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No.1

◆提出期限

３月31日(土)
※3月3１日までに申請しない場合は、平成23年10月から平成24年3月分の支払いができなく
なります。4月1日以降に申請しても、遡っての支給はできません。

◆受付場所

市役所第二庁舎 子育て支援課
※土曜・日曜日、祝日を除く。やむを得ず、3月31日(土)に提出する方は、休日窓口担当者に
お渡しください。その際は、書類に不備のないようにお願いします。
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案内

◆持参するもの

特別児童扶養手当とは、精神、知的または身体に障害のある20歳未満のお子さん(児童)を監護している父
もしくは母、または父母にかわって養育している養育者に対して支給される手当です。
※この手当と児童扶養手当、こども手当、障害児福祉手当との併給は可能です。
ただし、この手当は申請をしなければ支給されませんのでご注意ください。

問

◆手当の対象となる児童の障害の程度
【特別児童扶養手当1級】
◇身体障害者手帳の判定が1・２級(内部疾患含む)程度に該当するもの
◇療育手帳の判定が A ・Ａ程度の知的障害である場合。または、同程度の精神障害がある場合
【特別児童扶養手当2級】
◇身体障害者手帳の判定がおおむね3級(内部疾患を含む)程度に該当するもの
◇療育手帳の判定がB程度の知的障害である場合。または同程度の精神障害がある場合
(注)次の場合は受給する資格がありません。
１.児童および父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
２.児童が自分の障害による公的年金を受けられるようになったとき
３.児童が児童福祉施設(保育所・通園施設・肢体不自由児施設への短期母子入所を除く)に入所しているとき
◆手当の額について
等級月額
1級
2級

児童１人につき
50,550円
33,670円

※手当の額は、認定請求をした日の属する
翌月分より支給されます。
また、請求者(本人)や配偶者および扶養
義務者の方の前年の所得(課税台帳による)
が所得制限限度額以上の方は、その年度
(８月から翌年７月まで)手当の支給が停
止されます。

【所得制限限度額表】
扶養親族
の数
０人
１人
２人
３人
４人
５人

請求者(本人)
4,596,000円
4,976,000円
5,356,000円
5,736,000円
6,116,000円
以下380,000円
ずつ加算

案内

平成23年10月1日現在下妻市にお住まいで、子ども手当を受給している方には、平成23年10月上旬に子ど
もの養育状況を確認するため認定請求書を送付しました。まだ提出していない方はお早めに申請してください。

10

特別児童扶養手当をご存じですか

子ども手当認定請求書の提出はお済ですか

配偶者および
扶養義務者
6,287,000円
6,536,000円
6,749,000円
6,962,000円
7,175,000円
以下213,000円
ずつ加算

※この他に所得制限限度額に加算されるもの、所得額
から控除されるもの等があります。

申

・10月に郵送した｢子ども手当 認定請求書｣ ※紛失した方は、再発行します。
・印鑑(ゴム印不可)
・健康保険証の写し(請求者とその子どもが使用している保険証の写し)
※下妻市国民健康保険証を使用している方は、必要ありません。
・請求者とその子どもが別居の場合、子どもの属する世帯の住民票謄本

市子育て支援課

内線1594

東日本大震災にともなう被災者支援制度
【被災者生活再建支援制度】
◆対象となる被災世帯
(１)住宅が｢全壊｣した世帯
(２)住宅が｢大規模半壊｣した世帯
◆支援金の支給額
・被害程度に応じた｢基礎支援金｣が最大100万円
・建設・購入、補修、賃貸の住宅再建方法に応じた
｢加算支援金｣が最大200万円
※基礎支援金の申請受付期間は平成25年4月10日までです。
【県・日本赤十字社・共同募金会に寄せられた義援金】
◆対象となる被災世帯
(１)死亡した方の遺族・行方不明者となった方のご家族
1,195,808円
(２)住家の全壊
1,195,808円
(３)住家の半壊
597,904円
※申請受付期間は3月31日までです。
【茨城県災害見舞金制度】
◆対象被害および支給額
・住家の半壊 ３万円
※被災者生活再建支援制度および災害弔慰金の対象と
なった場合は、支給対象外。
※申請受付期間は3月31日までです。

【下妻市災害見舞金】
◆対象となる被災世帯
(１)住家の全壊 ５万円
(２)住家の半壊 ２万円
(３)非住家(全壊・半壊) １万円
【下妻市義援金】
◆対象となる被災世帯
(１)死亡した方の遺族・行方不明者と
なった方のご家族 ８万円
(２)住家の全壊 ８万円
(３)住家の半壊 ４万円
【災害弔慰金制度】
◆支給内容
・災害弔慰金(死亡した方の遺族)
最大500万円
・災害障害見舞金(重度障害者となった方)
最大250万円
・災害援護資金
貸付限度額350万円(所得制限あり)
※災害援護資金の貸付利子
年1.5％(保証人なし)または
無利子(保証人有り)

〜特別児童扶養手当を受給されている皆さんへ〜 所得状況届の手続きはお済ですか

◎各制度の申請には、｢全壊、大規模半壊、半壊｣の記載のある｢り災証明書｣が必要となります。

特別児童扶養手当を引き続き受給するためには所得状況届の提出が必要です。
受給資格者の皆さんに所得状況届についてのご案内を送付しています。忘れずに届出をしてください。

《調査について》
・｢全壊、大規模半壊、半壊｣の｢り災証明書｣を受けるためには、建物被害認定調査が必要となります。
調査は、内閣府で作成された｢災害に係る住家の被害認定基準運用指針｣に基づき判定をします。
・建物被害認定調査は、調査受付から判定が出るまである程度の日数がかかります。まだ調査をしていない
方は、福祉課または税務課にお申し込みください。

◎詳しくは、お問い合わせください。

問

申

市福祉課

内線1573

問

市福祉課(支援制度)

内線1585〜1587

市税務課(り災証明)

内線1353〜1356

資源ごみ回収団体に報償金を交付します
資源ごみのリサイクル推進のため、自治会・子供会・
学校・PTAなどが資源ごみを独自に回収し、専門の買取
業者に売却した場合、報償金を交付します。
◆対象となる資源ごみ
古紙類(新聞紙、雑誌、段ボールほか)、古布類
金属類(空き缶含む)、空きびん、ペットボトル
◆報酬金額
古紙類・古布類
金属類
５円/Kg

品目
単価

生びん類

ペットボトル

１円/本

10円/Kg

◎事前に団体の届出が必要となります。

問

申

市生活環境課

内線1423

指定ごみ袋取扱手数料
市指定ごみ袋引換券を、自治区単位で持参してごみ袋
と引き換えする場合に手数料をお支払いします。
◆手数料 指定ごみ袋１枚あたり｢３円｣
◆申請方法 自治区単位で取りまとめのうえ、ごみ
減量推進員の方が申請してください。
◆申請書類等 ・補助金交付申請書
※生活環境課にあります。
・引換券(交換期限内のもの)
・印鑑
・通帳(口座振込先の分かるもの)

問

申

市生活環境課

内線1423

ごみの出し方
〜可燃ごみ・不燃ごみ〜
【可燃ごみ】
市の指定袋｢赤｣に入れてください。
◆出せるもの
・生ごみ(水を良く切ってから袋に入れる)
・紙くず(資源ごみとして回収できないもの)
・紙おむつ(汚物は取り除く)
・草、落ち葉
(土を落とし乾かしてから少量ずつ出す)
・剪定枝(袋に入る程度の長さまで)
・その他
CD、ビデオテープ、発泡スチロール
ゴム製品、皮製品、プラスチック製品
ビニール製品
布類(資源ごみとして回収できないもの)
ペットボトルのフィルムのみ
【不燃ごみ】
市の指定袋｢青｣に入れてください。
◆出せるもの
・スプレー缶、小型ガスボンベ
使い捨てライター
(中身を使いきり、安全な場所で穴を開ける)
・刃物やガラス類
(新聞紙などで包んでから袋に入れる)
・小型電気製品
(テレビやパソコン、携帯電話などを除き
指定の袋に入る大きさのものに限る)
・その他
陶器類、金属製品、傘
びんのキャップ類

リサイクル家電の直接搬入場所が変更になりました
家電リサイクル法によりリサイクルが義務付けられて
いるテレビ、冷蔵(冷凍)庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコ
ンの直接搬入場所が変更となりました。
◆搬入場所

平和貨物運送(株)本社営業所
[下木戸365‑1]
43‑3653
◆搬入時間 午前9時〜12時、午後1時〜5時
◆休業日 日曜日、国民の祝日等
◎あらかじめ｢家電リサイクル券｣を郵便局で購入のうえ
搬入してください。
クリーンポート・きぬへ持ち込む場合や、シルバー人
材センターに運搬を依頼する場合は別途運搬料金がか
かります。

問

市生活環境課

内線1423

《ご注意ください》
・ごみ収集カレンダーを確認し、収集日当日の
朝８時までに出してください。
・古紙、古布、かん、びん、ペットボトルは
資源ごみとしてコンテナのある集積所に出し
てください。
・蛍光灯、水銀式体温計、乾電池などは有害ご
みの収集日に出してください。
・会社や店舗の方は集積所には出せません。
事業系一般廃棄物として処理してください。

問

市生活環境課

内線1423

高道祖地区排水処理施設使用料（後期分）の納入

確定申告について

２月29日(水)は高道祖排水処理施設使用料(後期分)の納期です。
納期限までに納入をお願いします。
なお、納入通知書を紛失した方は、再発行しますので、ご連絡
ください。

◆申告および納期限
所得税・贈与税
３月15日(木)
消費税(個人事業者) ４月２日(月)

◆納入場所

◆申告会場

・納入通知書記載の金融機関
・市役所会計課またはくらしの窓口課
会場

市農地整備課

内線2613
開設
期間

水道管の凍結にご注意ください
《特に水道管が凍りやすい場所は・・・》
◆水道管が｢むき出し｣になっている場所
◆日の当たらない場所
◆風当たりの強い場所
《家庭でできる凍結防止対策は・・・》
◆｢むき出し｣になっている水道管は直接外気に触れないよう、
保温材を巻きつけ、その上から紐で縛って固定し、保温材が
濡れないようにビニールテープ等で下から隙間なく重ねて巻
いてください。
※保温材は市販されているものの他に毛布、発泡スチロール等
でも代用できます。
◆メーターが入っている箱の中に、発泡スチロールを細かく砕
いたものや布切れを、濡れないようにビニール袋にいれて、
メーターを保護するようにしてください。
《もし凍結してしまったときは・・・》
◆蛇口が凍ってしまった場合は、タオル等をかぶせ、その上か
らゆっくりとぬるま湯をかけてください。
※急に熱湯をかけると、水道管や蛇口が破裂することがありま
すので注意してください。
※凍結により、水が出ない場合でも、必ず蛇口を閉めるように
してください。
《もし破裂してしまったときは・・・》
◆メーターが入っている箱の中にある止水栓を閉めて、水を止
めてから、指定工事業者へ修理を依頼してください。
なお、メーターが凍りガラスが破裂した場合は、無料で水道
課にて交換しますので、ご連絡ください。
※止水栓を閉めなかった場合、水が出続けてしまいますので、
料金が高額になる場合があります。ご注意ください。
◎市の条例により、水道管破裂等の緊急の工事であっても市の指
定を受けていない業者が水道工事をすることはできません。
必ず指定工事業者であることを確認してから工事を依頼してく
ださい。

問

市水道課

44‑5311

電子申告
専用会場

確定申告会場

◎口座振替の場合は、事前に預金残高をご確認ください。

問

案内

受付
時間

下館駅北口
｢スピカ｣６階
｢コミュニティ
プラザ｣
２月６日(月)
〜３月15日(木)
※土・日曜日
祝日を除く。

午前９時
〜午後４時

下館駅南口
｢セナミ学院｣
下館校１階
２月21日(火)
〜24日(金)
２月28日(火)
〜３月２日(金)
午前９時30分
〜午後２時
※電子証明書
および収支内
訳書等を作成
のうえ、ご持
参ください。

※開設期間中、下館税務署には
申告会場がありません。

問

下館税務署

24‑2121
(自動音声案内)

子育て支援に取り組み事業者の皆さんへ

〜くるみん認定を目指しませんか〜
企業全体の労働者数が101人以上の事
業主は、法に基づき、労働者の仕事と子
育ての両立を図るための雇用環境の整備
を進めるための｢一般事業主行動計画｣の
策定・届出・公表・周知が義務付けられ
ています。(101人以下企業は努力義務)
この一般事業主行動計画に定めた目標
を達成し、一定の要件を満たした場合、
申請をおこなうことで、｢子育てサポート
企業｣として厚生労働大臣の認定を受け、
くるみん認定マークを広告、商品等に表
示して、子育てサポート企業であること
をアピールできます。
茨城労働局では、認定企業10社の取組
内容や認定のメリットを紹介する事例集
を作成し、認定を希望している企業に配
布していますので、事例集の送付をご希
望の方は、お問合せください。

問

茨城労働局雇用均等室
029‑224‑6288
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農業委員会委員選挙人名簿の縦覧を
おこないます
◆期間
◆場所

問

2月23日(木)〜3月8日(木)
午前8時30分〜午後5時
市役所本庁舎２階
選挙管理委員会事務局
※土・日曜日は市民課窓口
(本庁舎1階)

市選挙管理委員会

内線1243

『口腔がん検診』を実施します

2月29日(水)午後２時〜３時30分
(受付１時30分〜)
◆会場 下妻保健センター
◆内容 ・糖尿病ってどんな病気？どう予防する？
・糖尿病を呼び寄せない生活とは？
・メタボリックシンドロームや腎臓病との
関係について

申

市保健センタ−

43‑1990

みんなであそぼう！〜遊びの広場を実施します〜

遊びの広場〜講座編〜

子育って難しい・・。こんな時どうするの？など身近に
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。

現在、ワクチンで防げる病気がどのくらいあ
るか、ご存じですか。
この機会に、安心して予防接種を選択できる
よう、一緒に学んでみませんか。

◆日時

◆日時

問

申

問

43‑1990

申

市保健センター

予防接種に対する関心を高め予防接種率の向上を図るため、日本医師会、日本小児科医会、厚生労働省の主催
により３月１日〜７日を子ども予防接種週間とし、表記時間に予防接種をおこなえる体制を取っています。
医療機関により休み時間、接種時間帯が異なりますので、接種希望者は必ず来院前に電話予約をしてください。
【協力医療機関】
病院名
実施日

43‑1990

3月1日(木)

下妻市高齢者家族介護支援事業

菊山胃腸科外科
医院
44‑2014

とき田クリニック
44‑3232

午前8時30分
〜11時
午後２時〜５時

午後２時
〜５時30分

講演会を開催します

午後２時
〜５時30分

2日(金)

｢認知症の介護に振り回され、疲れていませんか｣｢身
近に、どうもおかしい認知症では・・と気になる方はい
ませんか｣｢認知症の人に、どのように接していいか困っ
ていませんか｣
どなたでも参加できますので、
当日ご来場ください。

3日(土)

午前8時30分
〜11時
午後２時〜５時

4日(日)

午前8時30分
〜11時

◆日時

5日(月)

中山医院
43‑2512

平間病院
43‑5100

まつだこども
クリニック
30‑5558

午前9時〜12時
午後２時
〜５時30分

午後１時30分
〜２時30分

午前8時30分
〜12時

午前9時〜12時
午後２時
〜５時30分

午前8時30分
〜12時
午後２時〜５時

午前9時〜12時

午前8時30分
〜12時
午後２時〜６時

午前9時〜12時
午後２時
〜５時30分

3月10日(土)
午後２時〜４時
開場１時30分
◆場所 千代川公民館[鬼怒230]
◆内容 ｢あなたが変われば相手も変わる
〜学びましょう 認知症と介護のノウハウ〜｣
講師 NPO法人 HEART TO HEART 理事長
認知症の人と家族の会 愛知県支部代表
尾之内 直美 氏
◆参加費 無料

《接種について》
・接種年齢対象者の費用は無料になります。
・当日は母子健康手帳、予防接種受診券、予診票、保険証をご持参ください。
・受診券のない人は再発行しますので、保健センターへご連絡ください。

問

問

市介護保険課

内線1543・1544

43‑1990

３月１日〜７日は子ども予防接種週間です

ごとうクリニック[筑西市]
後藤 千秋 先生 ※糖尿病学会専門医
2月10日(金)〜27日(月)

市保健センター

市保健センター

案内

３月29日(木)午後１時30分〜３時
(受付１時〜)
◆場所 下妻保健センター
◆対象 就学前のお子さんを持つ親 先着50名
※希望者には保育をします。
(先着20名)
◆内容 ｢予防接種に関するお話し｣
講師 小児科医師 松田 恭寿 先生
◆申込期限 ３月23日(金)

３月２日(金)午前10時30分〜12時
(受付10時〜10時30分)
◆場所 下妻保健センター
◆参加費 無料
◆内容 ・作ってあそぼうコーナー
・体であそぼうコーナー
・お話コーナー
・育児相談コーナー
◆主催 下妻市母子保健推進員協議会

講師

問

問

案内

◆日時

◆日時

◆検診自己負担金 500円(当日徴収)
◆申込期限 ２月22日(水)
◆主催 下妻市歯科医師会、下妻市

2/3

｢糖尿病なんて関係ない。まだまだ大丈夫｣と思ってい
ませんか。
｢健診で糖がひっかかった！、このごろメタボが気に
なる、家族に糖尿病の方がいる等・・｣今回は希望者に
無料で尿検査を実施します。お気軽にご参加ください。

◆申込期間

※平成22年11月28日の口腔がん検診
を受診し、｢異常なし｣の方は除く。

10

糖尿病予防教室を開催します

お口の中にも「がん」ができるということをご
存 じ で すか。こ の 機会に、ご自 身 の口 腔 がん予
防・早期発見にお役立てください。
２月26日(日)
①受付時間 午前９時〜９時15分
②受付時間 午前10時〜10時15分
※受付後に、講演会および口腔がん検診
をおこないます。
◆場所 下妻保健センター
◆内容 《講演会》
｢口腔がんについて｣
筑波大学附属病院
准教授 鬼沢 浩司郎 医師
《検診》
歯科医師による問診、視診、触診
口腔内アドバイス等
◆対象者 40歳以上で市内在住の方 先着55名

No.2

6日(火)
7日(水)

午前8時30分
〜11時
午後２時〜５時

午後２時
〜５時30分

古橋医院

44‑2792
午前9時〜12時
午後２時〜６時

午前9時〜12時
午後２時〜６時
午後１時30分
〜２時30分

午前9時〜12時
午後２時〜６時

午前9時〜12時
午後２時〜６時

※とき田クリニックは、麻しん風しん混合第４期(高校３年生に該当する年齢の方)に限ります。
※上記医療機関以外でも接種できます。保健センター予定表、指定医療機関をご覧ください。

市保健センター

43‑1990

真壁医師会事務局

24‑8788

『季節のハイキング』参加者募集

『市民卓球大会』参加者募集

《小江戸｢佐原｣を歩く》
佐原雑子と歴史のある街並、情緒たっぷりの小野川
沿いを歩きます
・日時 ３月11日(日)午前７時出発
・集合場所 市総合体育館北側駐車場
・参加費 クラブ会員１人1,500円
非会員１人2,000円
※バス代、保険料等含む。

●日時
２月26日(日)
受付 午前８時30分
●場所
千代川中学校 体育館
●種目
ダブルス(男子ダブルス・女子ダブルス)
※男女混合の場合は、男子ダブルスの部に出場
●参加資格
小学生以上で下記の項目のいずれかに該当する方
①市内に在住・在勤または在学の方
②市内の卓球クラブに加入している方
③市内の中学校または高校を卒業した方

《手賀沼桜並木遊歩道を歩く》
志賀直哉・武者小路実篤・バーナード・リーチなど
文人たちが愛した手賀沼、その遊歩道を歩きます
・日時 ３月24日(土)午前８時出発
・集合場所 市総合体育館北側駐車場
・参加費 クラブ会員１人1,200円
非会員１人1,500円
※バス代、保険料等含む。
●募集対象
●募集人数
●申込方法

付き添いなく１人で
ハイキングの出来る方
各コース40名
※定員になり次第締め切ります。
会費を添えてお申し込みください。

◎小雨決行、荒天中止。
午前６時態度決定、各自サンドレイククラブに
確認してください。
当日の問い合わせは、サンドレイククラブに
お願いします。

問

申

サンドレイククラブ(井上)
市生涯学習課(千代川庁舎)

43‑0174
内線2833

児童保育クラブ

『指導員助手』募集
指導員のお手伝いをしてくれる方(パート)を募集し
ます。
小学校１年生から３年生までの児童と遊べる方、大
歓迎です。

※ペアの内１名でも上記の条件を満たしていれば
参加可能。
※試合当日のペアの変更は、受付けません。
●試合方法 予選リーグ後、決勝トーナメント
●参加費 1ペア2,000円
中学生以下は1ペア600円
(当日徴収)
●申込方法 生涯学習課にある申込書に記入の
うえ、お申し込みください。
●申込期限 2月17日(金)

申

市生涯学習課(千代川庁舎)

問

下妻市卓球協会(藤本)

高齢者自らが委員となり、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。
※地方公共団体の長および議員は除く。
※報酬・交通費なし。
●任期
4月〜平成26年3月末日までの2年間
●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｢応募の動機、活動の抱負、社会活
動歴など｣を明記のうえ、お申し込みください。
●応募締切
3月9日(金)消印有効

問

申

茨城県社会福祉協議会
茨城わくわくセンター
029‑243‑8989
〒310‑8586
水戸市千波町1918

『訓練生』募集
ウォーク日本１８００下妻市・八千代町大会

『関東平野の田園地帯を歩く』
参加者募集

●募集人員 １名
●対象 子育て経験のある方(60歳まで)
●勤務地 下妻小学校児童保育クラブ
●勤務日時 月・水・金曜日 午後4時〜6時
●時給 800円(３か月間は試用期間770円)
●申込方法 面接をおこないますので、電話連絡の
うえ、履歴書を持参してください。
●申込期限 2月29日(水)

問

問

下妻小学校児童保育クラブ
(小竹) 44‑3704
※平日 正午〜午後３時

募集

44‑3359

３月18日(日) ※雨天決行。
受付 午前８時50分〜９時15分
●集合場所 下妻駅前(下妻第一高等学校側)
●定員 100名
※定員になり次第締め切ります。
●参加費 大人300円 小中学生無料(当日徴収)
●持ち物 参加受付票、飲物、昼食
レジャーシート、雨具、保険証控 等
●申込方法 ハガキに参加者全員の郵便番号、
住所、氏名、年齢、電話番号を
記入のうえ、お申し込みください。
●申込期限 ３月４日(日)必着

申

『高齢者はつらつ百人委員会』
委員募集

●日時

申

県ウォーキング協会(山元一郎)
029‑874‑7195
〒300‑1237 牛久市田宮２‑24‑20

●科目
建築科(木造建築に必要な建築製図
実技に必要な知識・技能)
板金科(建築板金に必要な基礎的建築製図・
板金展開法、実技に必要な知識・技能)
●訓練期間 ３年
●訓練日
第2・第4日曜日
●費用(年額)
１年目
42,000円
２・３年目 15,000円
●申込期限
３月20日(火)
◎詳しくは、お問い合わせください。

問

申

県西地区下館建設高等職業訓練校
(斉田) 24‑8468
〒308‑0841
筑西市二木成稲荷塚806‑2

あたらしい出会いを
探してみませんか

案内

《ふれあいパーティー》
【つくば会場】
◇日時 3月31日(土)午後１時30分〜４時30分
(受付１時〜)
◇場所 ホテルグランド東雲
[つくば市小野崎488‑1]
◇対象者 男女とも年齢制限なし 各20名
【下妻会場】
◇日時 3月24日(土)午後１時30分〜４時30分
(受付１時〜)
◇場所 ビアスパークしもつま[長塚乙70‑3]
◇対象者 男女とも50歳前後の方 各15名
◆参加費 男性4,000円 女性1,000円(当日徴収)
◆申込開始 随時
◆共催 いばらき出会いサポートセンター

問

申

NPO法人ベル・サポート
0280‑87‑7085

《婚活イチゴ狩り＆出会いパーティー》
◆日時
◆場所
◆内容

3月10日(土)午後１時15分(受付１時〜)
ビアスパークしもつま[長塚乙70‑3]
午後１時15分〜２時 イチゴ狩り
午後２時15分〜４時15分
出会いパーティー
◆対象者 45歳以下の独身男女 各15名
◆参加費 男性3,500円 女性1,500円
(イチゴ1パック代含む。当日徴収)
◆申込開始 随時受付
◆主催 いばらきマリッジサポーター県西地域
活動協議会
◆共催 きぬ結婚支援センター

問

申

NPO法人ベル・サポート
0280‑87‑7085

《ときめき婚活いちご狩りパーティー》
◆日時

３月11日(日)午前11時〜午後２時30分
(受付10時30分〜)
◆会場 ビアスパークしもつま[長塚乙70‑3]
◆対象者 45歳以下の独身男・女 各15名
※先着順。
◆参加費 男性6,000円 女性1,500円

問

申

NPO法人メドウルミートクラブ
25‑2678

広報

しもつま
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「砂沼をきれいにする運動」に
参加しましょう
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『嘱託職員・臨時職員』募集
募集職種

一般事務(嘱託職員)

清掃用務員(臨時職員)

施設管理業務(臨時職員)

保育士(臨時職員)

募集人員

1名

1名

1名

2名

業務内容

収納業務の事務補助

トイレ清掃、ゴミ拾い等
用務全般

公園および砂沼サンビー
チの施設管理

保育業務

応募資格等

パソコン操作のできる人
(Word、Excel等)

普通運転免許を有する人
草刈機等の操作ができる人

普通運転免許を有する人
パソコン入力のできる人

保育士資格を有する人

勤務地

市役所収納課

砂沼広域公園

砂沼広域公園
午前8時30分
〜午後5時15分
(プール開園期間は変動
有り、昼休み60分)

市立きぬ保育園

ローテーションによる
週3日勤務(プール開園
期間週5日)

ローテーションにより
勤務時間に変動あり

案内
勤務時間

市民の憩いの場、砂沼の清掃をおこない
ます。
｢下妻のシンボルである砂沼｣をきれいに
保つため、ボランティア活動として皆さん
の積極的な参加をお願いします。
３月４日(日)午前８時〜９時
※小雨決行。雨天中止。
※防災無線で７時に広報します。
◆内容 砂沼周辺のゴミ収集
《つぎの点にご注意ください》
・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！
・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。
・図面の●印の所にゴミ袋を用意します。
袋に書いてあるとおり、可燃物、不燃
物に分けてください。
★印の所がゴミ集積所になります。
これ以外の場所は車が入れません。
市生涯学習課

午前9時〜午後4
(昼休み60分)

ローテーションによる
週5日勤務

賃金等

時給賃金制
時間単価＠810円
通勤手当なし
社会保険・雇用保険加入

雇用期間

４月1日
〜平成25年3月31日

４月1日〜9月30日

試験内容

面接

時給賃金制
時間単価＠810円
通勤手当なし
社会保険なし
雇用保険加入

時給賃金制
時間単価＠960円
通勤手当なし
社会保険・雇用保険加入

※勤務状況により更新あり
面接
日時：３月１日(木)
時間は別途連絡
場所：市役所本庁舎
3階会議室

日時：２月29日(水)時間は別途連絡
場所：市役所本庁舎3階会議室

募集期限

2月24日(金)

提出書類

履歴書

問

市総務課[市役所本庁舎2階] 内線1229
※午前8時30分から午後5時15分までの間に書類をご持参ください。

(提出先)

午前8時30分
〜午後5時15分
(昼休み60分)

履歴書、保育士証の写し

震災等緊急雇用対応事業 『臨時職員』募集

内線2834

桜の苗木を無償配布します
｢下妻千本桜物語｣事業として公共的施設等へ苗木配布の募集をしましたが、個人の方にも配布します。
◆配布内容
《品種・数量》
神代曙 約25本
越の彼岸 約25本
《各苗の特徴》
高さ約1ｍ位の1年生苗木
・神代曙 一重咲きで淡紅の花がソメイヨシノと
ほぼ同時期に咲く。
テングス病等の病気に強い。
・越の彼岸 一重咲きで淡紅の花がソメイヨシノ
よりも早く咲く。花色が濃い。

午前8時30分
〜午後5時15分
(昼休み60分)

月額賃金制
基本賃金136,400円
(上限)
※年齢により異なる
賞与・通勤手当あり
社会保険・雇用保険加入

◆日時

問

募集

◆配布時期 ２月下旬〜３月上旬
◆配布先 個人の私有地等
(集会所、広場等は従来どおり配布対象)
◆申込方法 必要事項(品種、本数、代表者の住所、
氏名、連絡先等)をご連絡ください。
※原則先着順。申込多数の場合は調整
する事があります。
◆申込期間 ２月10日(金)〜21日(火)

問

申

市都市整備課

内線1724

募集職種

観光に関する事務

農作業

募集人員

1名

1名

業務内容

観光協会内における観光業務全般、ホームページ管理

農作物の栽培、農園整備

応募資格等

パソコン操作のできる人(Word、Excel等)

農作業(トラクター、草刈機を含む)ができる人
普通運転免許を有する人

勤務地

市役所商工観光課

ビアスパークしもつま

勤務時間

午前8時30分〜午後5時15分
(昼休み60分)

賃金等

時給賃金制

雇用期間

４月1日〜9月30日

試験内容

面接

募集期限

2月24日(金)

提出書類

履歴書、ハローワークの紹介状

備考

平成23年３月11日時点において下妻市に住所を有していた方等、震災被災者が対象となります。

問

(提出先)

時間単価＠810円

午前8時〜午後5時
(実働7.5時間 昼休み60分、休憩30分)
ローテーションにより月20日程度勤務
通勤手当なし

社会保険・雇用保険加入

※更新は最長1年まで

日時：3月1日(木)時間は別途連絡

場所：市役所千代川庁舎2階会議室

市総務課[市役所本庁舎2階] 内線1229
※午前8時30分から午後5時15分までの間に書類をご持参ください。

道路工事にご協力を！
下木戸地内において路面再生工事
を実施します。
工事期間中は、通行止め等の交通
規制をおこないますのでご協力をお
願いします。
◆工事期間
◆工事場所

問

２月中旬〜３月中旬
図のとおり

市建設課

図書館おはなし会／３月
〜おはなしの花たば〜
参加は自由ですので、お気軽にお越しください。
◆日時

◆場所

問

３月10日(土)
午前10時30分〜11時30分
午後2時〜3時
市立図書館 児童室(おはなしコーナー)

市立図書館

43‑8811

内線1716

ふるさと博物館企画展

「学校のたからもの〜学び舎の思い出〜」
市内小学生・中学生入館料無料です!!

横断暗渠改修工事にご協力を！
村岡地内において横断暗渠改修工事
を実施します。
工事期間中は、通行止め等の交通規
制をおこないますので、ご協力をお願
いします。
◆工事期間
◆工事場所

問

博物館所蔵の資料だけでなく学校や市民の皆さんか
ら提供していただいた明治〜昭和までの懐かしい資料
を展示します。
今回はシリーズ１として下妻小学校・上妻小学校・
総上小学校を紹介します。
ぜひ、ご家族でご来館ください。
《市内小・中学生入館料無料期間》
２月７日(火)〜26日(日)
午前９時〜午後４時30分
※市内小中学校に通う児童・生徒には学校を
通して無料招待券を配布しました。
※市内に住所があり市外の学校に通学してい
る児童・生徒については、学生証の提示に
より入館料を無料にします。
※休館日 月曜日。

２月上旬〜３月中旬
図のとおり

市農地整備課

1回きりの特別プログラム
案
〜仕事帰りに「キャンドルヨガ」を
体験してみませんか〜

内線2617

問

ふるさと博物館

44‑7111

『CANDLE NIGHT YOGA』
St. White Day Special
◆日時 3月21日(水)午後７時〜８時
◆場所 ほっとランド・きぬ２F サークル室
◆対象 高校生以上
◆定員 30名
◆参加費 無料(入館料のみ)
※入館料 高校生以上 600円
65歳以上 300円
◆受付開始
3月７日(水)午後７時からフロント前にて受付けを
開始します。
※参加者本人が来館しての受付けとなります。
(代筆、電話予約不可)
※受付開始時に定員以上の人数の場合、抽選。
※定員に達した場合はキャンセル待ちでの受付け
となります。
◎詳しくは、お問い合わせください。

問

申

ほっとランド・きぬ

プールの水入替、機械の保守点検等にともな
い臨時休館します。
また、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。

刃物研ぎボランティア活動

工事期間中は、一部区間通行止め等
の規制をおこないますので、ご協力を
お願いします。
◆工事期間
◆工事場所

２月上旬〜３月下旬
図のとおり

※①と②は交互に通行止めとするため、
対岸に渡ることは可能です。

問

常総工事事務所 道路河川整備課
0297‑42‑2623

30‑4126

「ほっとランド・きぬ」臨時休館日

◆臨時休館日

砂沼大橋耐震補強工事に
ご協力を！

内

２月21日(火)〜24日(金)
※20日(月)は、定期休館日。
※25日(土)からは、通常営業。

〜切れる包丁で楽しい料理を〜
下妻市社会福祉協議会ボランティアの｢みんなの研
ぎやさん｣が市内各地区にお伺いします。
◆日時

２月24日(金)午後１時〜３時
(受付 ２時30分まで)
◆場所 大宝公民館
◆対象者 大宝地区近辺にお住まいの方等
◆利用料 無料
◆お受けできるもの
家庭用の包丁、鎌、ハサミ等
※大工や調理師など職人用の刃物、特殊形状の
刃物、美術刀剣類は不可。

問

下妻市社会福祉協議会

44‑0142

広報「しもつま」
わがやのにんきものコーナー
掲載希望者募集

募集

〜お子さんの写真を掲載してみませんか〜
◆対象年齢
◆掲載内容

市内在住の１歳〜３歳のお子さん
写真およびメッセージ

◎詳しくは、お問い合わせください。

問

申

市秘書課

内線1212

