書の写し） 

 ⑤委任状 

 （支店、営業所等に権限を委任する場合） 

 ⑥登記簿謄本 

 （個人の場合は代表者の身分証明書） 

 ⑦主要取引金融機関名届出書  

 ⑧使用印鑑届 

 ⑨印鑑証明書 

 ⑩直前の納期到来分までの納税証明書の写し 

 ⑪直前１年分の財務諸表又は決算書 

＊公的機関が発行する書類は、登録申請書の提出日

以前３か月以内のものとする。 

◆受付期間 

 ２月１日（金）～２月29日（金） 

＊土・日・祝祭日を除く 

  午前９時～12時、午後１時～５時 

◆受付場所 

 市役所本庁舎２階 総務課契約検査係 

◆提出方法 

 Ａ４ファイル左綴じ 

 ・ファイルの色 建設工事【水色】 

 ・建設コンサルタント等 【桃色】 

 ・物品製造等      【黄色】 

＊郵送可（期限内必着） 

＊表紙に「平成20年度入札参加資格審査申請書」及

び「商号」、背表紙に「商号」を記載してください。 

＊ファイルは留め具が金具でないものを使用してくだ

さい。 

＊市ホームページで要項及び申請書等様式がダウン

ロードできます。 
 

問 市総務課 契約検査係 内線1224 

案 内 



講 演 男女共同参画講演会 
女将の奮闘記 

～妻として、母として、女将として～ 
 

 男女共同参画社会をめざして講演会が開催され

ます。 

 入場は無料です。ご家族、お友達お誘い合わせ

の上ご来場ください。 
 

◆日時 ２月17日（日） 

    午後１時開場 １時30分開会 

◆場所 市立図書館 2階 映像ホール 

    ［砂沼新田35-1］ 

◆講師 渡邉 久江先生 

 割烹料亭女将として３人の息子を育て、仕事と

家庭を両立しながら、対人関係に対応できる心理

学を学ぶ。現在、栃木県の男女共同参画地域推進

員として活躍し、男女共同参画の寸劇や出前講座

をするなど幅広い活動を行っている。 

◆オープニング  

寸劇 ☆演題「誰もが楽しく働ける環境づくり」 

         外２作 ☆出演「simon･s」シモンズ 
 

＊車でお越しの際は、できるだけ乗り合わせで 

お願いします。 
 

問 市企画課 男女共同参画係 内線 1312 
新春経済講演会 
 

 政界・官界・財界での豊富な人脈を基に、数々

のスクープを連発し、テレビ等のコメンテーター

として活躍中の講師をお呼びしています。ぜひ 

ご参加ください。 
 

◆テーマ どうなる日本！ 

              「日本経済の明日を読む」 

◆講師   経済ジャーナリスト 須田 慎一郎 氏 

◆日程   ２月７日（木）午後２時～３時30分 

◆場所   市立図書館 ２階 映像ホール 

◆聴講料 無料 

◆共催 市商工会 

            下妻地区電信電話ユーザ協会 
 

問 市商工会 43-3412 
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図書館映画会／無料 
 

≪ライブラリーシアター≫ 

■とき ２月16日（土）・19日（火）午後２時～ 

■上映作品 『ボウイ＆キーチ』（1974年 米 123分） 

監督  ロバート・アルトマン 

出演  キース・キャラダイン シェリー・デュヴァル 

        他 

■あらすじ 脱獄囚のボウイ、チカモー、Ｔダブの

３人はチカモーの親類モブリーの家に潜伏し銀行 

強盗を繰り返していた。ある時、交通事故で怪我を

負ったボウイは、モブリーの娘キーチに手当てを 

受けお互いにひかれ合う。ふたりは町を出て新たな

生活をスタートさせるがボウイには仲間との約束が

あった…。 
 

≪子ども映画会≫ 

■とき ２月23日（土）午後２時～ 

■上映作品 『おやゆび姫／ふしぎなオルガン／ 

星のコスモス／誕生日の秘密』（アニメ 46分） 

＊世界の名作童話より４話を上映します。 
 

■ところ 市立図書館２階 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 

図書館へ行こう！ 
 

市立図書館では、お母さん（お父さん・おじいちゃ

ん・おばあちゃんも可）と子どものための催し物「図

書館へ行こう！」を行います。皆さまのご来場をお待

ちしています。 
 

●とき ２月５日（火）午前10時30分～11時30分 

●ところ 市立図書館２階 映像ホール 

●内容 パネルシアター・手あそび・その他 

●共催 市立図書館・下妻母親クラブ 

図書館おはなし会／２月 
 

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。 
 

◆とき ２月９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 

キッズくらぶ 
 

お友達と楽しく体を動かしませ

んか？ 

２月はベビー＆ママ体操を行い

ます。 

＊保健センター予定表の日程と 

変更があります。 
 

●日時 ２月12日（火） 

 午前10時30分～11時30分 

  （受付時間10時～10時30分） 

●対象  

 平成19 年８・９ 月生ま れの 

お子さんと家族の方 

●場所 市保健センター 
 

＊動きやすい服装でご参加くだ 

さい。 

＊持ち物 汗拭きタオル、ママと

赤ちゃんの飲み物 

＊直接会場へお集まりください。 
 

問 市保健センター  

   43-1990 

のびのび遊びの広場 講座編 
“入学までに身につけたい生活習慣” 
 

 市では、遊びの広場の講座編として、講演会を開催

します。 

 こどもの生活リズムと正しい食生活はみえない力で

健やかなカラダや脳づくりに影響することはご存知で

すか？  

 入学前に身につけておきたいこどもの生活習慣につ

いての楽しい講話です。 
 

●日時 ２月15日（金） 午前10時～11時30分 

            （受付９時30分～） 

●場所 市保健センター 

●講師 つくば国際大学教授 小児科医  

            平野 千秋 先生 

●対象 市内の幼児を子育て中の母親とその家族 

          （先着50組） 

＊当日、希望者には保育をします。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。 

●締め切り ２月12日（火） 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

パクパク離乳食教室 
 

●とき ２月19日（火） 

●ところ 市保健センター 

●受付時間  

   午前９時45分～10時 

●該当者 平成19年10月～11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。 
 

問 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、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 ２月13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 

●申し込み方法 予約制 

  （匿名でも結構です） 
 

問 申 市福祉事務所  

              内線1577  

地球温暖化について一緒に考えませんか 

（家庭の省エネ講演会） 
 

地球温暖化で太平洋の国が水没する、異常気象で集中

豪雨やかんばつ、北極の氷が融けて生態系を狂わす危機

など、温暖化の影響が地球規模で現われてきています。 

なぜ、家庭で省エネに取り組まなければならないのか

についてお話します。 
 

▼日時 ２月15日（金）午後1時30分～ 

▼場所 市立図書館 ２階 映像ホール 

▼講師 近藤 剛彦 氏（消費生活アドバイザー） 

▼参加費 無料 

▼主催 市消費者友の会 
 

問 市商工観光課 内線2634 

図書館の催し 

健 康 

行 事 



募 集 「男女共同参画週間」 の標語を募集します 
 

男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合

い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮 

することができる男女共同参画社会の実現に向け、さま 

ざまな取り組みが行なわれるよう平成13年度より「男女 

共同参画週間」を実施しています。 
 

■募集 

◆募集内容 男女共同参画をテーマにした標語（特に身近

なところから男女共同参画を推進するような標語） 

◆応募資格 どなたでも応募可（但し、個人によるもの） 

◆応募期限 ２月29日（金）必着 

◆応募方法 官製はがき・Ｅメール・FAX１通につき  

１作品。応募作品のほか、住所・氏名・年齢･性別･電話番

号を明記し、下記の宛先まで。（複数応募可・未発表の自

作のものに限る） 

・郵送 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1  

    内閣府男女共同参画局総務課｢標語募集係｣あて 

・FAX 03-3581-9566 内閣府男女共同参画局総務課 

    ｢標語募集係｣あて 

・Ｅメール ホームページから  

       http://www.gender.go.jp/ 

■審査 最優秀賞 １作品  優秀賞 ２作品 

■表彰 入賞者には記念品を贈り、最優秀賞作品は６月23

日（月）開催予定の｢男女共同参画社会づくりに向けての全

国会議｣において表彰。 

■その他  応募作品は返却せず、入賞作品の著作権は 

内閣府に帰属。なお、入賞作品は｢男女共同参画週間｣の 

ポスター等に使用予定。 
 

問 内閣府男女共同参画局総務課 03-3581-2022 

｢マリッジサポーター｣を 

募集しています 
 

 いばらき出会いサポートセンター及び県で

は、地域における世話役として、若者の出会い

の相談や仲介などの活動をボランティアで行っ

ていただく方を募集しています。 
 

●活動内容 

・地域における若者の出会いの相談 

・若者対象の交流イベントや出会いの場づくり

などの自主的な企画、実施 

・いばらき出会いサポートセンターに登録して

いただける独身男女の発掘、紹介 

・いばらき出会いサポートセンターのＰＲ 

・結婚して家庭を築くことの大切さ・素晴らし

さについての意識啓発活動 

●応募条件 県内に在住する満20歳以上の方 

●活動期間 登録の日から２年間（今回の登録

者は平成22年３月31日まで 更新可） 

●応募方法 申込書を次のホームページから 

ダウンロードし、所定の事項を記入のうえ、

FAX、郵送、Ｅメールのいずれかでお送り 

ください。 

 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/ 

  hoken/jifuku/marriage/marirage.htm 

●その他 

・応募いただいた後、県から委嘱状を交付  

します。 

・若者の結婚支援に関する研修会を毎年実施 

します。 

・営利を目的とした活動はできません。 

・報酬、交通費等はありません。 
 

問 申    

 県子ども家庭課 

  ［〒310-8555 水戸市笠原町978-6］ 

   029-301-3261 FAX 301-3269 

   Ｅメール  jifuku4@pref.ibaraki.lg.jp 
 

 いばらき出会いサポートセンター 

  ［〒310-0011 水戸市三の丸1-5-38］ 

        県三の丸庁舎3F］ 

 029-224-8888 FAX 224-8921  

   Ｅメール  r-line@ibccnet.com 
 

いばらき出会いサポートセンター 

県と（社）茨城県労働者福祉

協議会が共同で設立。結婚を

希望する男女に対し、地域・

職域を越えた出会いの場の 

提供や市町村・団体等と連携

して全県的な結婚支援活動を

展開しています。 

公民館おはなしの会／２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 ２月16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 

下館建設高等職業訓練校生募集 
■科目 建築科、板金科 

■募集人員 各課５～６名 

■訓練期間 ３年間 

■訓練日時 第２・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 

■申込締切 ３月20日（木）当日消印有効 
 

問 申 県西地区下館建設高等職業訓練校 

［〒308-0841 筑西市二木成806-2］ 24-0053 

第８回 公民館まつり 
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。皆さまのご来場をお待ちしています。 
 

●日時 ２月23日（土）・24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23日（土）午前９時30分～】 

下妻童謡・騰波ノ江童謡・ダンス入門・親子リト

ミ ッ ク・マ マ と 一 緒 に 遊 ぼ う・キ ー ボ ー ド を   

楽しむ・青龍（高齢者教室）・フォークダンス・   

健康ウォーキング 

カラオケ入門【24日（日） 午後1時～】 
 

◆作品展示 

フラワーアレンジメント・トールペイント・コンテ

ナガーデン寄せ植え・プリザーブドフラワー・   

書 道・デ ジ カ メ・生 花・竹 工 芸・筆 ペ ン 習 字・   

手編み・パッチワーク・ちぎり絵・水彩画・陶芸 
 

◆体験コーナー 

簡単お菓子作り（要予約）・ヨガ・トールペイント

（要予約）・ダンス入門・手編み・筆ペン習字 

その他、公民館図書室の古本、古雑誌の無料配布を

行います。 
 

＊簡単お菓子作り、トールペイントは事前予約が 

必要です（下の表をご覧ください） 

●申し込み期間 ２月１日（金）～15日（金） 

●申し込み方法 下妻公民館または千代川公民館 

まで、電話または来館にてお申し込みください。 

●対象者 市内在住・在勤・在学者  

＊簡単お菓子作り教室は、小学４年生以上ですが、

保護者同伴であれば小学１年生から可。 

＊材料の都合上、直前のキャンセルは材料費を  

お支払いいただくこともあります。 

＊応募者が少ない場合、体験開催を取りやめる場合

もあります。 

教室 日時 講師 定員 内容 材料費 

簡単お菓子作り 

2月23日（土） 

13:30～16:00 小野田 明美 12名 洋梨のタルト 300円 

2月24日（日） 

13:30～16:00 小野田 明美 12名 洋梨のタルト 300円 

トールペイント 

2月23日（土） 

10:00～12:00 三輪 絹代 15名 ウェルカムボード 1,000円 

2月24日（日） 

10:00～12:00 
三輪 絹代 15名 ウェルカムボード 1,000円 

 問 申 下妻公民館 43-7370  千代川公民館 44-3141 

あたらしい出会いを探してみませんか 
 

 NPO法人ベル・サポートでは、いばらき出会

いサポートセンターと共催により、ふれあいパー

ティを開催します。 
 

坂東会場 
●日時 ２月17日（日）13:30～17:00 

（受付12:30～） 

●場所 坂東市民音楽ホール「ベルフォーレ」

［坂東市岩井5082］ 0297-36-1100 

●対象者 40歳までの独身者 

     （男性20名 女性20名） 

●参加費 男性4,000円 女性2,000円  

＊当日徴収します 

＊定員になり次第締切ります 
 

 

土浦会場 
●日時 ２月24日（日）13:30～17:00 

（受付12:30～） 

●場所 霞ヶ浦観光ホテル［土浦市川口2-11-31］ 

    029-821-5110 

●コース 

 Ａコース ・対象者 40歳までの独身者 

      ・定員 男性20名 女性20名 

      ・参加費 男性4,000円 女性2,000円  

  ＊当日徴収します 

 Ｂコース ・対象者 40歳以上の独身者 

      ・定員 男性15名 女性15名   

      ・参加費 男性4,000円 女性2,000円  

  ＊当日徴収します 

  ＊定員になり次第締切ります 

問 申 NPO法人ベル・サポート 0280-87-7085 Ｅメール info@bell-support.net 

 

行 事 
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徴収嘱託員を募集します 
 

■職種 国民健康保険税及び市税等の徴収事務 

■募集人員 １名 

■応募資格 おおむね65歳までの徴収事務に

意欲のある方 

＊普通自動車運転免許証所持者 

■勤務内容・時間 

・臨戸訪問による税の徴収 

・納税者と面会できる時間帯に訪問 

■報酬 

・基本報酬 月額80,000円 

・能率報酬 徴収額の３～４％ 

■嘱託期間 ４月１日～平成21年３月31日 

＊委嘱期間を延長する予定あり 

■試験内容 面接  

＊面接日は、応募者に後日連絡 

■募集期間  

 １月25日（金）～２月20日（水） 

■提出書類 履歴書、運転免許証の写し 

■提出先 市人事課［市役所本庁舎２階］ 
 

問 市収納課 内線1362 

ふるさと交流館の名称を募集します 
 

市内大園木に建設中のやすらぎの里しもつま・ふる

さと交流館を地域の交流拠点としてふさわしく、永く

市民に愛される施設とするために名称を公募します。 
 

◆募集期限 ２月15日（金） 

◆応募資格 市内に在住・在勤・在学している方 

◆応募方法 所定の応募用紙又は官製はがきにより 

住 所、氏 名、年齢、性別、電話番号、職 業、施設の 

名称「ふるさと交流館○○○○」を必ず明記の上、 

郵送又はファクシミリで応募してください。 

◆選定方法    

 関係機関及び市担当者により決定します。 

◆表彰及び発表 

 ①表彰 最優秀賞 1点 優秀賞１点 佳作2点 

 ②発表 ３月を予定。受賞者には直接連絡します。 

◆その他 決定した名称の一切の権利は下妻市に帰属

します。 

問 ［応募先］下妻市役所建設部都市整備課  

                       〒304-8501  本城町2丁目22番地 

                内線1723／FAX 43-2945 

募 集 臨時職員の募集 

 問 ［提出先］市人事課 内線1241 ＊８時30分～午後５時15分（土・日・祝祭日を除く） 

募集職種 用務員（臨時職員） 保育士（臨時職員） 

募集人員 1名 若干名 

業務内容 保育園用務職及び給食調理補助 保育業務 

応募資格等 普通運転免許を有する人 保育士資格を有する人 

勤務地 市立きぬ保育園 市立下妻保育園又は 

市立きぬ保育園 

勤務時間 1日６時間 週30時間勤務 

午前９時～午後４時 

1日4時間 週20時間勤務 

（早朝2時間・夕方2時間） 

賃金等 時給賃金制：時給770円 

社会保険・雇用保険加入 

時給賃金制：時給910円 

雇用期間 ４月１日～平成21年３月31日 ＊期間更新する場合があります 

試験内容 面接  日時：2月22日（金）午後1時30分～ 

募集期間 ２月20日（水）まで 

提出書類 履歴書、運転免許証の写し 履歴書、保育士資格を確認できる 

書類（保育士証写し） 

千代川ふれあいスポーツフェスタ 

参加チーム募集 
―だれにでもできるビーチバレーボール大会－ 
 

◆日時 ２月17日（日） 

            午前８時30分開会式 午前９時試合開始 

◆場所 千代川中学校体育館 

◆種目 ①女子の部 ②男女混合の部（常時女子２名

以上プレー）③シニアの部（50歳以上、男女の制約な

し）④ジュニアの部（小学生以下、友だち・子ども

会・少年団など） 

◆試合方式 ブロック別リーグ戦 

◆参加資格 千代川地区に在住・在勤・在学している

方（千代川地区限定） 

◆チーム編成 ジュニアの部を除き、小学校区内の方

４名以上で編成したチーム（従来どおり行政区内で 

編成したチームも大歓迎）又は千代川地区内の事業所

で編成したチーム 

◆参加料 １チーム1,000円（申し込み時に納入） 

＊ジュニアの部は無料 

◆申込締切 ２月６日（水） 

◆受付先  

   地区のスポーツ推進員又は千代川運動公園事務所 

＊参加申込書は、受付先にあります。 

◆主催 千代川ふれあいスポーツフェスタ実行委員会 
 

問 千代川運動公園事務所  

       43-8110（月曜日休み） 

茨城県ビーチボールバレー親善大会 

（第13回） 参加者募集 
 

◆とき ３月２日（日）午前８時30分 

◆ところ 市総合体育館 他８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名でチーム

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2,000円 

◆申込方法 所定の申込書に参加費を添え

て、市スポーツ振興課（千代川庁舎２階）又

は、市総合体育館（土・日も受け付けます）

までお申し込みください。 

◆組み合わせ 事務局で厳正に行います。 

◆申込締め切り ２月８日（金） 
 

問 市ビーチボールバレー連盟（粟野） 

   44-2544 

下妻警察署協議会の開催結果をお知らせします 
 

平成19年第４回会議 

■日時・場所 12月13日（木） 午後３時～５時 下妻警察署 
 

■出席者  

（警察署協議会委員）端 恒一会長、山本 宗一副会長 

          柴森 米光さん、相沢 純子さん、山内 幸子さん 

（警察署）猪狩 三男署長 他８名 
 

■内容  

・下妻警察署の業務重点等説明、高齢者の交通事故防止について

諮問 

委員からの意見 

・お年寄りの集まる医療機関、院外薬局等において交通安全に関

する指導教養をしてほしい 

・常習無免許運転、飲酒運転に関する情報を地域住民から効果的

に収集し、取締りを強化してほしい 

回答 今後の警察業務に反映していく 
 

＊警察署協議会 警察署の管轄区域内における警察の事務の  

処理に関し、警察署長の諮問とともに、警察署長に対して意見を  

述べる機関です。 
 

警察署協議会ホームページ  

 http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/kouan/kyougi.htm 

募 集 

県政モニター 募集 
 平成20年度の県政モニターを 

募集します。 
 

■募集人数 50名 

■活動の内容  

・県政についての意見、提案 

・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 

■任期 ２年間 

■募集資格  

・県内お住まいの20歳以上の方 

・常勤の公務員や議会議員でない方 

■締め切り ２月29日（金） 

■応募先 県広報広聴課 

 〒310-8555 水戸市笠原町978-6 

 FAX029-301-2168 

＊応募用紙は県のホームページから

ダウンロードできます。また、市 

秘書課にも用意してあります。 

問 県西地方総合事務所 

   県民生活課 24-9074 

 


