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しもつま 広
報 

出産育児一時金の受領委任払いが 

できるようになりました 
 
 国民健康保険に加入している方が、1月1日以

降出産する場合、医療機関等の同意があれば、

出産後に支給する一時金38万円を限度に、下妻

市国民健康保険から医療機関等に直接振り込む

ことができるようになりました。 
 
※国の制度改正により、1月1日から改正されま 

 した。 

  出産育児一時金 35万円 → 38万円 
 
◆申請できる方 

 ・出産予定日まで1か月以内の方         

 ・国民健康保険税の滞納がない世帯の方 

◆申請に必要な書類 

 ・出産育児一時金受領委任払い申込書 

  (市保険年金課または医療機関にあります) 

・母子手帳 

・国民健康保険証 

・印鑑 
 

問 申 市保険年金課 

      内線1517 

使用済農業用ポリエチレンの 

回収(有料)を行ないます 
 

市農業用廃プラスチック適正処理推進協議

会では、使用済農業用ポリエチレン(農ポリ)

の回収を有料で行ないます。 
 
◆回収日 １月28日(水)午前９時～午後３時 

◆回収場所 

 ＪＡ常総ひかり 千代川野菜集出荷所  

◆回収費用 15円／kgを回収日に徴収 

◆回収できる使用済農ポリの種類 

 １．農業用ポリエチレンフィルム(農ポリ) 

 ２．農業用ポリオレフィン系フィルム 

   (農PO) 

 ３．農業用酢酸ビニルフィルム(農サクビ) 

 ４．育苗箱(キチンと束ねた状態に限る) 

 ５．肥料空袋など 

◆分別 

農ポリ、農ＰＯ、農サクビ、肥料空袋ごと 

に分別梱包し、土砂、作物残さ、留金等の 

金属、竹片、木片等を除去してください。 
 

※適正な荷姿でないもの、異物の混入して 

 いるものは回収できませんので、ご注意 

 ください。 
 

問 市農政課 内線2622 

 JA常総ひかり 

 千代川地区センター 

  44-3911 

 下妻地区センター 

  43-1311 

 または各支店へお問い 

 合わせください。 

後期高齢者医療制度 

～保険料の支払い方法について～ 
  
   来年度から｢年金からの支払い｣ 

      または｢口座振替｣の選択制になります 
 

後期高齢者医療制度の保険料について、支払い方法が選

択できるようになりました。 
  
◆口座振替での支払いをご希望の場合 

 2月６日(金)までにお手続きいただくと、4月分以降は 

 年金からの支払いが中止され、７月から口座振替での 

 支払いとなります。 
  
 ※これまでは、 

  ①２年間、国民健康保険の保険税の納め忘れがなかっ 

   た方ご本人が口座振替で支払う場合 

  ②世帯主・配偶者が、ご本人(年金収入が180万円未 

   満の方)に代わって口座振替で支払う場合 

  に限られていましたが、限定がなくなりました。 

 ただし、これまでの納付状況等から、口座振替への変 

 更が認めらない場合があります。 
 
 ※口座振替において振替不能になった場合は、｢年金か 

  らの支払い｣に戻る場合がありますので、ご注意くだ 

  さい。 
 
◎国民健康保険税についても同様の措置 

 がありますので、詳しくは保険年金課 

 までお問い合わせください。 
 

問 市保険年金課 内線1512 

『特別慰労品』の請求期限が 

迫っています 
～請求期限は、平成21年3月31日です～ 
 

引揚者・恩給欠格者・戦後強制引揚者のご

本人に、｢特別慰労品｣を贈呈しています。 

なお、引揚者の方については、終戦の日ま

で引き続き1年以上外地で生活していて、戦

後引き上げてきた家族全員が対象です。 

請求書等は、市介護保険課にあります。 
 

◎詳細については、お問い合わせください。 
 

問 独立行政法人平和祈念事業特別基金 

   0120-234-933 

   ※月～金曜日 9:15～17:15 

 

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】１月18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。 

 ※ご来場の方には、花の種やポット苗を差し上げます。 

  (スイートピーなど) 

 ◆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 

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 

 ※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  

  生涯学習ボランティア講師募集！ 
  

市教育委員会では、市民のさまざま学習活動を

支援・指導してくださるボランティア講師を募集

します。 

詳細については、お問い合わせください。 
 

問 申 下妻公民館 43-7370 

      千代川公民館 44-3141 

案 内 

定額給付金の給付をよそおった 

詐取等にご注意ください 
 

 ｢定額給付金｣については、住民の皆さんへの

ご連絡や給付はまだはじまっていません。 

具体的な給付の方法が決まり次第お知らせし

ますので、市役所職員を名乗る者からの電話等

には充分気を付けて、｢振り込め詐欺｣や｢個人情

報の詐欺｣にあわないようご注意ください。 

 もし、定額給付金等をかたった不審な電話が

あった場合には、警察署や市企画課にご連絡く

ださい。 

 

問 市企画課 内線1311 

 



案 内 

   《確定申告書作成会について》 
 

例年、下館税務署主催で行なわれている

下記の確定申告書作成会は、今年度は開催

されません。 

 ◆給与所得者を対象とした｢医療費控除｣ 

  ｢住宅ローン控除｣の申告書作成会 

 ◆年金受給者を対象とした申告書作成会 
 
 ※医療費控除や住宅ローン控除、年金受 

  給者で確定申告を予定している方は、 

  確定申告の期間に下館税務署(申告会 

  場｢スピカ｣６階)または市役所で申告 

  してください 

  また、国税庁のホームページやe-Tax 

  により、自分で申告書を作成し提出す 

  ることも出来ます。 
  
   ※国税庁ホームページ 

    http://www.nta.go.jp/ 

住民税の住宅ローン控除を受けるためには申告が必要です 
 

平成19年から実施された税源移譲にともなう所得税の減額により、平成20年分の所得税から控除しきれない

住宅ローン控除額が発生した場合には、平成21年度の住民税から控除することができます。 

該当になる方は、平成21年１月１日現在にお住まいの市区町村へ「市町村民税・道府県民税住宅借入金等特

別税額控除申告書」を提出してください。 
 

◆対象者 平成11年～18年末に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けている方 

     ※平成19年以降に入居された方は、本制度の対象となりませんのでご注意ください。 
 

◇年末調整で所得税の住宅ローン控除を行った方 

｢源泉徴収税額｣が０(ゼロ)で「住宅借入金等特別控除可能額」に金額が記載されている場合は、翌年の 

住民税から控除される可能性がありますので、源泉徴収票をご確認ください。 
 
◆提出方法 

◆申告様式 税務課、くらしの窓口課、市の申告会場、下館税務署、下館税務署の申告会場(｢スピカ｣６階) 

      に備えてあります。 

     また、市役所ホームページからもダウンロードできます。 
 
◆提出期限 ３月16日(月) 
 
※確定申告期間中は大変込み合いますので、年末調整済みで確定申告書を提出しない方は、早めに｢住宅借入 

  金等特別税額控除申告書｣を提出してください。 
 

問 市税務課 市民税係 内線1342～1346 

確定申告の有無 市町村民税・道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出先 

所得税の確定申告書を提出しない方 源泉徴収票を添付して、市税務課または市で行なう申告会場で提出 

所得税の確定申告書を提出する方 所得税の確定申告書とともに税務署または市で行なう申告会場で提出 

平成２１年度 市・県民税等申告相談 
 
 市では、平成21年度市・県民税等の申告相談を行ないます。 

 混雑を緩和するため地区ごとに相談日と会場を指定してありますので、日程表を確認のうえ、できる限り指定

日にお越しください。 

なお、指定日にご都合が悪い場合は、別の相談日でも申告できます。 
  

【日程表】 
◇受付時間 午前9時～11時、午後1時～4時 

※午前中に受付をした方でも受付人数によっては、 

 午後１時以降の申告となる場合があります。 

申告日 地区 

２月16日(月) 大宝・北大宝・平川戸 
大
宝 

  17日(火) 堀篭・横根・大串・平沼 

  18日(水) 下木戸・福田・比毛・坂井 

  19日(木) 加養・亀崎 豊
加
美   20日(金) 

新堀・樋橋・肘谷・山尻・ 

谷田部・柳原 

  22日(日) 休日相談日(全域) 

  23日(月) 若柳 騰
波
ノ
江   24日(火) 

神明・下宮・数須・筑波島・

下田・中郷 

  25日(水) 江・関本下・平方・尻手 
上
妻 

  26日(木) 黒駒・桐ケ瀬・赤須 

  27日(金) 渋井・柴・半谷・南原 

３月１日(日)   

  ２日(月) 大木・前河原 
上
妻 

  ３日(火) 小島・二本紀 総
上   ４日(水) 袋畑・古沢・今泉・中居指 

５日(木) 高道祖１～3999番地 高
道
祖 ６日(金) 高道祖4000番地～ 

９日(月) 下妻乙 

下
妻 

10日(火) 下妻丁・下妻戊・砂沼新田 

11日(水) 下妻甲・長塚・石の宮 

12日(木) 

下妻丙・本城町・小野子町・

本宿町・田町・坂本新田・ 

大木新田 

13日(金) 全域 

16日(月) 全域 

問 税務課 市民税係 内線1342～1346 

申告日 地区 

2月16日(月)   

17日(火)   

18日(水)   

19日(木)   

20日(金) 大園木・鯨 
蚕
飼 

22日(日)   

23日(月) 大園木・鯨 蚕
飼 

24日(火) 鎌庭 

大
形 

25日(水) 鎌庭 

26日(木) 別府・村岡 

27日(金) 別府・村岡・五箇 

3月１日(日) 休日相談日(全域) 

２日(月) 皆葉・五箇 大
形 

３日(火) 皆葉 

４日(水) 宗道・渋田 

宗
道 

５日(木) 宗道・渋田 

６日(金) 原・羽子 

９日(月) 原・羽子 

10日(火) 見田・唐崎・長萱・伊古立 

11日(水) 田下・下栗 

12日(木) 本宗道・鬼怒 

13日(金) 本宗道・鬼怒 

16日(月) 全域 

◎下妻市役所 《第二庁舎３階大会議室》 ◎下妻市役所 《千代川庁舎１階ホール》 

休日の申告相談日 

 2月22日(日)・3月１日(日) 

下館税務署 確定申告書の提出・申告会場 
 
◆会場 下館駅北口｢スピカ｣６階 『コミュニティプラザ』 

◆開設期間 ２月５日(木)～３月16日(月) 

      ※土・日曜日、祝日は除く。 
 
 ◎期間中は、下館税務署には申告会場がありませんので 

  ご注意ください。 
 
◆受付時間 午前９時～午後４時 

問 下館税務署 24-2121(自動音声案内)  市税務課 市民税係 内線1342～1346 

下館駅 
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第55回文化財防火デー 
 

昭和24年1月26日、奈良県の法隆寺金堂が火

災に遭ったのを機に、毎年1月26日を文化財防

火デーとし、全国的に消防演習など文化財を火災

から守る運動が展開されています。 

 市でも、この運動にともない防火訓練を実施し

ます。 

 見学もできますので皆さんご来場ください。      
 
◆日時 １月25日(日)午前10時～ 

◆場所 大宝八幡宮境内 
 

問 市生涯学習課 内線2833 

下妻小学校児童保育クラブ入所児童募集 
 
【入所対象】 

 小学校1年生から3年生で保護者が自宅外勤務のため、児童 

 の放課後の保育が難しい家庭の児童に限る。 

【開設期間】 

 4月より開設 下校時～午後6時30分 

 ※振替休日等 午前7時45分～午後6時30分 

【運営費】 

 ◇入会金 年額2,000円(初年度のみ) 

 ◇保険料 年額3,000円 

 ◇会費  月額5,000円(７月6,000円、８月8,000円、 

             12月・3月6,000円) 

【保護者会】 

 保育クラブに入所した児童の保護者は、必ず児童保護者会 

 に入り、児童保育クラブの運営に協力する。 

【保育内容】遊び、ゲーム、宿題等 

【募集人数】２名 

【申込方法】 

 児童保育クラブにある入所申 

 込書に必要事項を記入のうえ、 

 2月６日(金)までにお申し込み 

 ください。 
 

問 申 下妻小学校児童保育クラブ 

     指導員(小竹) 44-3704 平日午後2時～6時 

市営住宅の入居者募集 
 
【入居者を募集する市営住宅】 

 ◇市営石堂住宅 

  場所 小島1158-1 

  構造 鉄筋コンクリート造４階建て 

  規格 公営住宅３ＤＫ 

  戸数 1戸(4階部分) 

 ◇市営今峰住宅 

  場所 下妻丙95-1 

  構造 鉄筋コンクリート造３階建て 

  規格 公営住宅３ＤＫ 

  戸数 1戸(3階部分) 

 ◇市営西町住宅 

  場所 下妻乙183-2 

  構造 鉄筋コンクリート造３階建て 

  規格 公営住宅２ＤＫ 

  戸数 1戸(1階部分) 

【家賃】 

  入居者の収入等により、異なります。 

【敷金】 

 家賃の３か月分および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方。 

 ※詳細については、お問い合わせください。 

【申込方法】 

 入居申込書を提出し 

 てください。 

 (郵送不可) 

 ※入居の際には、連帯 

  保証人が２人(内1人 

  は必ず日本人の方)必 

  要となります。 

【募集期間】 

 １月13日(火)～26日(月) 

 午前9時～午後4時 

 ※土・日曜日、祝日は除く。 
 

問 申 市建設課 内線1713 

平成21年度 一般入学者募集 
 

●科名 板金科 

●募集定員 10名 

●訓練期間 １年      

●応募資格 中学校を卒業した者(卒業見込者を含 

      む)もしくはこれと同等以上の学力を 

      有すると認められる者 

●提出書類 入学願書、調査書、 

      健康診断書(過年度卒のみ) 

●試験日 1月30日(金) 

●選考内容 国語・数学・面接 

●試験場所 県立古河産業技術専門学院 

●合格発表 2月6日(金) 

●受付期間 1月13日(火)～23日(金) 

 

問 申 県立古河産業技術専門学院 

     0280-76-0049 

『地域の子育て説明会』 

『がんばれ子育て応援講座』 
 

残業や休日の急な仕事…でも子どもが。 

病院に行きたいけどパパは仕事休めないし・・・。 

友達の結婚式、でもまだ小さな赤ちゃんは連れていけ

ない・・・などでお悩みのお父さん、お母さん、ご安

心ください。子育て支援「しもつまファミリーサポー

トセンター」が皆さんの力になります。 

今回、子育て説明会を、がんばれ子育て応援講座第

３弾「子どもと一緒に子育て応援講座」と合わせて開

催します。 

風船で動物などを作るバルーンアートを親子そろっ

て体験してみませんか？ 

 

◆日時 ２月７日(土) 

    午前10時～正午 

◆会場 千代川公民館 ホール 

◆申込締切 １月30日(金) 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 

     44-0142 

 

ジョブカフェいばらき 

「企業説明会」参加者募集 
 

堅苦しい｢就職面接会｣ではなく、“ジョブカフェい

ばらき”が皆さんに提案する新しいスタイルの企業説

明会。 

企業と仕事の魅力を発見する絶好のチャンスです！ 

ぜひ、ご参加ください。 
 
◆日時等   

水戸会場  １月23日(金)午後１時～５時 

       水戸合同庁舎2階大会議室 

       [水戸市柵町1-3-1] 

 つくば会場 2月16日(月)午後１時～５時 

       筑波学院大学内[つくば市吾妻3-1] 

◆内容   

企業ＰＲタイム、意見交換会 

◆参加対象 

・平成21・22年3月に大学・短大・専門学校を 

 卒業見込みの学生 

・34歳以下の求職者(水戸会場のみ） 

 

問 申 
 
 いばらき就職支援センター｢ジョブカフェいばらき｣ 

  (担当 宇留野・木村) 029-233-1576 

 ホームページ http://www.jobcafe-ibaraki.jp/ 

学生集まれ！学生審査委員募集 
 

現在、来年度の実施に向けた新たな取り組みとし

て｢赤い羽根共同募金地域福祉助成事業｣を計画して

います。 

 この事業は共同募金の寄附金を財源に、住みよい

まちづくりを目的に住民や団体等が計画した各種事

業を公募し、住民参加による審査委員会で審査を行

ない、必要な事業に寄附金を有効に活用していくこ

とが目的です。 

審査をするにあたり、次世代を担う若者達の声を

反映さるために学生審査委員を募集します。 
 

●業務内容 

 一次審査を通過した申請案件についての二次審査 

 (年3回予定) 

●募集人員 

 学生審査員(大学生・短大生・専門学校生) 2名 

 高校生審査員(市内在住) 2名 

●応募条件 

 ・福祉に関心があり、市の住みよいまちづくりに 

  参加したい方  

 ・審査会に参加できる現役の学生    

●審査方法 書類選考 

●応募方法 

 応募用紙に必要事項を記入のうえ、お申し込みく 

 ださい。(郵送可) 

 ※応募用紙は本会事務局に備えてあります。 

  また、ホームページからもダウンロードできます。 

●応募締切 １月31日(土) 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

     ホームページ www.st-shakyo.jp/ 

  

同時開催 



 農家の皆さんへ 

 ～燃油・肥料高騰緊急対策～ 
 

近年の肥料価格の高騰や、燃油価格の上

昇に対し、国では化学肥料等の施用量・施

設園芸用燃油の使用量を２割以上低減する

農業者グループ(共同作業は問わない)に対

して、肥料費・燃油費の増加分の７割を助

成することになりました。 

国への申請期限が１月30日(金)までと

なっていますので、助成を受けたい場合に

は、お早めにＪＡまたは肥料販売業者等の

購入先にご相談ください。 
 
≪肥料≫ 

 平成20年7月～平成21年6月に購入、 

 期間中に使用した肥料が助成対象。 

 ※助成要件 

  平成20年産生産調整実施者または 

  平成21年産生産調整実施確約者。 

≪燃油≫ 

 本年度の燃油価格が前年度の燃油価格を 

 上回った場合に助成。 

 ※平成20年12月1日現在は、前年の燃 

  油価格を下回っています。 
 

問 県水田農業交付金運営協会 

   029-219-0255 

健 康 

２月の相談 

区分 日時 場所 問い合わせ 

心配ごと 

相談 

２月３日・10日・17日・

24日(火) 
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10日と24日 

 (予約制) 

下妻公民館 

２階 小会議室 

(法律相談は 

2階 学習室) 

市社会福祉 

協議会 

44-0142 
  

行政相談 

２月13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 ２月20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) 
２月27日(金) 
午後１時30分～３時30分 

下妻公民館 

２階 小会議室 

市人権推進室 

内線1583 

納税相談 

夜間納税相談 

２月５日(木) 
午後５時30分～７時30分 

休日納税相談 

２月22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 

こころの 

健康相談 

２月４日(水) 
午後1時～3時(予約制) 

第二庁舎3階 

小会議室 

市福祉事務所 

内線1573 

パクパク離乳食教室 
 
◆とき ２月10日(火) 

    受付 午前９時45分～10時 

◆ところ 

 市保健センター 

◆該当者 

 平成20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、お電話でお申し込みくだ 

 さい。 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

◆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(改正後のもの) 

  (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)また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年分の財務諸表または決算書 
 
 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(登録また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)また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年分の財務諸表または決算書 

下妻市高齢者家族介護支援事業 

『家族介護教室』を開催します 
 

認知症に対する正しい知識と理解を深め、早期発見と予防

につなげることを目的として開催します。 

お気軽にご参加ください。 
 
●日時 ２月14日(土)午前10時～正午 

●場所 千代川公民館 ホール[鬼怒230] 

●対象者 高齢者を在宅で介護されている方ならびに 

     近隣の援助者または介護に関心のある方 

●参加費 無料 

●内容  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 問 申 下妻市社会福祉協議会ケアセンター 

      (担当 近藤・高橋) 44-6993  

   時刻        内容 

  9:15 
  9:50 
10:00 
 

 

 

  
12:00 

受付 

開会 

講演 愛と知恵で支える～認知症ケア～ 

       講師 NPO法人認知症ケア研究所 

       六角 僚子 氏 

公演 『目で見る認知症ケア』 

    劇団 いくり 

閉会 

 

案 内 

◆受付期間 

 2月２日(月)～27日(金)  

 午前９時～正午、午後１時～５時 

 ※土・日曜日、祝日を除く。 

◆その他 

 ・提出は、Ａ４版ファイル綴じ。 

・ファイルの色 

建設工事       【青】 

建設コンサルタント等 【赤】 

物品製造等      【黄】 

 ・市ホームページにおいて要項および 

  申請書等様式がダウンロードできます。 

 

問 申 市総務課 内線1224 

 

入札参加資格審査申請の受け付けについて 
 

本市の建設工事、建設コンサルタント等および物品製造等に係る平成21・22年度の入札参加資格審査申請の

定期受付を実施します。 

 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 

    (特約店また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年分の財務諸表または決算書 

女性のための健康講座 
 

からだをコントロールしている

ホルモンや年代によって変化する

女性のからだ。 

そして子宮や乳房についての病気

やがんなど、専門医の先生から学

びましょう。 

 

◆日時 １月28日(水) 

    午前10時30分～正午 

    (受付 午前10時15分～) 

◆場所 下妻市保健センター 

◆内容 

 『女性の健康について』 

  ～女性特有の病気やがん、 

       更年期について～ 

 講師 中岫産婦人科医院 

    院長 中岫 正明 先生      

◆申込締切 １月23日(金) 

 

問 申  
 
 市保健センター 

 43-1990 

※12月10日号お知らせ版《１月の相談》一部訂正について 

  １月13日(火)の心配ごと相談は、第二庁舎中会議室に変更となります。 


