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しもつま 広
報 

友情列車ひまわり 
～列車に乗って東武動物公園へ～ 
 

友情列車ひまわり号は｢一度で良いから列

車に乗ってみたい｣｢旅をしてみたい｣という

障害者の願いを実現するために毎年実施して

います。 

今年は、遊園地と動物園がある｢東武動物

公園｣に向けて実施しますので、皆さんご参

加ください。 

 

●日程 6月６日(土) 

●場所 東武動物公園 

●乗車駅 

 結城・川島・下館・新治・岩瀬・笠間・ 

 友部・石岡・土浦・ひたち野うしく・ 

 取手の各駅 

●参加人員 障害を持っている方 150名 

      同伴者・ボランティア 150名 

●会費(運賃・入園料・文集費・ 

    ボランティア 保険料等を含む) 

 ※幼児(４歳～小学校入学前)は、すべての 

  駅で350円です。 

●申込期間 4月1日(水)～30日(木) 

●主催 

 友情列車ひまわり号茨城県西実行委員会 
 

問 申 市福祉事務所 

     内線1573・1574 

市社会福祉協議会 44-0142 

駅名 大人 小学生 その他 

結城～新治 5,300円 3,200円 
夕食あり 

(会費に 

 含む) 
岩瀬～笠間 4,900円 3,000円 

友部 4,600円 2,900円 

石岡 3,700円 2,200円 

夕食なし 

土浦 3,300円 2,000円 

ひたち野 

うしく 
3,100円 1,900円 

取手 2,800円 1,800円 

シルバー人材センターの会員に 

なってみませんか 
 

全国各地で約75万人もの会員が元気に働いて 

います。 

市内在住で、健康で働く意欲のある原則60歳 

以上の方ならどなたでも入会できます。 
 

 《シルバー人材センターとは》 
 ・高齢者にふさわしい仕事を家庭、企業、公共 

  団体等から引き受け、会員に提供する県知事 

  許可の公益法人です。 

 ・会員の『自主・自立』『共働・共助』を理念 

  とした組織で会員自ら役員を選び、組織や事 

  業運営に参画します。 

 ・就業や収入の保障はありませんが、各人の希 

  望と能力に応じた働き方ができます。 
 

シルバー人材センターをご利用ください 
 
・高齢者の経験・能力を生かせる仕事があるとき 

・臨時の仕事ができて、高齢者に向いていると思 

 われたとき 

・襖・障子・網戸張り、簡単な大工仕事、ペンキ 

 塗り、樹木の手入れ、除草、草刈、樹木の殺虫 

 剤・除草剤の散布、室内外清掃、軽作業などを 

 お引き受けできます。 
 
◎入会の申し込み、仕事の依頼などお気軽にお問 

 い合わせください。 
 

問 申 下妻地方広域シルバー人材センター 

     44-3198 

不動産公売に参加してみませんか 
 

茨城租税債権管理機構では、一般の方も参加できる入札により、不動産を公売します。 
 
◆日時・場所 ５月12日(火) 受付開始12時50分～ 水戸合同庁舎内会議室 

◆公売対象不動産 

 

 

 

 

 

 

          ※農地につき｢買受適格証明書｣の提出が必要です。 

          ※公売中止になる場合もありますので、事前にお問い合わせください。 
 
◎公売不動産等の詳細については、収納課で公売広報を無料配布していますのでご覧ください。 
 

問 茨城租税債権管理機構 029-225-1221 

※茨城租税債権管理機構とは、市町村から引き受けた市町村税の徴収事務を専門におこなう 

 特別地方公共団体です。 

売却番号 所在 地目 地積 見積価格 公売保証金 

  
21-40 

下妻市江字下沼2503番1 田 1,439㎡ 

260,000円 30,000円 下妻市江字下沼2503番２ 田 170㎡ 

下妻市江字下沼2503番3 田 72㎡ 

21-41 下妻市黒駒字大田1275番 田 1,016㎡ 180,000円 20,000円 

21-42 下妻市下木戸字稲荷久保572番 畑 627㎡ 120,000円 20,000円 

募 集 

案 内 平成21年度 タクシー利用券を交付します 
 
 市では障害者の皆さんの自立と社会参加を促進する

ために、平成21年度タクシー利用券を交付します。 

 ぜひご利用ください。 
 
◆対象者 

◇身体障害者手帳１～３級(視覚・下肢障害について 

 は4級以上)の方 

◇療育手帳 Ａ およびＡの方 

◇精神障害者保健福祉手帳１級の方 

 ※ただし、以下の方は該当しません。 

  ・自動車税、軽自動車税の減免を受けている方 

  ・高齢者福祉タクシー助成券の交付を受ける 

   ことができる方 

◆利用条件 

障害者本人が、通院、福祉施設への通所、福祉行事 

への参加、公的機関への用務に行く際、利用券裏面 

に記載されているタクシー事業所を利用できます。 

※利用券を紛失した場合、再交付はできません。 

◆助成内容 

１枚につき初乗り運賃額を助成します。 

１回の乗車につき１枚のみ(年48回)利用できます。 

◆申請受付 

障害者手帳と印鑑をご持参ください。 

なお、平成20年度のタクシー券が残っている場合 

は、返還してください。 
 

問 申 
 
 市福祉事務所 

 内線1572～1574 

４月から国民年金保険料が変わります 
 

4月から平成22年3月までの国民年金保険料は、 

月額14,660円になります。 

 

学生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」の手続きをしてください 
 
◆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となる期間は、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。4月分から 

学生納付特例ご希望の方は、お早めに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 

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。10年以内であれば後から納付(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、承認期間の翌年度から起算して3年度目以降に追 

納するときは経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 
 
◆申請手続きに必要なもの 

①学生証または在学証明書 

②年金手帳 

③印鑑 

④平成20年3月31日以降に会社等を退職して学生に 

 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。 
 
 ※代理の場合には、代理の方の身分を証明できるものが 

  必要です。 

 ※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、学生証または在学証明書が不要のため必要事項 

  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 

案 内 



相 談 

募 集 

市内の催し 

『国税専門官』募集 
 
●受験資格  

 ・昭和55年４月２日～昭和63年 

  ４月１日生まれの方 

 ・昭和63年４月２日以降生まれで 

  次に該当する方 

①大学を卒業した方および平成 

 22年３月までに大学を卒業見 

 込みの方 

②人事院が①に掲げる方と同等 

 の資格があると認める方 

●試験日 

 第1次試験 ６月14日(日) 

 第2次試験 ７月21日(火)～28日 

       (火)のいずれか１日 

 ※大学卒業程度の試験 

●試験地 

 第1次試験 

  高崎市、さいたま市、新潟市、 

  松本市 他 

 第2次試験 さいたま市 他 

●採用予定数 全国で約1,000名 

●申込期間 

 ４月1日(水)～14日(火) 

 ※当日消印有効 

●申込方法 

 希望する第1次試験地を所轄する 

 国税局または国税事務所 
 

問 申 
 
 関東信越国税局 人事第二課  

 048-600-3111 

平成21年度 危険物取扱者試験および消防設備士試験 
 
《危険物取扱者試験》 

 

 

 

 

 

 

《消防設備士試験》 

 

 

 

●申込方法 持参または郵送にてお申し込みください。 

     ※受験願書等は、県内の市町村消防本部・県消防防災課・(財)消防試験研究センター茨城県支部 

      にあります。 
 

問 申 (財)消防試験研究センター茨城県支部 029-301-1150 

〒310-0852[水戸市笠原町978－25 茨城県開発公社ビル4階] 

試験種類 試験日 試験地 試験会場 申込期間 

甲種 

乙種 

(第1～ 

 第6類) 
丙種 

6月7日(日) 土浦市 つくば国際短期大学 ４月13日(月)～28日(火) 
6月28日(日) 筑西市 下館工業高等学校 ５月11日(月)～26日(火) 
10月4日(日) 土浦市 つくば国際短期大学 ７月27日(月)～8月11日(火) 
10月25日(日) 筑西市 下館工業高等学校 ９月1日(火)～16日(水) 
平成22年２月14日(日) 土浦市 つくば国際短期大学 12月18日(金)～平成22年１月７日(木) 

試験種類 試験日 試験地 試験会場 申込期間 

甲種(特類、第1～第5類) 
乙種(第1～第7類) 8月23日(日) 水戸市 茨城大学 

６月22日(月)～7月10日(金) 
鹿嶋市 鹿島高等学校 

平成21年度 危険物取扱者試験準備講習会 
 
●日程等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●申込方法 郵送または茨城県危険物安全協会連合会ホームページにてお申し込みください。 

※現地受付は行ないません。 
 

問 申 (社)茨城県危険物安全協会連合会 029-301-7878 

〒310-0852[水戸市笠原町978-25 茨城県開発公社ビル4階] 

公民館おはなしの会／４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18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 

募 集 案 内 

『講座受講生』募集 
 
●講座名 

 第二種電気工事士受検対策(筆記) 

●日時 

 ５月11日(月)・18日(月)・ 

   25日(月)・27日(水)、 

 6月1日(月) 午後６時～９時 

●定員 １0人 

●受講料 2,900円(教材費含む) 

●申込期間 

 4月13日(月)～17日(金) 

 午前９時～午後５時 ※先着順 
 

問 申 
 
 県立筑西産業技術専門学院 

 24-1714 

図書館おはなし会／４月 
 

市立図書館の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11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 

図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

 ●とき ４月18日(土)・21日(火)午後2時～ 

 ●上映作品 ｢ 殯
もがり

の森｣(2007年／日仏合作／97分) 

       監督 河瀬直美  

       出演 うだしげき／尾野真千子／渡辺真子 

【あらすじ】 

生きてゆくこと 死にゆくこと その結び目の刻をたゆたう、森と 

人間の叙事詩・・・・・・・ 

奈良県東部の山間の地。旧家を改装したグループホームに暮らす 

しげき(うだしげき)は、亡くなった妻の思い出とともに静かな日々 

を過ごしている。ここに新任介護福祉士として真千子(尾野真千子)も 

また、不慮の事故で子どもを亡くした喪失感を抱えて生きていた。 
 
《子ども映画会》 

 ●とき ４月25日(土)午後2時～ 

 ●上映作品 ｢トロイの木馬／でこしろ／海へ行った湖の魚／ 

        空をおよぐさかな」(46分) まんが世界昔ばなしより 
 
■ところ 市立図書館 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 

わらべうた・あそびランド 「くさぶえ」34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。

ぜひご覧ください。 
 

◆頒布価格 1,000円 
 

問 市生涯学習課 内線2834 

教育相談を行なっています 
 

県立盲学校，聾学校では，見え方やきこえに障害のあるお子さんや関係者に対し，教育相談など必要な支援を

行なっています。お気軽にご相談ください。 

問 見え方の障害に関すること 県立盲学校 029-221-3388 Fax029-225-4328 

   きこえの障害に関すること 県立水戸聾学校 029-241-1018 Fax029-241-8148 

                県立霞ヶ浦聾学校 029-889-1555 Fax029-889-2413 

区分 種類 日程 会場 定員 申込期間 

前期 

乙種第4類 

4月20日(月)・21日(火) 土浦市国民宿舎｢水郷｣ 150名 

4月14日(火)必着 

5月28日(木)・29日(金) 広域中央運動公園温泉プール[古河] 84名 

6月4日(木)・5日(金) 筑西広域消防本部 180名 

乙種第4類 

(土日コース) 5月16日(土)・17日(日) 県開発公社ビル[水戸] 40名 

甲種 5月14日(木)・15日(金) 県開発公社ビル[水戸] 150名 

中期 

乙種第4類 
9月1日(火)・2日(水) 土浦市国民宿舎｢水郷｣ 150名 

8月３日(月) 

 ～30日(日)必着 

9月29日(火)・30日(水) 筑西広域消防本部 180名 

乙種第4類 

(土日コース) 9月5日(土)・6日(日) 県開発公社ビル[水戸] 40名 

甲種 9月8日(火)・9日(水) 県開発公社ビル[水戸] 150名 

丙種 9月10日(木) 県開発公社ビル[水戸] 40名 

後期 乙種第4類 
平成22年 

1月28日(木)・29日(金) 
文部科学省研究交流センター 

[つくば] 170名 

12月1日(火) 

 ～平成22年 

  1月24日(日)必着 
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しもつま 広
報 

平成21年度固定資産税の 

通知書発送は５月になります 
 

 固定資産税の土地と家屋については、３年

に一度評価替えが行なわれますが、平成21年

度は、その評価替えの年度(基準年度)に当たり

ます。 

 評価替えは、経年による資産価格の変動に

応じ、評価額を適正な価格に見直すというも

のですが、平成21年度に向けて、現在その作

業を進めているところです。 

 また、今回は、実質的に合併後 初の評価

替えであり、旧市村間の均衡を図るための見

直しも併せて行なっています。 

 平成21年度は、前年度から評価額が変わる

場合もありますが、課税の適正化・均衡化の

ためご理解をお願いします。 

 なお、評価替えの作業にともない、平成21

年度の通知書発送は５月中旬頃を予定してい

ます。 

 

問 市税務課 

    内線1353 

      ～1357 

定額給付金の給付をよそおった 

「振り込め詐欺」にご注意ください 
 

定額給付金の給付手続開始にともない、給付をよそ

おった振り込め詐欺が発生するおそれがありますの

で、被害に遭わないよう充分ご注意ください。 
 
 すでに、官公庁職員などを名乗る者から、 
 
 ◇｢定額給付金の給付に必要があるので、家族構成 

  や個人名、口座番号を教えてもらいたい｣として 

  個人情報を照会するもの。 

 ◇｢定額給付金に関する通知を送ったが届いている 

  か。届いていないのであれば電話が欲しい｣とし 

  てフリーダイヤルへ電話するよう求めるもの。 

 ◇｢定額給付金の給付のための手続きが混み合って 

  いるので、通帳を持ってATMまで行き、電話を 

  して欲しい｣として、フリーダイヤルの電話番号 

  を伝え、ATMに行かせようとするもの。 
  
 などの事例があります。 
  
 ※不安、不審に思った場合には、警察署や駐在所、 

  または警察安全総合相談センター｢♯9110｣へ 

  お電話ください。 
 

問 下妻警察署 43-0110 

「防犯ボランティアパトロール」に 

登録している皆さまへ 
 
 市の防犯ボランティアパトロールへの登録期間が、 

３月31日で終了します。 

 引き続き参加できる場合は、連絡の必要はありませ

んが、やむをえず活動が困難になった場合は、脱退手

続きをしますので、帽子を市民安全課までご持参くだ

さい。 
  
  ※新年度も防犯ボランティアパトロールの 

   ご協力をお願いします。 
 

問 市民安全課 内線1433 

オウム真理教犯罪被害者救済法 

について 
 

オウム真理教による犯罪行為により被害を

受けた方・ご遺族に給付金が支給されます。 
 

◆次の方が、給付金支給の対象となります。 
 
オウム真理教による犯罪行為(地下鉄サリン 

事件、松本サリン事件の他、法律で定めら 

れた事件に限定)により、 
 

①亡くなられた方のご遺族 

②障害が残った方(既に亡くなられている 

 場合は、そのご遺族) 

③傷病を負った方(既に亡くなられている 

 場合は、そのご遺族) 
 
◎給付金申請の要件、申請手続きなど、詳し 

 くはお問い合わせください。 
 

問 県警察本部警務課 犯罪被害者支援室 

   029-301-0110 

 下妻警察署 警務係 43-0110 

案 内 

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 
 
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。 

◆分譲概要 

【所在】本宿町２丁目、田町１丁目、田町２丁目 

【分譲区画】8区画〈全41区画・分譲済33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 ５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】４月12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 

      〈保健センター地先、信号付近〉 

 ※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。 

 ※悪天候の場合は、中止することもあります。 

 ※ご来場の方に、花(ポピー・スイトピー)の種または 

  ポット苗を差し上げます。 

◆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、お申し込みください。 

◆分譲価格表＜８区画＞ 

 
 

下妻駅から徒歩10分 坪単価16.49万円より８区画 

つくばエクスプレス TX「守谷駅」経 由 

常総線「下妻駅」    「都心｣約70分 

 ※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 申 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 

2 １９６．７１ １０，５０４，３１４ ② 

３ ２３２．０６ １１，５７９，７９４ ② 

４ ３３３．４３ １７，１７１，６４５ ② 

５ ３２６．３７ １９，２２３，１９３ ③ 

６ ２１６．４７ １１，４５１，２６３ ① 

８ １８９．４９ １１，０６６，２１６ ③ 

９ １８９．４９ １１，０６６，２１６ ③ 

１０ １８９．４９ １１，０６６，２１６ ③ 

案 内 

  《砂沼の桜を夜間一部ライトアップします》 
 
 ｢花のまちしもつま｣に春の訪れを告げる砂沼 

の桜。今年も砂沼遊歩道の桜を一部ライトアップ

します。 
  
 ◆期間 3月28日(土)～4月12日(日) 

     午後9時まで 

 ◆場所 砂沼遊歩道の一部 
 

問 下妻市観光協会事務局(市商工観光課内) 

   内線2632 

  《モデル撮影会を開催します》 
 

しもつま砂沼桜まつりにおいて撮影会を開催し

ます。撮影した作品は｢下妻市観光協会・小貝川

フラワーフェスティバル実行委員会｣が主催する

｢花のまちしもつまフォトコンテスト2009」に

出品できますのでふるってご参加ください。 
 
 ◆日時 ４月５日(日)午前10時～午後3時 

     ※小雨決行 

 ◆場所 砂沼広域公園内観桜苑 

 ◆参加費 無料 

 ◆主催 下妻市商工会青年部 
 

問 下妻市商工会青年部 (稲葉) 43-3412 

 ご家族・お友達 

 お誘い合わせのうえ、 

 ご来場ください。 
 
 

 ◆日時 4月５日(日)午前10時 

 ◆場所 特設会場(砂沼湖畔２か所) 

 ◆内容 砂沼一周歩こう会、抽選会、 

     カラオケ大会など 

 

『第39回しもつま砂沼桜まつり』 



案 内 

◆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、市役所の各課の職員

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するものです。 
 
◆利用対象者 

 原則、市内在住・在勤・在学する10人 

 以上の市民のグループ 
 
◆開催日時 

 祝日・年末年始を除く午前10時から 

 午後９時(土・日曜日は午後5時まで) 

 １回２時間以内 ※一部講座を除く。 
 
◆開催場所 

 市内の公共施設や民間の施設等 

 なお、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あり) 
 
◆申込方法 

 受講を希望する日の20日前までに所定 

 の申込用紙に記入のうえ、生涯学習課ま 

 たは講座担当部署へ提出してください。 

 なお、担当課の業務や講師となる職員の 

 都合により、日時などの調整が必要な場 

 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 

  し等を行なうおそれのあるとき。 

 ・｢下妻市活き活き出前講座｣の目的に反 

  するとき。 
 
◆お願い 

 ・時間内で終わるようお願いします。 

 ・その場で、ご説明できない内容がある 

  場合には、ご了承ください。 

 ・各課が担当する業務の説明に関する質 

  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。 

  「活き活き出前講座」を 

          申し込んでみよう！ 
 

①メニューから講座を選ぶ 

 市政全般から身近なくらしの内容まで、 

 いろいろな講座をご用意しています。 

｢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 

 出前講座利用申込書に必要事項を記入の 

 うえ、出前講座を希望する20日前まで 

 に生涯学習課または講座担当課まで申し 

 込んでください。 

 開催場所は、申込者がご用意ください。 

 

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連絡を 

 しますので、その際に打ち合わせをして 

 ください。 

 

④出前講座の講師派遣決定通知の送付 

 講師派遣決定通知書を申込者に送付しま 

 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、申し込まれた講座の内容 

 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 

 今後の講座内容のあり方についての参考 

 としますので、講座終了後、受講結果報 

 告書を生涯学習課へご提出ください。 
 
 
 ◎出前講座の詳しい資料(メニュー表、 

  申込用紙)は、下妻庁舎(総合案内) 

  および千代川庁舎(くらしの窓口課・ 

  生涯学習課)にあります。 

「下妻市活き活き出前講座」を利用してみませんか 

問 市生涯学習課(千代川庁舎) 内線2832 

《下妻市活き活き出前講座メニュー》 

№ 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 県民交通災害共済制度について 市民安全課 

3 防犯ボランティアパトロールについて 市民安全課 
4 防犯灯について 市民安全課 

5 国民健康保険のしくみ 保険年金課 
6 国民年金のしくみ 保険年金課 
7 後期高齢者医療制度のしくみ 保険年金課 
8 医療福祉(マル福)制度のしくみ 保険年金課 

9 介護保険制度について 介護保険課 

10 介護予防講座 介護保険課 
11 地域包括支援センターについて 介護保険課 
12 高齢福祉事業について 介護保険課 

13 子どもの生活リズムを見直そう 

～健やかなココロ・カラダづくり～ 
保健センター 

14 いい歯ではっぴー 保健センター 

15 がん予防のために大切なことは 保健センター 

16 
生活習慣を見直そう 

～メタボリックシンドローム・ 

        生活習慣病予防～ 

保健センター  

17 食育講座 保健センター  

18 生活保護について 福祉事務所 

19 債務整理について 福祉事務所 

20 人権教室 人権推進室 

21 幼児期の子育て 福祉事務所 
22 児童福祉あれこれ 福祉事務所 
23 保育所ってどんなとこ？ 福祉事務所 

24 障害者福祉サービス？   福祉事務所 

25 障害者自立支援法とは 福祉事務所 

26 社協ってどんなとこ？ 
社会福祉協議会 
( 44-0142) 

27 もっと気軽にボランティア 
社会福祉協議会 
( 44-0142) 

28 覚えよう！とっさの時の応急手当 

(基礎編180分以内) 
下妻消防署 
( 43-1551) 

29 覚えよう！とっさの時の応急手当 

(救命手当編180分) ※修了証発行 
下妻消防署 
( 43-1551) 

30 市民の足としての公共交通 企画課  

31 地球温暖化と私たちの暮らし 生活環境課 
32 エコライフについて 生活環境課 

33 飼い主のマナーについて 

～犬の適切な飼い方～ 
生活環境課 

34 ごみの減量とリサイクル 生活環境課 

35 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 

36 道路とくらし 建設課 

37 生活道路が整備されるまで 建設課 

38 使おう！守ろう！みんなの公園 都市整備課 

39 一人ひとりが主役です 

～市民参加による公園等の管理について～ 
都市整備課 

40 水洗化で快適生活 下水道課 
41 知っていますか？下水道ができるまで 下水道課 

42 水道水はどうつくられるの？ 
水道事業所 
( 44-5311) 

43 文化団体を紹介します 生涯学習課 

44 みんなで守る文化財 

～文化財保護について～ 
生涯学習課 

45 大切です！家庭教育 生涯学習課 
46 あなたの体を数値化しよう スポーツ振興課 

47 図書館の利用法について 市立図書館 

( 43-8811) 
48 下妻市の農業の現状と課題 農政課 

49 消費生活講座 商工観光課 
50 農業者年金制度について 農業委員会 
51 農地法について１(農地法第3条関係) 農業委員会 
52 農地法について２(農地法第4・5条関係) 農業委員会 
53 「男女共同参画社会」ってな～に？ 企画課 

54 地方分権と行財政改革～行財政改革大綱～ 企画課 

55 市民協働によるまちづくり 

～下妻市総合計画～ 
企画課 

56 統計データからみた下妻 企画課 

57 市の財政状況はどうなっているの？ 財政課 

58 知っていますか？あなたの市・県民税 税務課 

59 知っていますか？固定資産税課税の仕組み 税務課 

60 市税の納付方法と滞納処分について 収納課 

61 住民票・戸籍・印鑑証明について 市民課 

62 生活関連施設の見学会 生活環境課 
63 議会の仕組み 議会事務局 
64 知っておきたい選挙の知識 委員会事務局 

№ 講   座   名 担当部署 


