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高道祖地区 
 

排水処理施設使用料 

納期の案内 
 

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 

案 内 
県民交通災害共済  

加入受付中   ２月１日～  
 

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 

・県民交通災害共済加入申込書 

・会費  

   大人（高校生以上）900円 

 子ども 500円 
 

◆共済期間 平成20年４月１日 

               ～平成21年３月31日 

＊４月１日以降の申し込みは、 

共済期間が申し込み日の翌日から

になります。 
 

問 市民安全課 交通安全係  

       内線1432 

千代川地区の車庫証明 

-自動車保管場所証明- 
 

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地区が

該当します。 

法令では車庫証明を必要としな

い 区 域 に つ い て、「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

令の改正がないため、旧千代川村

地 区 は 車 庫 証 明 が必 要 あ り ま  

せん。 
 

問 下妻警察署 車庫証明係  

       43-0110 

交通安全 “反射タスキ”  

“もみじマーク”の無料配布 
 

 市交通安全対策協議会で

は、夜 間 の 交 通 事 故、 

高 齢 運 転 者 の 事 故 防止 

対 策 と し て、自 転 車・ 

歩行者用の反射タスキ、高齢者 

運転標識（もみじマーク）を無料

で配布しています。 
 

◆対象者 市内在住の方（もみじ

マークは70歳以上の方、免許証

の提示をお願いします） 
 

◆配布場所  

・本庁舎 ２階 市民安全課 

・千代川庁舎 １階 くらしの窓口課 

＊来庁者１人につき１組の配布と

します。 

 
いらなくなった“チャイルド

シート”はありませんか 
 

 下妻地区交通対策連絡協議会で

は、いらなくなったチャイルド

シートを、必要な方に紹介して 

います。 
 

≪いらなくなった方≫ 

 市に登録し、譲渡が成立する

と、3,000円の奨励金が当協議会

から交付されます。 
 

≪必要な方≫ 

 市で紹介を受け、譲渡が成立 

すると希望のチャイルドシートを

無料もしくは安価で利用すること

ができます。 

＊事前に登録のないチャイルド

シートの譲渡については、該当に

なりませんのでご注意ください。 

 

問 市民安全課 交通安全係  

       内線1432 

清掃活動に助成しています 
 

●自治区・市民団体等で道路や 

広場等にポイ捨てされたごみを 

自主的に清掃する場合は、ごみ袋

の無償配布やごみ処理手数料の 

減免措置を行っています。 
 

●清掃活動に使うごみ袋が必要な

自治区・市民団体の代表者の方

は、ご連絡ください。 
 

●回収したごみを「クリーンポー

ト・きぬ」に搬入・処分する際、

ごみ処理手数料の減免措置が受け

られます。 
 

問 市生活環境課  

       内線1424・1425 

「交通事故死ゼロを目指す日」

を設定 
 

 家 庭 か ら、学 校 か ら、地 域 

から、職場から、交通事故防止

を呼びかけましょう 
 

●趣旨 

飲酒運転による死亡事故が大き

な社会問題となっているなど、 

交通事故のない社会を求める国民

の声は依然として大きいものが 

あります。 

交通安全に対する国民の意識を

高めるため、新たな国民運動と 

して、「交通事故死ゼロを目指す

日」が設けられました。 

国民一人ひとりが、交通ルール

を守り、交通マナーを実践する 

など交通事故に注意して行動する

ことによって、交通事故の発生を

抑止し、交通事故死傷者数を減少 

しようとするものです。 
 

●実施日 ２月20日（水） 

     ４月10日（木） 
 

●主唱 茨城県交通対策協議会 

浄化槽設置事業費補助金 

（平成19年度）の申請受付は 

終了しました 
 

市では合併処理浄化槽の設置に

対して補助を行っていますが、

19年度分の申請受付は２月６日

（水）で終了しました。 

な お、20 年 度 の 申 請 受 付 は 

４月１日（火）からとなります。 
 

問 市生活環境課  

       内線1423 

平成19年分 所得税確定申告 

生産調整助成金の取扱い 
 

 米の生産調整の条件を満たして

いる方には、国から生産調整助成

金（産地づくり交付金）が支払わ

れます。昨年まで【一時所得】と

して扱われていた国の交付金が、

農林水産省による法改正により

【農業所得の雑収入】として扱わ

れますので、次のように申告して

ください。 
 

① 認定農業者で青色申告の方 

機械・農用地を取得した場合の

課税特例を受けることができま

す。この特例を希望する方は、 

茨 城 農 政 事務 所 に ご連 絡 く だ  

さい。 
 

② ①以外の方 

【農業所得の雑収入】として 

扱われます。 

＊市の生産調整助成金は、①②と

も【農業所得の雑収入】として 

扱われます。 
 

問 茨城農政事務所地域第三課

［筑西市市野辺］ 24-3155 

市農政課（市水田農業支援セン

ター） 内線2644 

市税務課 内線1342 

防犯ボランティアパトロール 研修会 
 

■日時 ３月４日（火） 

     午後１時30分～２時30分 

■会場  

   市立図書館 ２階 映像ホール 

■参加対象者  

・防犯ボランティアパトロール 

登録者 

・防犯ボランティアパトロールの

活動に関心のある方 

■研修会内容 

「防犯パトロールのチェックポイ

ント」 

・講師 下妻警察署 生活安全課長  

          齊藤 修氏 

■参加申込  参加者氏名、帽子番号

（登録者）、連絡先を電話または

電子メールでお知らせください。 
 

問  申   市民安全課 内線1433 

Ｅメール 

  anzen@city.shimotsuma.lg.jp 

肘谷・樋橋地区排水路工事

にご協力ください 
 

肘谷・樋橋地区において、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 ２月中旬～３月中旬 

◆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2615 

３月の休日納税相談 
 

◆日時  

 ３月29日（土）・30日（日） 

 午前8時30分～午後5時 

◆場所 本庁舎 １階 収納課 

＊3月は、29日土曜日にも納税

相談を実施します。 

問 市収納課  

       内線1363～1365 

排水路整備 165ｍ 

横断暗渠改修 

２箇所 

市役所の閉庁日業務を 

４月１日から 本庁舎のみで 

行います 
 

 閉庁日（土・日・祝祭日・年末

年始）の各種届出受理について

は、現在、本庁舎及び千代川庁舎

で行っていますが、４月１日から

死亡届・出生届・婚姻届等の受理

を本庁舎のみで行います。 

 なお、本庁舎では、各種届出 

受理のほか、閉庁日の午前10時

から午後４時まで住民票謄本・抄

本、印鑑登録証明書の交付も行っ

ていますのでご利用ください。 
 

問 市市民課 内線1411  

       市人事課 内線1241 

 



『美川憲一コンサート』  

チケット 好評発売中!! 
 

◆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 
 

◆前売所 大坂屋書店・外山書店 

  大塚屋書店・ブックアート 

  ジャスコ下妻店 市民文化会館  
 

問 市民文化会館 43-2118 

全国火災予防運動  

サイレン吹鳴 
春の火災予防運動 

３月１日～７日 
 

運 動 の 一 環 と し て サ イ レ ン  

吹鳴・半鐘打鐘を行ないますの

で、火 災 と 間 違 わ な い よ う に  

お願いします。 

●日時 ３月１日（土）午前７時 

    ３月７日（金）午前７時 

＊隣接市町においても吹鳴され 

ます。 

「日本舞踊子ども教室」 

成果発表会 文化庁委嘱事業 
 

 「伝統文化子ども教室」で、年間

をとおして全12回、着物の着方、 

正座・礼の仕方を学び、日本舞踊

の初歩を体験学習してきた子ども

たちがその成果を発表します。 

ぜひご来場ください。 
 

◆とき ３月２日（日）  

    午後１時30分～３時 

    （開場 午後１時） 

◆ところ 千代川公民館ホール 

     （千代川庁舎南側） 

＊入場無料 
 

問 西崎幸樹舞踊研究所（鯨井） 

   44-2548 

春休み いけ花体験教室 
 

◆日時 ３月29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） 

◆申込締切日 ３月８日（土） 
 

問 申 下妻市華道文化協会 

    （坂井） 44-4356 

＊知り合いの華道文化協会の先生

方に申し込んでも結構です。 

茨城県の雇用相談窓口 
 

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、内職の紹介・あっせん

など 

■相談時間 午前９時～午後4時

（月～金、土・日・祝祭日は休業） 

■料金 無料 

問 ジョブカフェけんせい 

  ［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 

■相談時間  

 午前９時～午後５時 

（月～金／土・日・祝祭日は休業） 
 

問  相 談 セ ン タ ー［筑 西 合 同 

庁舎内］ 24-2211 内線217 

自衛官採用案内 
 

◆種目 ２等陸・海・空士（男子） 

◆受付期間 随時受付 

◆応募資格  

   18歳以上27歳未満の者 

◆試験期日  

   ３月７日（金）勝田駐屯地 

◆合格発表 各試験日ごと通知 

◆待遇等  

・初 任 給  157,500 円（学 歴・ 

経験により増額）、９か月後昇任 

172,100円（19年４月１日現在） 

 その他各種手当有  

 ボーナス年２回（4.45か月） 

・休日 土・日・祝祭日 

    年次休暇24日 

・衣食住 無料又は支給 

◆その他  

・任 期 満 了 金 制 度  陸 上 ２ 年  

約60万円（海・空は１任期３年

90 万 円）、以 降 ２ 年 ご と に  

約130万円 

＊各種資格・免許取得可能、ステッ

プアップしたい方にもお勧めです。

事務系・技術系もあります。 
 

問 筑西地域事務所  

   22-7239 

ホームページ 

 http://www.mod.go.jp/pco/

ibaraki 

スコーレ母親講座 
“見逃さないで！ 

    子どもの心のSOS” 
 

●とき ３月７日（金） 

            午前10時～11時30分 

●ところ 下妻公民館 １階 和室 

●講師 （社）スコーレ家庭教育 

振興協会講師 平石喜美子  

＊受講無料、託児あり 
 

問 スコーレ家庭教育振興協会 

  （平石） 24-7797 

  （平出） 22-3066 

中小企業退職金共済制度 
 

 国の法律に基づく社外積立型の

退職金制度です。事業主の相互 

共済と国の援助によって退職金 

制度を設け、中小企業の従業員の 

福祉の増進と雇用の安定を図り、

中小企業の振興に寄与します。 
 

■制度の種類 

（一般）中小企業退職金共済制度 

（特定業種） 

 建設業・清酒製造業・林業 
 

問 独立行政法人 勤労者退職金

共済機構 03-3436-0151 

子ども予防接種週間  ３月１日（土）～７日（金） 
 

●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） 

＊日本脳炎については、現在接種は中止しています。 
 

●平日夜間･休日診療協力医療機関・受付時間（下の表） 

＊各医療機関とも、平日（３～７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。 

＊接種希望者はワクチンの準備がありますので、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。 

 

■日時 ３月16日（日）13時30分～16時30分 

             開場13時 

■会場 千代川公民館ホール 44-3141 

＊入場無料・当日会場にお越しください。 

■プログラム 

「急性心筋梗塞予防と治療の 前線｣ 

  ～見逃すな！あれが発作のサインだった～ 

・講師 筑波メディカルセンター病院  

            副院長  野口 祐一 先生 

・内容 心臓病のなかで頻度が高い、狭心症や急性心筋 

梗塞の症状や治療、予防法についてお話します。 
 

「あなたが使うAED」 

  ～その場であなたができること～ 

・講師 平間病院診療部長  中村  孝 先生 

・内容 使い方はとても簡単。まずは知ること！ いざと 

いうときに、命を救う手助けができる救命法とAED（自動

体外式除細動器）を紹介します。 

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 

●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。 
 

問 市保健センター  

   内線1552～1555 

健 康 

「タバコ・その真実｣ 

  ～心臓の 大の敵は！～ 

・講師 平間病院 院長  平間 敬文 先生 

・内容 タバコがもたらす知られざる不都

合な真実を理解してもらい、身近なタバコ

対策を進めます。 
 

■その他 

●健康情報に関する展示コーナー、健康 

料理レシピ配布 

●体重・体脂肪率測定、血圧測定、喫煙者

の呼気中一酸化炭素濃度測定 

●栄養相談・健康相談              

＊平成20年度は、脳卒中予防についての 

公開講座を予定しています。 
 

問 真壁医師会 24-8788  

医療現場とともに考える市民公開講座 
～あなたの生活習慣が、あなたと子供たちを早死にさせる～ 
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市営住宅 入居者募集 
 

■募集期間 ２月25日（月）～３月10日（月） 

 午前９時～午後４時30分   ＊土・日を除く 

■募集住宅 市営石堂住宅 

◆場所 小島1152・1158-１ 

◆構造 鉄筋コンクリート造４階建 

◆規格   公営住宅３ＤＫ 

◆戸数 ３戸（１階部分 １戸、２階部分 １戸 

                      ４階部分 １戸） 

◆家賃  入居者の収入等により異なります。 

◆敷金 家賃の３か月分。駐車場保証料と 

して、駐車場代の３か月分が必要です。 

◆申込資格  市条例で定める資格に該当する者 

◆申込方法 市建設課に入居申込書を提出 

してください。郵送では受付しません。 

＊入居の際には、連帯保証人が２人必要です。 
 

問 市建設課 内線1713 

三世代コーラス 「ハートボイス」 メンバー募集 
 

 90名の団員（６～80才）で構成される「ハートボイス」

は、『人の心に響く歌』を歌っていきたいという思いで活動

しています。 

 毎年、いろいろなテーマにより、市文化祭で歌声を披露 

しています。今年は、「Happiness（幸せ）」をテーマに 

ステージを構成する予定です。 

歌の好きな方大歓迎、自分の都合のよい練習時間に参加できます。 
 

■練習時間 

 ●キッズコーラス Do･La･Mi  第１・第３土曜日 午前10時～11時30分 

 ●コール・クリスタル（混声） 第１・第３木曜日 午前10時～11時30分 

 ●ラ・ポピーズ      第２・第４木曜日 午前10時30分～12時 

 ●アンサンブル・ケセラ  第１・第３土曜日 午後８時～10時 

 ＊アンサンブル・ケセラは、合唱経験者募集 

 ●アパッショナータ    第２・第４土曜日 午後８時～9時30分 
 

■練習場所 おもに千代川公民館 
 

問 ハートボイス（阪本） 45-0227 

“小さな春を見つけよう” 

参加者募集 
わらべうた・あそびランド 

 

木や草の芽が伸び、林の中の 

小動物や昆虫が活発に動き出す 

季 節、野 山 に 出 て 小 さ な 春 を  

見つけませんか。 
 

◆とき  

 ３月23日（日） 

 ９時30分集合  

◆ところ  

 小貝川大橋東側堤防・林 

＊ネイチャーセンター駐車場集合 

＊雨天の場合は下妻公民館 

◆対象 ３歳児～小学６年生まで

の親子（50組） 

◆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21日（金） 

＊汚れてもよい服装でご参加くだ

さい。 
 

問 申 市生涯学習課  

              内線2834 

学童クラブの入所児童を募集します 
 

●対象児童 市内の小学校に在籍する1年生から3年生で、

保護者が労働等により放課後の保育ができない家庭の児童 

●開設期間 夏休みなどの長期休暇を含め、年間240日 

以上実施します。ただし、日・祝祭日・お盆・年末年始は

開設しません。 

●保護者会 入会する方は必ず保護者会に入り、クラブの 運

営に協力します。保護者会が各クラブの運営主体となります。 

●保育内容 遊びや生活の場を提供 

●保護者負担金 入会金 年額2,000円  会費 月額5,000円

（ただし、７･12･３月は6,000円、８月は8,000円） 

   傷害保険加入料は別途負担 

●各学童クラブの案内 

・睦学童クラブ 

  〔開設時間〕平 日 下校時刻～午後６時30分 

                  土曜日 午前８時30分～12時30分 

  〔送迎〕小学校まで徒歩で迎えに行きます。 

  〔所在地・連絡先〕高道祖60-89 30-5075 

・大形小学校児童保育クラブ 

  〔開設時間〕平 日 下校時刻～午後６時  

     延長あり（延長料別途負担） 

  〔所在地・連絡先〕別府199 44-7944 

・宗道学童クラブ 

  〔開設時間〕平 日 下校時刻～午後６時 

  〔送迎〕宗道小学校まで徒歩で迎えに行きます。 

  〔所在地・連絡先〕宗道2095-2 45-1053 

茨城県ゆうあいスポーツ大会

（第10回）参加者 募集 
 

心身に障害を持つ方を対象に 

し た ス ポ ー ツ 大 会 で す。ぜ ひ  

ご参加ください。 
 

◆日時 ５月25日（日）  

    開会式 午前９時30分 

◆場所  

 笠松運動公園［ひたちなか市］ 

◆対象 県内に居住または県内の

施設、学校に在籍している心身 

障害児者 

◆競技種目  

・個人競技（水泳・フライング

ディスクなど） 

・団体競技（バスケットボール・

ソフトボールなど） 

・レクリエーション競技（大玉 

転がし・お手玉投げなど） 

◆申込期限 ３月18日（火） 
 

問 申 市福祉事務所  

     内線1576 

“茨城弁” 交通安全 

川柳コンテスト （第３回） 作品募集 
 

■題材 「ハンドルキーパー（飲酒運転根絶のため自動車で仲間と飲食

店などに行く場合、お酒を飲まないで自宅まで送り届ける人のこと）」

「自転車の安全利用」「シートベルト」を題材とし、作品内に“茨城

弁”を入れた交通安全に関する川柳（五・七・五形式）とする。 

■募集期間 ４月１日（火）～４月30日（水） 

■応募数 題材ごとに１人１点（計３点以内）とする。 

■応募方法 作品内容及び必要事項「氏名・年齢・職業（学生の場合は

学校・学年）住所・電話番号」を記載し、下記に提出してください。 

下妻地区交通安全協会事務局［〒304-0061 下妻丙733-1下妻警察署

内］＊郵送・FAX可 
 

問 下妻地区交通安全協会事務局（粟野）  FAX 44-2594 

募 集 

下妻市ハイキングの会 会員募集 
 

 ハイキングや登山は、心身ともに健康で爽快になり、大気

が澄んでいてリフレッシュできたり、脂肪の燃焼効果が大き

かったりと、大変健康によい運動です。山の素晴らしさを 

味わってみてはいかがでしょう。 
  

◆資格 健康な人なら誰でも結構です。（他市町村の方も参加可） 

◆入会金 2,000円   

◆年会費 2,000円 

◆平成20年度予定 

長瀞アルプス（埼玉県長瀞町）、背戸峨廊（福島県）、尾瀬沼、燧ヶ岳

（福島県）本白根山（群馬県草津町）三頭山（東京都多摩）等 

◆申込方法 所定の申込書に入会金、年会費を添えて、市スポーツ振興

課（千代川庁舎２階）まで直接申し込みください。（随時募集） 

＊申込書は市スポーツ振興課にあります。 
 

問 下妻市ハイキングの会（粉川） 44-3276 

嘱託職員募集 
 

■勤務地 働く婦人の家又は勤労青少年ホーム 

■募集職種 一般事務（嘱託職員） 

■募集人員 １名 

■業務内容 一般事務補助 

■応募資格等 普通運転免許を有する人 

■勤務時間 １日６時間・週30時間勤務  

   午前９時～午後３時45分まで（昼休み45分） 

＊場合により時差出勤有 

■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 

■雇用期間 ４月１日～平成21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 ３月11日（火）午後１時30分～ 

■募集期間 ３月７日（金）まで 

■提出書類 履歴書、運転免許証の写し 
 

問 ［提出先］市人事課 内線1241 

    （土・日を除く８時30分～午後５時15分） 

 

「私もアントラーズ応援団」 参加者募集 
 

 交通事故で親をなくした子供たちをカシマサッカー  

スタジアムに招待します。 
 

●日時 ４月19日（土）16時キックオフ 

●場所 県立カシマサッカースタジアム 

●試合 鹿島アントラーズ対ガンバ大阪 

●応募対象  

 県内の交通遺児（18歳以下）とその家族あわせて200名 

●参加費 無料 

●交通手段 各自で試合開始までに入場・着席のこと 

●締切日 ４月４日（金） 

●主催 （財）茨城新聞文化福祉事業団 
 

問 申 茨城新聞 鹿嶋支社 0299-82-1730 

 



ご相談ください！ 

障害者の求職・求人 
 

 仕事を探している障害者の方、 

障害のある方を雇用したいと考えて 

いる事業者の方ご相談ください。 
 

◆ハローワーク下妻      

 43-3737 
 

◆県西障害者就労サポーター  

 24-9155 
 

◆茨城障害者職業センター   

 0296-77-7373 
 

◆障害者就業・生活支援センター 

なかま 22-5532 

2009年開催 『いばらきで 未来へ競う 夢の技』 

技能五輪・アビリンピック いばらき大会  
 

技能五輪全国大会 

◆目的 国内の青年技能者技能レベルを競い、技能者に努力目標

を与える。技能を身近に触れる機会を提供し、広く国民に技能の

重要性・必要性をアピールする。 

◆開催時期 平成21年10月23日～26日 

◆開催地 日立市 他  ◆競技職種 45職種 

 

アビリンピック（全国障害者技能競技大会） 

◆目的 障害のある方々が日ごろ培った技能を互いに競い合い、

職業能力の向上を図る。企業や社会一般の方々の理解・認識を 

深め、障害のある方々の雇用の促進と地位の向上を図る。 

◆開催時期 平成21年10月30日～11月１日 

◆開催地 ひたちなか市 他  ◆競技職種 23職種 
 

◆主催 茨城県他 
 

問 いばらき大会推進協議会事務局（県職業能力開発課内） 

〒310-8555 水戸市笠原町978-6 029-301-3660 

下妻市グラウンドゴルフ協会 

会員募集 
 

●入会資格 市内在住・在勤者 

●会費 年間2,000円  

＊スポーツ保険加入料（800円）は 

別途（希望者） 

●活動内容 

 ◆定期練習  

・日時 毎週水曜日午後１時～３時 

   （雨天の場合は翌日） 

・場所 千代川緑地公園 

   （千代川庁舎南側） 

◆競技会 年間数回開催 

●申込方法 所定の入会申込書に必要

事項を記入し、年会費を添えてお申し

込みください。（随時受付） 

●申込先 市グラウンドゴルフ協会

［市立千代川運動公園／鬼怒257］ 

43-8110（月曜日を除く午前８時

30分～午後５時） 

●その他  

クラブ、ボールは、当協会で用意します 

平成19年度会員 117名 
 

問 市グラウンドゴルフ協会 

   （広瀬） 43-4449 

市軟式野球連盟登録チーム募集 
 

●登録内容・登録料 

・一般登録［市内在住・在勤者で構成

したチーム］ 

①支部登録（市内予選後、上部大会へ

出場するチーム）15,000円 

②連盟登録（市内大会のみ出場する

チーム）15,000円 

・学童登録［市内小学生チーム］ 

①学童部登録 10,000円 

●申し込み先 ３月13日（木）午後

５時までに市スポーツ振興課（千代川

庁舎２階）へお申し込みください。 

●その他  

・３月14日（金）午後７時から下妻

公 民館 で総 会 を開 催しま すの で、  

チーム代表者はご出席ください。 

・総会終了後、支部予選組み合わせ 

抽選を行いますので支部登録チームは

参加負担金（高松宮杯 5,000 円、  

天皇杯 5,000円）を持参ください。 
 

問 市軟式野球連盟 

  （大山） 43-0707 

大好評！押し花教室  

受講生募集 
 砂沼サンビーチ 
 

◆日時 ３月19日（水） 

   午前９時30分～11時30分 

◆場所 砂沼サンビーチギャラリー 

◆定員 15名（先着順） 

◆参加費 １人 1,000円 

    （教材費含む） 

◆持ち物 ピンセット、ハサミ  

     新聞紙、筆記用具 
 

問 申 砂沼サンビーチ  

      押し花係 43-6661 

プリザーブド・フラワー  

アレンジ教室 受講生募集 
 砂沼サンビーチ 
 

生花に独特の技術をほどこし、 

フレッシュなままの柔らかさと発色

を長期間お楽しめます。永遠の美し

さを演出してみませんか？ 
 

＊プリザーブド・フラワーとは、 

生 花でもドラ イで もない 新しい  

花のかたち 
 

■期日  

 第１回 ３月26日（水）  

 ＊テーマはスプリングスタイル 

 第２回 ４月30日（水）  

 ＊テーマはエレガントスタイル 

 第３回 ５月28日（水）  

 ＊テーマはカントリースタイル 

 第４回 ６月25日（水）  

 ＊テーマはサマースタイル 

◆時間 

（午前の部）午前10時～12時 

（午後の部） 

  午後１時30分～３時30分 

■場所  

 砂沼サンビーチギャラリー 

■定員 午前・午後各15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（文具用で可） 
 

問 申 砂沼サンビーチ  

      プリフラ係 43-6661 

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 ３月12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、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1576 

セクシュアルハラスメント相談 
 

職場での妊娠による解雇・不利

益、性差 別、セ クハラ等に 関する 

トラブルはご相談ください。 

男女雇用機会均等法に基づく紛争

解決援助制度をご利用になれます。 
 

■相談日 毎週火・木曜日  

＊専門の相談員が対応します。 
 

問 茨城労働局雇用均等室  

       029-224-6288  

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 ３月15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 

図書館おはなし会／３月 
 

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。 
 

●とき ３月 ８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 

映画 『シッコ SiCKO』  

無料上映会 
 

真壁医師会では、国民医療

の充実に向けた啓発活動の 

一環として、アメリカの医療 

保険制度の実態をレポート 

した話題作「シッコ」を上映

します。 
 

■日時 ３月27日（木） 

    午後６時30分～ 

 （開場 午後５時30分） 

■会場 明野公民館 

   「イルブリランテ」 

■申し込み 必要なし  

＊先着800名（直接会場に 

お越しください） 
 

問 真壁医師会シッコ上映係 

     24-8788 

青少年健全育成 市民大会 
 

  善行青少年の発表や少年の 主

張、メディア指導員による 青

少年を取り巻くネット社会の危

険性についての講演会を予定し

ています。皆さまのご参加をお

待ちしています。 
 

◆日時 ３月１日（土）  

            午後２時 

◆場所 市立図書館 映像ホール 

◆主催  

 青少年を育てる下妻市民の会 
 

問 市生涯学習課 

     内線2834 

図書館映画会／無料 
 

≪ライブラリーシアター≫ 

◆とき ３月15日（土）・18日（火）午後２時～ 

◆上映作品 『ガラスのうさぎ 東京大空襲』 

      （1979年 日本 105分） 

監督 橘祐典 

出演 蛯名由紀子、長門裕之 他 

（あらすじ）日本の敗色が濃くなっていた太平洋戦争 

末期、東京下町に住む少女・敏子は、物資が欠乏した 

厳しい世の中で家族とともに懸命に生きていた。しかし

３月10日、東京大空襲が起こり…。12歳の少女の実体

験をもとに書かれた同名ベストセラー小説の映画化。 

 

≪子ども映画会≫ 

◆とき ３月22日（土）午後２時～ 

◆上映作品 『ロビンフッドのぼうけ

ん／なんぱ船／ガリレオ・ガリレイ／

不思議の国のアリス』（アニメ60

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 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 

行 事 募集 相談 


