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しもつま 広
報 

住民税非課税世帯の方の入院時の食事療養費の減額について 
 

保険診療で入院する場合の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に一食当たり260円の定額負担となって

いますが、住民税非課税世帯の方には、申請により食事療養費が減額になる｢標準負担額減額認定証｣を交付しま

すので該当する世帯の方は、申請してください。 
 
          

問 申 市保険年金課 内線1518 

区分 一食当りの負担額 

一般世帯の方 260円 

住民税非課税世帯の方 

 90日までの入院(過去１年間で90日を超える入院) 
 

210円(160円) 

～国民健康保険加入の皆さんへ～ 

70歳未満の方の「限度額適用認定証」の申請について 
 

70歳未満の方の入院時の医療費が高額になった場合、｢限度額適用認定証｣を医療機関に提示すると医療費の

支払いが自己負担限度額までとなり、市役所での高額療養費の申請手続きが必要なくなります。 

自己負担限度額は所得区分によって異なりますので、入院する方はあらかじめ市役所保険年金課で｢限度額適

用認定証｣の交付申請をしてください。 
 
  ※保険外診療分および食事代金等については別途支払いが必要です。 

  ※限度額適用認定証を医療機関窓口に提示すると高額療養費は市から医療機関に支払われます。 

  ※限度額適用認定証の交付を受けていない場合も、今までどおり医療機関での支払い後に市役所で 

   高額療養費の支給申請をすると支給を受けることができます。 

  ※国民健康保険税の滞納の状況などにより、限度額適用認定証を交付できない場合があります。 
 
《自己負担限度額》 

 
◆限度額適用認定期間 申請月の初日～７月31日 

◆申請に必要なもの 保険証、印鑑(ゴム印不可) 
  

問 申 市保険年金課 内線1518 

所得区分 
１か月当りの自己負担限度額 

(３回目まで) 

１か月当りの自己負担限度額 

(過去１年間で４回目以降) 

一般 

(上位所得者以外の 

 住民税課税世帯) 

80,100円 

※医療費が267,000円を超え 

 た場合は、その超えた分の 

 １％を80,100円に加算 

44,400円 

上位所得者 

150,000円 

※医療費が500,000円を超え 

 た場合は、その超えた分の 

 １％を150,000円に加算 

83,400円 

住民税非課税世帯 35,400円 24,600円 

※上位所得者とは、年間所 

 得が600万円を超える 

 世帯 

※1つの世帯で、同月内に 

 21,000円以上の自己負 

 担額を2回以上支払い、 

 合算して自己負担限度額 

 を超えた場合も高額療養 

 費の対象となり、この場 

 合は、今までどおり市役 

 所窓口において高額療養 

 費の支給申請をする必要 

 があります。 

案 内 

案 内 

下妻警察署からのお願い 
 
 朝夕の冷え込みが厳しく、路面が凍結しや

すくなっています。 

 凍結した道路での急ハンドル・急ブレーキ

は危険です。十分な車間距離と安全な速度で

安全運転・事故防止に努めましょう。 

県民交通災害共済 
～２月１日から加入受け付けを開始します～ 

 
平成22年度分の県民交通災害共済の加入受け

付けをおこないますので、 

加入する方は担当窓口へ 

直接お申し込みください。 
 

◆担当窓口 

◇下妻地区  

  市民安全課(市役所本庁舎２階) 

 ◇千代川地区 

   くらしの窓口課(市役所千代川庁舎) 
 
◆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 
 
※チラシは１月末頃、生活環境課・税務課合同に 

 よる封書で郵送します。 

なお、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。 

※小中学生は学校での一括加入になりますので、 

 個別の申し込みは不要です。 
 
◆共済期間 

４月１日(木)～平成23年３月31日(木) 
 
※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。 
 
◆対象となる事故 

①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、転覆などの事故にともなう人の死傷。 

②共済期間中に踏切道における電車等との 

 接触・衝突の事故による死傷。 
 
◆交通事故にあったら 

 交通事故にあったとき(自損事故含む)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。 

 (証明書がないと見舞金が制限されます) 
 

問 市民安全課 内線1432 

平成22年度 

介護保険料(65歳以上の方)の 

減免申請について 
～２月１日から受け付けします～ 
 

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

じて設定されます。 

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、下記に該当する方は、介護保険料の減免制度

が適用となりますので申請してください。 

なお、平成22年度の介護保険料の納付書等は、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・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、100万円以下(2人以上の世 

 帯の場合は、150万以下)であること。 
 

【減免対象保険料】 

 減免申請した日において、納期限が過ぎていない 

 保険料 
  
 《申請期限》 

  特別徴収の方(年金から介護保険料が天引きされる方)   

    2月15日(月) 

  普通徴収の方(納付書で介護保険料を納める方)      

    ７月26日(月) 

  ※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。 
 
【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 

◆標準負担額減額認定期間 

  申請月の初日～７月31日 

◆申請に必要なもの 

  保険証、印鑑(ゴム印不可) 



相 談 

市内の催し 

税理士による 

還付申告無料相談 
 

関東信越税理士会下館支部では、各

税理士事務所において、無料で還付申

告相談および簡易な申告書の作成をお

こないます。 

相談を希望する方は、事前に 寄り

の税理士事務所に電話予約し、時間厳

守のうえ、お出かけください。 
 

◆日時 

 ２月23日(火)午前10時～午後４時 

◆対象者 

 (１)年金を受けている方 

 (２)給与所得者で医療費控除を 

    受けようとする方 

 (３)年の途中で退職または就職 

    した方 
 

問 関東信越税理士会下館支部 

   33-2173 

 

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。お気軽にお越しく

ださい。 
 
●とき ２月13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 

公民館おはなしの会／２月 
 

２月の｢公民館おはなしの会｣は、第10回公民館まつりの体験お

はなしの会として開催します。 

確定申告等に必要な｢障害者控除対象者認定書｣を交付します 
 

年齢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、確定申告および住民税申告の際の障害者控除の 

対象となります。 

そのため、介護保険の要介護等の認定を受けている方については、調査記録等をもとに審査･判定をおこない、 

該当する場合には｢障害者控除対象者認定書｣を交付しますので、必要な方は申請してください。 

なお、障害者手帳の交付を受けている方は、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。 
 

◆認定基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆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 
 
◆申請方法 申請者の印鑑を持参のうえ、市介護保険課まで申請してください。 
 

問 市介護保険課(認定書関係) 内線1532  市税務課(税控除関係) 内線1342～1346 

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

替えにおいて介助を要する。 
 
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あるいは重篤な身体疾患が

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 

屋内での生活はおおむね自立しているが、

介助なしには外出できない。 

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、独力で外出できる。 

何らかの痴呆を有するが、日常生活は家庭内および社

会的にほぼ自立している。 

案 内 

確定申告等に必要な 

｢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｣が必要となりますが、介護保険

の要介護等の認定を受けている方は、｢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年目以降の方に限ります 

  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。 

  なお、主治医意見書の内容によっては、確認書の発行が出 

  来ない場合があります。 
 
◆申請方法 申請者の印鑑を持参のうえ、市介護保険課まで 

      申請してください。 
 

問 市介護保険課(確認書関係) 内線1532 

   市税務課(税控除関係) 内線1342～1346 

第10回公民館まつり 
 

下妻・千代川・大宝公民館および各地区館教室の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20日(土)・21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] 

●内容 

《発表会》※２月20日(土)午前9時45分～午後２時30分 

親子リトミック、童謡、レッツダンス、太極拳、大正琴に親しむ、 

親子で手話を、よさこい踊りを楽しむ、カラオケ入門 
 
《作品展示》 

フラワーアレンジメント、ビーズアクセサリー、日本画を描こう、 

書に親しむ、パッチワーク、生花、陶芸、エコ、手編み、 

ちぎり絵、筆ペン習字 
 
《体験コーナー》 

・簡単お菓子作り(要予約) 

・ビーズアクセサリー(要予約) 

・手編み 

・レッツダンス 

・筆ペン習字 

・公民館おはなしの会 ※２月20日(土)午後1時30分～2時30分 
 
事前予約 

 

 

 

 

 

 

  ◇対象者 市内在住・在勤・在学の方 

  ◇申込期間 ２月２日(火)～10日(水) 

  ◇申込方法 電話または来館にてお申し込みください。 

  ※簡単お菓子作りは、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。 

  ※ビーズアクセサリーは、材料費を添えてお申し込みください。 

  ※材料準備の都合上、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。 
 

《その他》 

公民館図書室の古本・古雑誌の無料配布等 
 

問 申 下妻公民館 43-7370 千代川公民館 44-3141 

教室 日時 定員 内容 材料費 

簡単お菓子作り  
20日(土) 

13:30～16:00  

 

20名  
ブラウニー 200円 

ビーズ 

アクセサリー               

21日(日) 

10:00～12:00 

13:00～15:00 

  

12名 

12名 

携帯ストラップ   
1,200円 

(大人のみ) 

図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

 ●とき 

  ２月16日(火)・20日(土) 

  午後２時～ 

 ●上映作品 

  ｢北極のナヌー｣ 

  (2007年／アメリカ／84分) 

監督 アダム・ラヴェッチ  

【あらすじ】 

生きることを決してあきらめなかっ 

た一匹の白くまの物語。 

地球温暖化―いまだかつてない暖か 

い北極。 

マイナス50℃の北極で15年間にわ 

たる長期撮影を敢行！ 

 ｢アース｣｢皇帝ペンギン(ＵＳ版)｣の 

 スタッフが総力をあげて贈る生と死 

 のドラマ。 
 
《子ども映画会》 

 ●とき 

  ２月27日(土)午後２時～ 

 ●上映作品 

  ｢小公女セーラ｣(80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 
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入札参加資格審査申請の追加受付について 
 

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22年度の入札参加資格審査申請の追加

受付を実施します。 
 
【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(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 

  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 

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 

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 

  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 

  ⑬直前１年分の財務諸表または決算書 

 
 

問 申 市総務課 内線1224 

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) 

 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 

 ⑪直前１年分の財務諸表または決算書 
  
 ※各証明書はコピー可。 

 ※公的機関が発行する書類は、登録申請書の提出 

  日以前３カ月以内のものとする。 
 
【受付期間】 

 2月1日(月)～26日(金) 

 午前9時～12時、午後1時～5時 

※土・日曜日、祝日を除く 

【提出方法】 

 ・Ａ４ファイル左綴じ(留め具が金具でないもの) 

  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(役務の提供)等 【黄】 

 ・郵送可(期限内必着) 
 
 ※表紙に｢平成22年度入札参加資格審査申請書｣ 

  および｢商号」、背表紙に｢商号｣を記載してく 

  ださい。 

 ※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。 

案 内 

案 内 

ごみ収集カレンダーの訂正 
 
 ⑥小島・二本紀・今泉・中居指・古沢・袋畑・

加養・亀崎・新堀・樋橋・肘谷・山尻・谷田部・

柳原地区のごみ収集カレンダーに誤りがありまし

たので、カレンダーの訂正をお願いします。 
 
 【訂正前】２月８日(月) ｢古布｣ 

 

 【訂正後】２月８日(月) ｢古紙｣ 
 

 問 市生活環境課 内線1423 

休日在宅当番医の日程変更 
     

各家庭に配布した｢救急医療体制一覧(平成21年

10月～22年3月)｣に掲載の休日在宅当番医の日程

が変更になります。 
   
【変更前】２月21日(日)まつだこどもクリニック 

       28日(日)とやまクリニック 

 

【変更後】２月21日(日)とやまクリニック 

       28日(日)まつだこどもクリニック 

工場立地法の届出先が 

４月以降市役所になります 
 
◆一定規模以上の工場の新設または増設等を 

 おこなう場合は、工場立地法による届出が 

 義務付けられています。 

  業種 製造業、電気・ガス・熱供給業者 

  規模 敷地面積9,000㎡以上または 

     建築面積3,000㎡以上 
 
◆平成22年４月１日から工場立地法の届出 

 先が、茨城県庁から下妻市役所に変更とな 

 ります。 

 ４月１日以降に届出を予定している方の事 

 前相談は、市役所企画課でおこないます。 
 
◆工場立地法の届出の受理後、90日間を経 

 過しないと工場の新増設の工事が着工でき 

 ませんので、ご注意ください。 
 

問 市企画課 内線1315 

都市公園等整備にご協力を！ 
 

都市公園の樹木等は間伐により根を強くして倒木を防ぎ、 

剪定などにより快適な環境を維持することが必要となるため、 

国の緊急雇用・経済対策等の事業を活用し、公園の整備をす 

すめることになりました。 

 各公園を今年度から３か年で順次整備をおこないますので 

作業期間中はご迷惑をおかけしますが皆さんのご協力をお願 

いします。 
  
《緊急整備予定公園》 

  砂沼広域公園、多賀谷城跡公園 

  三道地公園、上町公園 

  陣屋公園、本宿公園 

  東部中央公園 

  下妻市緑地公園 

  小貝川ふれあい公園 他 
 
◎作業の際には看板等によりお知らせします。 
 

問 市都市整備課 内線1722 

下妻市公共下水道事業 

認可変更案の縦覧について 
 

現在市では、市下水道認可の変更を進めて 

おり、次のとおり認可変更案の縦覧をおこな 

います。 

なお、認可変更案について意見がある場合、 

意見書を提出することができます。 
 
◆事業名称 

 ・鬼怒小貝流域下水道関連下妻市公共 

  下水道事業計画 

 ・下妻都市計画下妻市公共下水道事業計画 

◆縦覧期間 

 １月27日(水)～２月16日(火) 

 午前８時30分～午後５時15分 

 ※土・日曜日、祝日を除く 

◆縦覧場所 

 市役所下水道課[本庁舎２階] 
 

問 市下水道課 内線1732 

「在宅福祉サービスセンター研修会～第２弾～」を 

開催します 
 

在宅福祉サービスセンター｢あおぞら｣協力会員研修会第２ 

弾をおこないます。一般の方(協力会員未登録の方)の参加者 

も募集します。 

 ｢あおぞら｣とは会員さん同士が相互援助で支援をしあう住 

民参加型の福祉サービスです。空いている時間を利用して活 

動することができます。まずは研修会へ参加することから始 

めてみませんか。 
 
◆日時 ２月25日(木)午前９時～12時 

◆会場 福祉センター シルピア 

◆内容 ｢利用者を理解し、介護の知識と方法を知ろう PartⅡ｣ 

    講師 結城市在宅介護支援センターたけだ 

       看護師 屋代 裕子 氏 

    ※実技がありますので室内用シューズをご持参ください。 

◆参加費 無料 

◆申込期限 ２月18日(木) 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 44-0142  



案 内 募 集 

平成22年度 

『県立水戸南高校(通信制課程)』生徒募集 
～毎日通学できない方でも学べる通信制～ 
 
●受付期間 一般入学  ３月12日(金)～25日(木) 

      編・転入学 ２月15日(月)～19日(金) 

※土・日曜日、祝日を除く午前９時～午後５時 
 
◎以前に在籍していた高校で修得した単位を生かせます。 

 幅広い年代の方が学んでいますので、お気軽にお問い 

 合わせください。 
 

問 申 県立水戸南高等学校 

     通信制職員室 029-247-4284 

     事務室 029-247-6173 

     ホームページ 

      http://www.mitominami-h.ed.jp/ 

『在職者訓練技能講座』受講生募集 
 
●講座名 ビジネスマナー 

※新入社員およびビジネスマナーを必要と 

 する方のための講座です。 

●日時 ３月24日(水)・25日(木)午前９時～午後５時 

●定員 20名 

●会場 古河産業技術専門学院 

●受講料 2,900円 

●申込方法 受講申請書に記入押印のうえ、受講料を添え 

      てお申し込みください。 

      定員になり次第締め切ります。 

      ただし、受付開始日の午前９時に定員を超え 

      ていた場合は、その時点で抽選になります。 

●受付開始 ２月２日(火)～ 
 

問 申 県立古河産業技術専門学院 

      0280-76-0049 

～未就業ならびに 

  退職予定看護職の皆さんへ～ 

 ナースバンクに登録を  
 

近年、医療の進歩や高齢社会の到来 

により、看護の重要性が増大し、病院 

や訪問看護等に従事する保健師、助産 

師、看護師、准看護師の需要が急激に 

高まっています。 

そこで、現在、未就業ならびに定年 

退職予定の看護職の方、将来就職を希 

望する方に一人でも多く就業してもら 

うため、ナースバンクへの登録をお願 

いしています。 
 
《登録した方には・・》 

 ・無料での就職相談および 

  職業紹介 

 ・求人情報の送付(年４回) 
 

問 社団法人 茨城県看護協会 

   茨城県ナースセンター  

   029-221-7021 

自動車税の納税は 

口座振替で 
  
 公共料金と同じように預金口座から 

自動的に納税ができ大変便利です。 

 お申し込みは、預金口座のある金融 

機関で簡単にできますので、印鑑を持 

参のうえ手続きしてください。 
  

問 筑西県税事務所 総務課 

   24-9184 

ときめき出会いパーティを開催します 
 
 NPO法人メドウルミートクラブでは、いば 

らき出会いサポートセンターの後援により、 

ときめき出会いパーティを開催します。 
 
《ときめき婚活ひなまつりパーティ》 
  
 ◆日時 2月28日(日)午前11時～ 

 ◆場所 レストハウスみかげ 

     [桜川市真壁町1073] 

 ◆対象者 40歳までの独身男・女15名ずつ 

 ◆参加費 男性6,000円 女性2,000円  

 ◆申し込み 随時       
 

問 申 NPO法人メドウルミートクラブ 

      25-2678 

ご家庭で不要になったパソコンは、 

資源として再利用されます 
～パソコンメーカーが回収し、再資源化します～ 
 
◆回収の申し込みは、廃棄する 

 パソコンメーカーの受付窓口 

 まで。 
 

※自治体・販売店等で回収 

 および申し込みの受け付け 

 はおこなっていません。 
 
◆PCリサイクルマークの付いたパソコンは、新たな 

 料金負担なしでメーカーが回収・再資源化します。 
 

※回収するメーカーがないパソコン(自作パソコン、 

 倒産や事業撤退したメーカーのパソコンなど)は、 

 パソコン３R推進協会が有償で回収・再資源化します。 
 
◎詳しくは、パソコン３R推進協会ホームページをご覧ください。 

  http://www.pc3r.jp/ 
 

問 パソコン３R推進協会 03-5282-7685 

２月は「相続登記は 

お済みですか月間」です 
 
 茨城司法書士会では｢相続登記はお済 

みですか月間｣を設け、相続登記に関す 

る相談を無料で実施します。 
 
◆相談内容 相続登記に関する相談 

◆実施場所 県内の各司法書士事務所 

◆相談料 無料 
 

問 茨城司法書士会 

   029-225-0111 

案 内 

平成22年度 

『茨城県結城看護専門学校』学生募集 
 
 歴史と紬のまち結城で学んでみませんか。 

 本校は、おもいやりのある人間性豊かな看護師の養成を 

目指しています。 
 
●受験資格 ①高等学校または中等学校を卒業した方 

       ならびに平成22年３月卒業見込みの方等 

      ②①と同等以上の学力を有する方 

●受付期間 ２月22日(月)～26日(金) 

●入学試験 ３月５日(金) 

       国語(古文・漢文を除く)、面接 
 

問 申 茨城県結城看護専門学校 33-1922 

     ホームページ http://www.yukinu.or.jp/ 

下妻市民文化会館自主文化事業 
 
 下妻市制施行５５周年記念事業 

  『おでかけよしもとガチンコ!!ライブｉｎ下妻』好評発売中!! 
 
◆出演者(吉本の若手芸人が８組出演！)  

①中川家 ～初代M－1グランプリ王者～ 

②インパルス ～人気番組「はねるのとびら」レギュラー～ 

③トータルテンボス ～2009・S-1バトル月間V2～ 

④チーモンチョーチュウ ⑤５ＧＡＰ ⑥大西ライオン 

⑦タカダコーポレイション ⑧ハローケイスケ 

 ※都合により、出演者が一部変更になる場合があります。 

◆とき 

 ２月14日(日) 

  第1部 開場11:00／開演11:30 

  第2部 開場14:00／開演14:30 

◆ところ 

 下妻市民文化会館 大ホール 

◆入場料(全席指定) 

 一律 3,000円(2,800円) 

 ※（ ）内は友の会会員料金 

 ※チケットは、各部ともお一人様６枚まで購入可 

 ※３歳以上有料になります。(２歳以下入場不可) 

◆前売所 

 下妻市民文化会館 43-2118 

◆主催 

 市・市教育委員会 

 下妻市民文化会館(下妻市自治振興公社) 

 いばらきコープ生活共同組合 
 

問 下妻市民文化会館 43-2118 

    中川家 
～初代M－1グランプリ王者～ 

 インパルス 
～「はねるのとびら」 

     レギュラー～    

相 談 

「防犯ボランティアパトロール」 

研修会を開催します 
 
◆日時 ２月17日(水) 

    午後１時30分～2時30分 

◆会場 市立図書館２階 映像ホール 

◆対象者 

 ・防犯ボランティアパトロール登録者 

・登録はしていないが、防犯ボランティア 

 パトロールの活動に関心のある方 

◆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 

   鈴木 通夫 氏 

◆申込方法 

参加者氏名、帽子番号(登録者のみ)、連絡 

先を電話または電子メールにてご連絡くだ 

さい。 
 

問 申 市民安全課 内線1433 

     E-mail 

      anzen@city.shimotsuma.lg.jp 

《対象機器》 
・デスクトップパソコン本体 

・ノートブックパソコン 

・CRTディスプレイ 

・CRTディスプレイ一体型パソコン 

・液晶ディスプレイ 

・液晶ディスプレイ一体型パソコン 


