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しもつま 広
報 

利用ルールを守りましょう 

市役所資源回収庫 
 
●市役所下妻庁舎東側の資源回収庫は資源物の回収

拠点となっていますが、粗大ごみや一般ごみ 

（可燃・不燃ごみ）が出されることが頻発して 

います。 

●資源回収庫は、缶・ビン・ペットボトル・古紙の

回収拠点であり、それ以外のごみを出す場合は、

ルールを守り、適正に処理してください。 

●資源物を出す際は、分別識別マークの表示等を 

確認し、缶は「アルミ缶」と「スチール缶」に、

ビ ン は「無 色 透 明 ビ ン」と「茶 色 ビ ン」及 び

「緑・青・黒 ビ ン」に、古 紙 は「新 聞」・  

「雑 誌」・「段 ボール」ごと にひも で十 字に  

束ね、分別して指定の回収ボックスに出して  

ください。 

●資源回収庫に資源物以外のごみが出される場合

は、資源回収方法の変更や回収庫を異動・廃止 

する場合もありますのでご了承ください。 
 

問 市生活環境課 内線1424・1425 

ガス缶・ライターなど 引火性ごみは 

正しく出しましょう 
 

１月９日、上妻地区のごみ収集中に、引火性の 

ガスが残ったままの缶等がつぶれて、収集車の荷台

が火災になる事故が起きました。収集車に引火した

場合、収集作業員や周辺に重大な危険を及ぼす可能

性がありますので、次の点にご注意ください。 
 

●卓上用コンロのカセット式ガス缶やスプレー缶・

ライター等は、中身を使いきり、風通しの良い場所

で穴を開け、中に引火性ガスが残らないようにし、

「不燃ごみ」として出してください。 

●灯油等の引火性の液体は、使い切るか、専門の 

処理業者に処分を依頼してください。 
 

問 市生活環境課 内線1424・1425 

「クリーンポート・きぬ」 からのお知らせ 
 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に  

より、平成20年4月1日から、事業所から排出され

る木製パレット等に係る木くずについては産業廃棄

物扱いになります。 

そのため、クリーンポート・きぬへの搬入はでき

ませんので、産業廃棄物処理業者に処理を依頼して

ください。 
 

問 クリーンポート・きぬ 43-8822 

農業委員会委員選挙人名簿の 

縦覧案内 
 

■縦覧期間  

 ２月23日（土）～３月８日（土） 

 午前８時30分～午後５時 

■縦覧場所 選挙管理委員会事務局 

  ［市役所 本庁舎２階］  

  ＊土・日は市民課窓口 
 

問 市選挙管理委員会  

   内線1131・1132 

国民健康保険加入中の皆様へ 
～配達記録郵便による送付を希望される方へ～ 
 

４月から有効の保険証を3月下旬に普通郵便で送付しますが、

配達記録郵便を希望される方は、事前にお申し込みください。 

19年度以前の国保税が完納されていない場合などは、郵送での

対応はできません。 
 

◆申し込み方法 

・窓口で申し込む場合 

市保険年金課（本庁舎）またはくらしの窓口課（千代川庁舎）

へ保険証と210円分の切手を持参してください。 

・郵送で申し込む場合 

 世帯主氏名、住所、電話番号、保険証番号、配達記録郵便希望

と明記のうえ、210円分の切手を同封して市保険年金課へ送付 

してください。 

◆申し込み期限 ２月29日（金）＊郵送の場合2月29日必着 
 

問［送付先］〒304-8501 下妻市本城町2-22  

   下妻市役所保険年金課 保険証担当 内線1518 
 

後期高齢者医療制度開始に伴う保険証の交付 
 

平成20年４月１日から後期高齢者医療制度が始まります。 

該当する方（75歳以上の方・一定の障害のある65歳以上の

方）には、現在ご使用の国民健康保険証、社会保険証等に変わっ

て後期高齢者医療の被保険者証を３月下旬に普通郵便で交付  

します。 
 

マル福該当の方へ…  

 マル福受給者証は保険証と一緒に郵送します。 
 

～配達記録郵便による送付を希望される方へ～ 
保険証は普通郵便で送付しますが、配達記録郵便による送付を

希望する方は、事前にお申し込みください。 
 

◆申し込み方法 

・窓口で申し込む場合 

 市保険年金課（本庁舎）またはくらしの窓口課（千代川庁舎）

へ210円分の切手を持参してください。 

・郵送で申し込む場合 

 氏名、住所、電話番号、配達記録郵便希望と明記のうえ、210

円分の切手を同封して市保険年金課へ送付してください。 

◆申し込み期限 ２月29日（金）＊郵送の場合2月29日必着 
 

問［送付先］〒304-8501 下妻市本城町2-22  

       下妻市役所保険年金課 医療福祉係 内線1512・1513  

高道祖地区排水処理施設 

使用料の納期案内 
 

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、口座振替の方については、事前

に預金残高をご確認願います。 
 

■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。 
 

問 市農地整備課 内線2613 

国民年金保険料の集合徴収    

国民年金相談 
 

国民年金保険料の未納がある方、また

日頃疑問に思うこと、わからない点等 

ありましたらお気軽にご相談ください。 
 

●とき ２月29日（金） 

    午前10時～午後３時 

●ところ 市役所本庁舎３階大会議室 
 

問 下館社会保険事務所  

   国民年金業務課 25-0811 

最適なライフステージで 

快適な暮らし始めて見ませんか 
 

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・体育館・文化  

施設・公園などの公共施設や保育園に隣接し、常総線 

下妻駅や下妻小学校、商店・病院・金融機関などがある

市街地に近く利便性の良い宅地です。 

 <分譲区画 10区画・坪16.49万円から> 
 

◆分譲概要 

【所在】本宿町２丁目、田町１丁目、田町２丁目 

【分譲区画】10区画〈全41区画・分譲済31区画〉   

【分譲面積】 

  189.49㎡（約57坪）～333.43㎡（約101坪） 

【価格】1,050万円台～1,922万円台 

【坪単価】16.49万円～19.47万円 

【 多価格帯】1,100万円台 ６区画 

【上下水道完備】加入負担金･受益者負担金あり 

◆現地見学会開催  

【日時】 ２ 月 １７ 日（日）  午前10時～午後４時 

【受付場所】  

 下妻東部第一土地区画整理事業地内テント 

〈保健センター東側 信号付近〉 

＊降雪等悪天候の場合には中止します。 

＊現地見学会開催日以外も随時受付、現地案内をして   

います。 

◆申し込み  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都市整備課（市役所第二庁舎 

２階）にお申し込みください。 
 

◆分譲価格表＜10区画＞ 

＊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   
   

問 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 

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 

案 内 



確定申告の案内 
 

納税証明を請求される方へ 
 

■納税証明書の受付及び発行は 

申 告 会 場「ス ピ カ」で は 行 っ て 

い ません。従 来ど おり税 務署 に 

お越しください。 
 

■平成19年分の所得税及び消費税

（個 人 事 業 者）の 納 税 証 明 書 を 

請 求され る場 合には、４ 月中 旬 

ま で の 間、確 定 申 告 書 の 写 し 

（税 務署 の受付 印のあ るもの） 

及び納税した領収証書を、ご用意

ください。 
 

■請求するために来署される場合

は、ご本人確認のため、身分を証

明するもの（運転免許証など）及

び印鑑・手数料が必要です。 

 代理人が来署される場合は、

「ご本人からの委任状」が必要で

すので、委任状・代理人の身分を

証明するもの及び代理人の印鑑・

手数料をご用意ください。 
 

■ 手 数 料 は、一 税 目・一 事 業  

年 度・一 枚 400 円 で、支 払 い は 

収入印紙もしくは現金で受け付け

ています。 
 

納税は期限内に、振替納税を

ご利用ください 
 

■納期限  

 所得税 ３月17日（月） 

 消費税 ３月31日（月） 

＊振替納税の手続きの締め切り

は、納期限までです。 
 

■振替日  

 所得税 ４月22日（火） 

 消費税 ４月24日（木） 

＊振替納税を利用している方は、指

定口座の残高を確認してください。 
 

消費税の新規課税事業者の方へ 

振替納税をご利用ください 
 

■新たに消費税の課税事業者に 

なる方へ、手続き簡単な、振替納

税をお勧めします。 

＊ 申 し 込 み の 書 類 は、税 務 署  

も し く は 金 融 機 関 に 用 意 し て  

あります。 
 

問 下館税務署  25-3391 

恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚者の皆様へ 
 

 いわゆる恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚者の「ご本人」に、 

内閣総理大臣名の「特別慰労品」を贈呈しています。 

（過去に内閣総理大臣名の書状等を受けた方も対象） 

請求書は市介護保険課（市役所第二庁舎２階）の窓口にあります。 
 

問 独立行政法人平和記念事業特別基金 

  ［無料］0120-234-933（月～金９:15～17:15  土日 休） 

      ホームページ  http://www.heiwa.go.jp 

電話加入権公売のお知らせ 
 

県筑西県税事務所では電話加入権公売を実施します。 

電話の新規設置や増設をお考えの方、ぜひご参加ください。 
 

◆日時  2月28日（木）午前11時～11時10分（入札時間） 

◆場所  筑西県税事務所（筑西市二木成615／筑西合同庁舎内） 

◆持参するもの ①現金 ②認印 ③身分証明書 ④委任状 

                       （代理人の場合）  

＊公売が都合により中止になる場合もあります。 
 

問 県筑西県税事務所 24-9190 

確定申告等の際のおむつ代の医療費控除用書類を 

発行します 
 

 確定申告や住民税申告の際に、おむつ（紙おむつなど）代を医療費 

控除の対象とする場合は、おむつ代の領収書といっしょに、医師が発行

する「おむつ使用証明書」が必要となります。 

 介護保険の要介護等の認定を受けている方については、「おむつ使用

証明書」の代わりに「市が主治医意見書の内容（寝たきり度、尿失禁の

有無等）を確認した書類」でも認められていますので、必要な方は申請

してください。 

 「市が主治医意見書の内容を確認した書類」の発行は、おむつ代の 

医療費控除を受けるのが２年目以降の方のみですので、初めておむつ代

の医療費控除を受ける方は、医師の「おむつ使用証明書」が必要となり 

ます。 
 

●受付 市介護保険課（申告者・対象者の印かんをご持参ください） 
 

＊主治医意見書の内容（寝たきり度、尿失禁の有無等）によっては、 

おむつ使用を確認できない場合がありますので、その場合は確認書の 

発行はできません。 
 

問 確認書関係 市介護保険課 内線1532 

   税控除関係 市税務課 内線1342～1346 

確定申告等の際の障害者控除対象者の認定書を 

交付します 
 

65歳以上の高齢者で、精神または身体に障害のある方については、

障害者手帳等の交付を受けていなくても、障害者に準ずるものとして 

市町村長等の認定を受ければ、確定申告及び住民税申告の際の障害者 

控除の対象となります。 

市では、「障害者控除対象者認定

書」を、介護保険の要介護等の認定を

受けている方について、その調査記録

等をもとに障害者控除対象者認定基準

により審査・判定を行い、該当する 

場合には交付していますので、必要な

方は申請してください。 

障害者手帳の交付を受けている方に

ついては、その手帳により障害者控除

の対象となりますので、申請の必要は

ありません。 
 

●障害者控除額  

・障害者  

  所得税27万円住民税26万円 

・特別障害者  

  所得税40万円 住民税30万円 

●申請受付 市介護保険課（申請者の

印かんをご持参ください） 
 

問 認定書関係  

       市介護保険課 内線1532 

 税控除関係  

 市税務課 内線1342～1346 

市の高齢者家族介護支援事業と 

し て、「家 族 介 護 教 室」を 開 催  

します。 

身近な話題や同じような経験を 

している方同士が交流を持つことに

より、気分転換にもなります。お気

軽にご参加ください。 
 

●対象者  

 家庭で高齢者を介護している方 

●日時  

 ２月24日（日）午前10時～12時 

●場所  

 特別養護老人ホーム  

 ラポールしもつま［平間病院北側］ 

●内容・高齢者の食生活について 

   ・高齢者の健康管理について 

   ・座談会（情報交換など） 

●参加費 無料 

●申し込み ２月20日（水）まで 
 

問 申  

 特別養護老人ホーム  

 ラポールしもつま 44-7300 

 （担当：岩井・渡辺） 

草取り交流会にご参加ください 
第17回 鬼怒フラワーライン草取り交流会 
 

みなさんに種をまいてもらったポピーが、すくすく育っています。 

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 ２月24日（日）午前９時  ＊雨天のとき ３月２日（日） 

●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、長靴などをご持参ください。 
 

問 花と１万人の会事務局（市都市整備課内） 内線1722 

認定 

区分 

障害高齢者の日常生活 

自立度（寝たきり度） 
認知症高齢者の日常生活自立度 

特別障

害者に

準ずる 

１ 日中 ベッ ド 上 で 過ご

し、排泄、食事、着替え

に介助を要する。 
  

 屋内での生活は何らかの

介助を要し、日中もベッ

ド 上で の生 活 が 主 体で 

あるが、座位を保つ。 

著しい精神症状や問題行動、 

重篤な身体疾患が見られ、専門

医療を必要とする。 
 

日常生活に支障をきたすような

症状・行動や意思疎通の困難さ

が頻繁に見られ、常に介護を 

必要とする。 
 

日常生活に支障をきたすような

症状・行動や意思疎通の困難さ

がときどき見られ、介護を必要

とする。 

障害者

に準ず

る 

屋内での生活は概ね自立

し て い る が、介 助 な し 

には外出しない。 

  

日常生活に支障をきたすような

症状・行動や意思疎通の困難さ

が多少見られても、誰かが注意

していれば自立できる。 

非該当 

何 らか の障 害 を 有 する

が、日常生活はほぼ自立

し て お り、独 力 で 外 出 

する。 

何らかの痴呆を有するが、日常

生活は家庭内及び社会的にほぼ

自立している。 

タイプライター用 「活字」 をお譲りします 
 

市では業務に使用しなくなったタイプライター用「活字」（印刷の

際に文字を紙などに印字するもので、金属に字形を刻んだもの）を 

お譲りします。希望する方は、２月29日（金）までに下記へお問い 

合わせください。 

＊タイプライター本体は除きます。譲渡は申し込み順となります。 
 

問 市総務課 内線1222・1223 

 ●認定基準 

案 内 

フィットネスパーク・きぬ（ほっとランド・きぬ） 臨時休館日 
 

プール水の入替、機械の保守点検等に伴い臨時休館します。 

公園全体も臨時休園となりますので、ご協力をお願いします。 
 

●臨時休館日 ２月19日（火）～22日（金） 

 ＊２月18日（月）は、定期休館日です。  

 ＊２月23日（土）から通常営業します。 
 

問 ほっとランド・きぬ 30-4126 

「家族介護教室」を開催します 
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しもつま 広
報 

２月の予防接種 
 

ＢＣＧ接種   
●とき ２月20日（水） 

    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。 

●ところ 市保健センター 

●持ち物 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。 

・ポリオを受けた場合 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。 

＊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」をよく読んで

ください。 
 

子ども予防接種週間 ３月１日（土）～７日（金） 
 

子どもに対する予防接種への関心を高め、感染症の発生・

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。下記の医療機関において、平日の夜間、土・日、

診療時間以外にも予防接種を行います。４月からの入園・ 

入学に備え、よい機会です。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

すか。 

◆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。 
 

●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。 

＊日本脳炎については、現在接種は中止しています。 
 

●接種費用 

・接種対象年齢の子は、保健センター発行の受診券・予診票

をお持ちください。接種費用は無料になります｡ 

・受診券のない人は再発行しますので、保健センターに  

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。 

 

市民の憩いの場、砂沼の清掃を市民の

皆さまのご協力により行います。下妻の

シンボルである「砂沼」をきれいに保つ

ため、皆さまのご参加をお願いします。  
 

◆とき  

 ３月９日（日）午前８時～９時  

＊小雨決行、防災無線で７時にお知らせ

します 

◆実施方法 砂沼周辺のゴミ収集 

◆注意点 

＊収集したゴミは絶対に燃やさず、決め

られた収集所に出してください。 

＊ビンのかけら等でケガをしないように

してください 

＊沼内のゴミは、危険ですので取らない

でください。 

（専門業者にお願いしています） 

＊ 清 掃 用 具 は、各 団 体 で ご 用 意 く だ  

さい。 

＊ 必 ず 可 燃 物・不 燃 物 に 分 け て く だ  

さい。 

＊図の●印にゴミ袋を用意します 

＊◎印の所がゴミ収集所になります。 

他の場所は車が入れませんのでご協力 

ください。 
 

問 市生涯学習課 内線2832 

「砂沼をきれいにする運動」に参加しましょう 

 

＊接種希望者はワクチンの準備がありますので、必ず来院前に電話等でご予約ください。 

＊母子健康手帳、予防接種受診券・予診票、保険証などをご持参ください。 

問 市保健センター 内線1552～1555  43-1990 

●平日夜間･休日診療協力医療機関・受付時間 

＊各医療機関とも、平日（３日～７日）の下記時間以外の診療時間・休診日については、通常どおりです。 

医療機関名 
  

実施日 

菊山胃腸科外科医院 

44-2014 
中山医院 

 43-2512 
平間病院 

 43-5100 
古橋医院 

44-2792 
まつだこどもクリニック 

30-5558 
３月 

１日 
土 

8時30分～12時 

14時～17時  
15時～17時 

 9時～12時 

14時～17時  
15時～19時 

  

２日 日 8時30分～12時   
  9時～12時 

14時～17時  
  10時～12時 

３日 月     18時～19時   19時～20時 

４日 火     18時～19時   19時～20時 

５日 水     18時～19時   19時～20時 

６日 木     18時～19時    

７日 金     18時～19時   19時～20時 

子育て真っ 中のみなさん、子育

てしていて困ったことはありません

か。身近にちょっとしたことを聞け

るお友達や先輩ママがいたらいいの

に…と思ったことありませんか？ 

そんなことをいっぺんに解決しちゃ

う広場に来てみませんか。 

みんなで遊ぼう！  遊びの広場  
●とき ３月７日（金） 

     午前10時30分～12時（受付10時～10時30分） 

●ところ 市保健センター ●参加費 無料 

●内容・作ってあそぼうコーナー（創作、お絵かき） 

   ・体であそぼうコーナー（ハイハイ、缶積み倒し、ボール入れ） 

   ・楽しい読み聞かせコーナー 

   ・育児相談コーナー 

●主催 市母子保健推進員協議会           

問 市保健センター 

43-1990 

 

◆とき ３月16日（日） 

〈昼の部〉開場14:00 開演14:30 

〈夜の部〉開場18:00 開演18:30 
 

◆ところ 市民文化会館 大ホール 
 

◆入場料 ★シングル券     6,000円（5,500円） 

     ★ペアー券    11,000円（10,000円） 

＊全席指定（ ）内は友の会会員料金 

『美川憲一コンサート』 好評発売中!! 
＊チケット枚数制限 （昼・夜 それぞれ一人４枚まで） 

＊未就学児の入場はご遠慮願います。 

◆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 

＊チケット取扱時間は各プレイガイドにより異なります。 
 

問 市民文化会館 43-2118  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 



３月の相談 

区 分 日  時 場 所 問い合わせ 

心配ごと相談 

３月４日・11日・18日・

25日（火曜日） 

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11日と25日

（予約制） 

下妻公民館 

２階 和室 

市社会福祉 

協議会 

44-0142 
  

行政相談 

３月14日（金）  

午後１時30分～３時30分 

千代川公民館 

１階小会議室 
市秘書課 

内線1212 
３月21日（金） 

午後１時30分～３時30分 

下妻公民館 

１階 和室 

人権相談 

（困りごと） 

３月28日（金） 

午後１時30分～３時30分 

千代川公民館 

１階小会議室 

市人権推進室 

内線1583 

納税相談 

夜間納税相談 

３月６日（木） 

午後５時30分～７時30分 

休日納税相談 

３月30日（日） 

午前８時30分～午後５時 

本庁舎１階 

収納課 

市収納課 

内線1363

～1365 

「ふるさと博物館体験学習」 受講者募集 
 

市ふるさと博物館では、「博物館体験学習 歩いて巡る地域の歴史～宗道

河岸跡周辺～」を開催しますので、ぜひご参加ください。 
 

◆内容 江戸時代、下妻の玄関口であった宗道河岸跡など、本宗道地区周

辺に残る史跡を巡ります。 

◆とき ３月１日（土） 午後１時30分～４時 

◆ところ 宗道河岸跡・本宗道地区周辺（市ふるさと博物館集合） 

＊博物館から本宗道地区周辺（市役所千代川庁舎）までは、市バスを利用

します。 

◆講師 ふるさと博物館職員 

◆参加費 200円（保険料） 

◆募集人数 50名 市内在住・在勤の方 

     （小学生以上／小学生は保護者同伴） 

◆申込方法 参加費と印鑑を持参し、市ふるさと博物館（ 44-7111）

あるいは、下妻公民館（ 43-7370）、千代川公民館（ 44-3141）

へ、所定の参加申込書でお申し込みください。 

◆申込期間 ２月13日（水）～21日（木）午前９時～午後５時 

＊２月18日（月）は博物館、下妻公民館、千代川公民館とも休館です。 
 

問 市ふるさと博物館 44-7111 

嘱託職員募集／市教育委員会 

問 市スポーツ振興課 内線2862 

「利根川圏域河川整備計画」 へのご意見を募集します 
 

利根川圏域の河川を対象に、洪水対策に関すること（治水）、農業用水

などの河川水の利用に関すること（利水）、河川環境の保全に関すること

（環境）などについて河川整備計画を作成しています。地域の皆さんの 

ご意見を計画に反映させるため、原案を公表しています。ご覧のうえ、 

ご意見をお聞かせください。 
 

■縦覧期間 2月29日（金）～3月14日（金）＊土・日・祝祭日は除く 

■縦覧場所  ・市建設課［第二庁舎］ 

       ・常総土木事務所 道路河川整備第二課［常総市新石下］ 
 

問 市建設課 内線1715 常総土木事務所 0297-42-2621 

＊縦覧期間中、県ホームページ（河川課ホームページ）でも原案がご覧に

なれます。  

募集職種 嘱託職員 

募集人数 １名 

業務内容 体育施設管理業務 

勤務地 
市立千代川運動公園［鬼怒257］及び 

市立総合体育館［本城町3-36-1］ 

勤務時間 
１日８時間（週40時間勤務） 

午前８時30分～午後５時15分 

休日 
毎週月曜日（月曜日が国民の祝日にあたるときは、 

その翌日）及び指定日 

賃金等 
標準賃金 月額176,200円（年齢により差異あり） 

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20年４月１日～平成21年３月３１日 

（ただし、期間更新する場合あり） 

試験内容 
面接 日時 ３月11日（火）午後１時30分 

場所 市役所千代川庁舎 第３会議室 

募集期間 ２月15日（金）～２月29日（金） 

提出書類 履歴書 

提出先 
市スポーツ振興課［千代川庁舎２階］ 

午前８時30分～午後５時15分 （土・日を除く） 

市民卓球大会（第８回）参加者募集 
 

▼とき ３月９日（日） 午前９時開会 

▼ところ 県立下妻第二高校体育館 

▼種目 ダブルス（男子ダブルス・女子ダブルス） 

＊男女混合のときは、男子ダブルスの部に出場 

▼参加資格 市内在住・在勤および近隣市町村の卓球愛好者（小学生

以上で年齢を問わないペア） 

▼試合方法 男女別予選リーグ その後 男女別決勝トーナメント 

▼参加料 １ペア 2,000円（当日徴収） 

＊中学生以下は、１ペア600円 

▼申込先 市スポーツ振興課［千代川庁舎２階］ 

     〒304-8555 下妻市鬼怒230 

＊所定の申込書に記入（申込書は、市スポーツ振興課にあります） 

▼申込締切  ２月20日（水） 

▼その他   

・申し込み多数の場合には、人数制限をお願いする場合もあります。 

・当日、傷害保険に加入しますが、保険給付以外の大会中の事故等に

ついては、主催者は責任を負えませんのでご了承願います。 

・申込時には生年月日をおたずねします。 
 

問 市卓球協会（藤本） 44-3359 

ビアスパークしもつま 第２回ふれあい農業体験教室 
“種まきから収穫まで農作業と温泉＆地ビールを満喫” 
 

◆コース内容 

 第１回 ３月コース 実施日 ３月９日（日）ジャガイモ他３種 

 第２回 ４月コース 実施日 ４月13日（日）トマト他３種 

 第３回 ５月コース 実施日 ５月11日（日）サツマイモ（紅東）他３種 

 第４回 ６月コース 実施日 ６月８日（日）サツマイモ（紫芋）他３種 

◆募集定員 各月コース共先着30名 

◆参加費 各月共１名1,000円（昼食付） 

◆作業時間 10:00～14:00（昼休憩１時間）＊小雨決行 

◆持ち物  

 軍手、長靴、帽子、タオル（汚れても良い服装でご参加ください） 

＊入浴や地ビールは希望者実費負担 

＊収穫日、収穫量は参加者に通知します。 

◆申込方法  

   電話・ファックス・ハガキ・直接来館で 

 お申し込みください。 
 

問 ビアスパークしもつま［長塚乙70-3］  

   30-5121 FAX 30-5122 

「高齢者はつらつ百人委員会」 委員募集 
 

 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。ぜひご応募ください。 
 

◆応募資格  

 県内に住んでいる概ね60歳以上で、委員会の活動に出席できる方 

 ＊地方公共団体の長及び議員は除く 

 ＊報酬・交通費はなし 

◆任期 平成20年４月～平成22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

「応募動機、活動の抱負、社会活動歴など（200字程度）」を明記し、 

３月14日（金）までにお申し込みください。（当日消印有効） 
 

問 申 （社福）茨城県社会福祉協議会 茨城わくわくセンター 

      029-243-8989 FAX 029-244-4652 

      〒310-8586 水戸市千波町1918 

募 集 


