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しもつま 広
報 

東日本大震災により被害を受けた皆さんへ 

医療費等の一部負担金等の免除期間が延長になりました 
 
◆対象となる医療保険等 

国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険 
 
◆免除期間 

 ・医療機関や介護事業所での窓口で支払う一部負担金の免除期間 
 
変更前 ｢平成24年2月29日まで｣ 

  →  変更後 ｢平成24年9月30日まで｣ 
 
※有効期限欄に｢平成24年2月29日まで｣と記載されている 

 ｢一部負担金等免除証明書｣でも、引き続き使用することが 

 できますので、受診の際は、医療機関および薬局窓口に被 

 保険者証と一緒に提示してください。 
 
・入院時食事療養費および入院時生活療養費の免除期間 

｢平成24年2月29日まで｣ 
 
◆対象となる世帯 

 東日本大震災により、次の①から⑦のいずれかの該当する方   

  ①住家の全半壊，全半焼またはこれに準ずる被災をした場合 

  ②主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合  

  ③主たる生計維持者の行方が不明である場合  

  ④主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した場合  

  ⑤主たる生計維持者が失職し現在収入がない場合  

  ⑥原発の事故にともない、政府の避難指示、計画的避難区域お 

   よび緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方 

  ⑦特定避難勧奨地点(原子力災害現地対策本部の長が特定した 

   住居)から避難をおこなっている方 
 
◆申請書類 

 ・全壊、大規模半壊、半壊の明記のある｢り災証明書｣等、 

  対象となることが確認できるもの 

・保険証、印鑑 
 

問 申 国民健康保険・後期高齢者医療について 
      市保険年金課 内線1513・1523・1524 

 介護保険について 

  市介護保険課 内線1536 

国民健康保険被保険者証(保険証)が更新されます 
 
 ｢国民健康保険被保険者証(保険証)｣は、毎年４月１日に新しいものに変わります。 

 平成24年度の保険証は世帯ごとに３月下旬に郵送します。 

 個人ごとの保険証ですので、届いたら必ず保険証枚数と記載内容をご確認ください。 
 
  ※国民健康保険税が未納になっている世帯には、保険証は郵送されません。 

   後日、納税相談の通知を郵送しますので、指定日に来庁してご相談ください。 
 

《保険証郵送を簡易書留で希望する方》 
 保険証は普通郵便で送付しますが、簡易書留による送付を希望する方は、事前にお申し込みください。 

 ※23年度以前の国民健康保険税が完納されていない場合などは、郵送での対応はできません。 
  
◆申込方法 

 窓口で申し込む場合・・・保険年金課(本庁舎)またはくらしの窓口課(千代川庁舎)へ300円分の 

             切手と保険証(番号確認のため)を持参してください。 
 
郵便で申し込む場合・・・世帯主氏名、住所、電話番号、保険証番号、簡易書留希望と明記の 

            うえ、300円分の切手を同封して保険年金課へ送付してください。 

 ◆申込期限 

  ３月９日(金)必着 
 

問 (送付先)  市保険年金課 内線1525・1527 〒304-8501下妻市本城町2-22 

下妻市森林整備計画(案)の 

縦覧をおこなっています 
 
下妻市森林整備計画の案に意見の

ある方は、縦覧期間が満了する日ま

でに、文書をもって意見書を提出す

ることができます。 
 
◆縦覧期間 

 ２月27日(月)～３月27日(火) 

◆縦覧場所 

 市役所千代川庁舎 農政課 
 

問 市農政課 内線2623 

～介護保険～ 

高額介護（予防）サービス費の 

申請手続きが変わります 
 
これまでは毎月の申請が必要でし

たが、平成24年１月サービス利用分

(３月に市から送付する申請書)から

は初回に一度申請をすればそれ以後

の申請は不要となります。 

それにともない、申請時に添付し

ていた領収書も省略できるようにな

ります。 

また、初回の申請以降に対象と

なった支給分については自動的に指

定の口座に振込むこととなりますの

で、原則として来庁の必要がなくな

ります。 
 

問 市介護保険課 内線1537 

  こんな場合は手続きを 手続きに必要なもの 

国

保 
に 
は 

い 

る 

職場の健康保険をやめたとき 
職場の健康保険をやめた証明書 

印鑑 

下妻市に転入したとき 印鑑 

子どもが生まれたとき 
母子手帳 

保険証・印鑑 
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書・印鑑 

国 
保 
を 

や 
め 
る 

職場の健康保険に入ったとき 
両方の保険者証 

 (職場の保険証が未交付の時は 

 加入したことを証明するもの) 

印鑑 
後期高齢者医療に移るとき 
下妻市から転出するとき 
死亡したとき 
生活保護を受けるようになった 

とき 
保護開始決定通知書 

保険証・印鑑 

そ 

の 
他 

市内で住所がかわったとき 
保険証・印鑑 世帯主や名前がかわったとき 

世帯を分けたり、一緒にしたとき 

保険証をなくしたとき 
身分を証明するもの(免許証など) 

印鑑 
修学のため、別に住所を定める 

とき 
在学証明書 

保険証・印鑑 
※退職医療制度の退職被保険者に 

 該当するとき 
 ①定年退職者等で職場の健康保険 

  (任意継続)をやめて新たに国保 

  に入る場合 
 ②すでに国保に加入している場合 

 

(イ)年金証書または裁定通知書 

  印鑑 
 ①上記の(イ)以外に職場の 

  健康保険をやめた証明書 

 

 ②上記の(イ)以外に国保の 

  保険証 

保険証・印鑑 

～国民健康保険の手続き～14日以内に届出を！ ～ジェネリック医薬品希望カードをご利用ください～ 
 

◇ジェネリック医薬品とは・・ 
 
 ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、最初に 

 作られた薬(先発医薬品：新薬)の独占販売期 

 間が終了した後に発売が許可される医療用医 

 薬品で、新薬より安価な薬です。 
 
◇安全性は大丈夫・・ 
 
 新薬と同じ主成分のもとで開発・製造され、 

 厚生労働省のジェネリック医薬品承認基準を 

 クリアしている安心・安全な薬です。 
 
◇ジェネリック医薬品希望カードの使い方は・・ 
 
 すべての薬にジェネリック医薬品があるとは 

 限りません。 

 治療内容によっては適さない場合もあります 

 ので、まずは医師に相談し、薬の選択や使用 

 方法については薬剤師に相談してください。 

 その際、このカードを提示すると希望を伝え 

 やすくなります。 
 

～臓器提供意思表示にご協力ください～ 
  
 臓器移植医療に対する理解を深めていただく 

 よう保険証の裏面に｢臓器提供意思表示欄｣が 

 設けられています。 

 意思表示欄への記入は任意であり、記入を義 

 務づけるものではありませんが、少しでも多 

 くの方のご協力をお願いします。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 市保険年金課 内線1525・1527 

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 ～お子さんの写真を掲載してみませんか～ 
 

◎詳しくは、お問い合わせください。             問 申 市秘書課 内線1212 

案 内 

案 内 



みんなであそぼう！ 

～遊びの広場を実施します～ 
 
◆日時 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 
 

問 市保健センター 43-1990 

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。 

昔がたり(素話)をぜひ親子で体験してください。 
 
◆日時 ３月17日(土)午後１時30分～ 

◆場所 下妻公民館 児童図書室 
 

問 下妻公民館 43-7370 

ウォーキング大会を開催します 
 
春の筑波山や小貝川を眺めながら、ご家族やお

友達と一緒に元気に歩いてみませんか。 

 

◆日時 ３月４日(日) 

    受付 午前９時 

    出発 午前９時30分 

    ※小雨決行。 

     荒天の場合は11日(日)に延期。 

◆集合場所 やすらぎの里しもつま 

      ふるさと交流館｢リフレこかい｣ 

◆内容 ｢やすらぎの里しもつま｣をスタートし、 

    蚕飼地区内を歩く。 

    ５kmコースまたは７kmコース 

◆主催 蚕飼地区まちづくり推進委員会 

◆協賛 ローカル線でゆく人と川の交流圏 

    づくり協議会 
 

問 リフレこかい 30-0070 

図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

◇日時 ３月17日(土)・20日(火)午後２時～ 

◇上映作品 ｢めぐみ 引き裂かれた30年｣ 

      (2006年/アメリカ/88分) 

 “拉致”という国家的陰謀に巻き込まれてしまった

普通の家族。それから30年─。 

 娘を取り戻したいという強い思いが、人を、国を、

世界を動かしていく。 

 アカデミー賞受賞監督ジェーン・カンピオンも製作

総指揮に加わり仕上がった本作は、数々の映画祭で大

絶賛を受け観客賞などを受賞。 
 
《子ども映画会》   

◇日時 ３月24日(土)午後2時～ 

◇上映作品 日本の民話 桃太郎・こぶとり爺さん 

      (30分) 
 

◆場所 市立図書館 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 

自動車は県内のナンバーに！  
  
 自動車税は県の重要な財源となっています。 

 転居などで下妻市に転入した方は、住民登録とあわ 

せて所有する自動車についても県内のナンバー(つくば) 

に変更をお願いします。 
  

問 登録について 土浦自動車検査登録事務所 
          050-5540-2018 
   納税について 筑西県税事務所 収税第二課 

          24-9190 

豚汁とおにぎり

のサービスもあ

ります！ 

のら猫にエサをやらないで 
 
のら猫へのエサやりは、困った猫を増やす原因と 

なり、ふん尿の被害やいたずらでみんなが迷惑します。  

猫をかわいがり保護する場合は、責任を持って自宅 

の室内で飼わなくてはなりません。 
 

愛猫は室内で飼いましょう 
 
 困った猫の被害者にとっては、 

のら猫・飼い猫の区別はありません。 

 猫は家で飼える動物なので、 

｢室内飼養｣がご近所への気遣いです。 
 

問 市生活環境課 内線1422 

ふるさと博物館 展覧会を開催します 
 
貸しギャラリーによる展覧会を開催します。 

  

 

 

 

  ◆開館時間 午前９時～午後４時30分 

      (11日は午後３時まで) 

※休館日 ３月５日(月) 

 

 

 

 

 ◆開館時間 午前９時～午後４時30分 

     (31日は午後３時30分まで) 

※休館日 ３月19日(月)・21日(水) 

       26日(月) 
 

問 ふるさと博物館 44-7111 

期間 展覧会名 展示作品 

３月３日(土) 

 ～11日(日) 
蕾会 

｢木目込人形展｣ 
木目込人形 

期間 展覧会名 展示作品 

３月17日(土) 

 ～31日(土) 光風会｢写真展｣ 写真 

生ごみ処理機購入補助金 
～ごみの減量化にご協力ください～ 
 
市では、生ごみコンポストや機械式処理機を購入し

た方に助成をしています。 
 

◆補助金額 ・コンポスト(１世帯２基まで) 

       購入金額の１/２ 上限 3,000円 

     ・機械式処理機(１世帯１基まで) 

       購入金額の１/３ 上限20,000円 
 

◆申請書類等 ・補助金交付申請書 

         ※生活環境課にあります。 

      ・領収書、仕様書(カタログ可) 

      ・印鑑、通帳(口座振込先の分かるもの) 
 

◆申請期限 購入後20日以内 
 

問 申 市生活環境課 内線1423 

資源ごみの出し方～かん・びん・ペットボトル～ 
 
【かん】 

・空きかんの中は水洗いしてください 

・アルミ、スチールは分別せず、リサイクルマークの 

 あるかんのみ指定のコンテナへ入れてください。 

・リサイクルマークのない 

 かんは不燃ごみ(青い袋) 

 として出してください。 

【びん】 

・びんは中を洗い、キャップを必ず外してください。 

 金属のキャップは不燃ごみ(青い袋)、プラスチック 

 のキャップは可燃ごみ(赤い袋)となります。 

・無色透明、茶色、その他の色に区別してコンテナへ 

 入れてください。 

・リターナブルびん(ビールびん、一升びんなど)は 

 お店に返しましょう。 

・陶磁器、コップなどは不燃ごみ(青い袋)となります。 

【ペットボトル】 

・ボトルの中を水洗いしてください。 

・識別マークのない容器(油、調味料、洗剤、シャン 

 プーなど)は可燃ごみとなります。 

 ・キャップとラベルは必ず外してください。 

  外したキャップはネットへ、ラベルは可燃ごみ(赤 

  い袋)となります。 
 
《ご注意ください》 

・レジ袋などに入れたまま出さないでください。 

・コンテナやネットが足らない場合、生活環境課へ 

 取りに来てください。 

・ごみ収集カレンダーを確認のうえ、収集日の朝８時 

 までに出してください。 

・不正なごみ出しは不法投棄となります。資源ごみの 

 持ち出し(盗み)などを見かけたら下妻警察署(43- 
 0110)または、生活環境課までご連絡ください。 

 

問 市生活環境課 内線1423 

平成24年度 配水管工技能講習会 
 
配水管工事事業者を対象に、耐震継手管等の配管・

接合に関する知識や技能の修得を目的として、配水管

工技能講習会を実施します。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 (社)日本水道協会 03-3264-2496 
 ホームページ http://www.jwwa.or.jp/ 

引越しによる水道の使用開始・中止の 

ご連絡は、お早めに 
 
 引越しのご予定がある場合は、入居・退去日の５日前

までにご連絡をお願いします。 

特に３月・４月は、引越しの件数が多いため、余裕を

持って、ご連絡ください。 
 
 ◆受付時間 

  月曜～金曜日 午前８時30分～午後５時 

  第1・第３・第５週の土曜日 午前９時～12時  
       
  ※祝日、年末年始を除く。 
 

問 第一環境(株)下妻事務所 45-1211 
  (下妻市上下水道徴収業務委託業者) 

あなたの大事なペットの 

フォトコンテスト作品展を開催します 
 
市内公園で多数の犬や猫が捨てられて困ってい

ることから「ペットを捨てないで」のメッセージ

を多くの皆さんに知ってもらうため、皆さんの大

事なペットの写真展を開催し、動物を大事にする

心を育んでいただきます。 
 

◆展示期間 3月７日(水)～25日(日) 

      午前9時～午後4時 

※月曜日休館。 

◆展示場所 小貝川ふれあい公園 

      ネイチャーセンター 
 

問 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 
   45-0200 

案 内 

http://www.jwwa.or.jp/
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『ふれあい農業体験』参加者募集 
 
暖かな春に向けて、屋外で土や緑に 

触れてみませんか。 
   
●日時 ３月18日(日) 

    午前10時30分～午後２時 

●場所 ビアスパークしもつま体験農園 

●内容 ジャガイモ、ダイコン、ニンジンの種まき等 

    ※収穫物の持ち帰りもあります。 

●参加費 １名1,000円(昼食付) 

●募集定員 20名程度 
 
◎汚れてもよい服装で、手袋、長靴等をご持参ください。 

４月・５月は今回と違う作物で実施予定です。 
 

問 申 ビアスパークしもつま 30-5121 

『春休み いけ花体験教室』参加者募集 
 
春のお花たちと一緒に、すてきな時間を楽しん 

でみませんか。 
 
●日時 ３月31日(土)午前９時30分～11時 

●場所 下妻公民館 大会議室 

●対象 幼児(５歳)～大人 ※幼児は保護者同伴。 

●参加費 １人800円(教材費) 

●持ち物 新聞紙、タオル 

     (はさみ、器のある方は持参可) 

●申込期限 ３月10日(土) 
 

問 申 下妻市華道文化協会(曽根) 
     44-3664 
     または、お知り合いの華道文化協会の先生 

『市営住宅』入居者募集 
 
●住宅の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●入居予定時期 ６月上旬以降 

●入居者資格 条例で定める資格に該当する方。 

●家賃 入居者の収入等により、それぞれ異なります。 

●敷金等 ・敷金 家賃の３か月分。 

    ・駐車場保証金 駐車場使用料の３か月分 

●申込方法 申込書に記入・押印のうえ、お申し込みください。 

       ※１世帯につき１か所に限ります。 

●その他 入居の際には、２人の連帯保証人(内１人は、必ず 

     日本人)が必要となります。 

●募集期間 ３月１日(木)～21日(水) 
 
◎入居者資格・家賃等、詳しくはお問い合わせください。 
 

問 申 市建設課 内線1713 

名称 所在地 構造 規格 募集戸数 

石堂 
小島1152 

ほか 

鉄筋コンク

リート造 

４階建て 
３DK 

３戸(Ａ棟303 

   Ｄ棟301 

   Ｄ棟403) 

新石堂 小島1102 
鉄筋コンク

リート造 

3階建て 
２LDK １戸 

(Ａ棟302) 

小島西側 小島33 木造 

2階建て 
３DK １戸 

(Ｂ棟4) 

今峰 下妻丙95-1 
鉄筋コンク

リート造 

3階建て 
３DK １戸 

(Ｂ棟203) 

『鬼怒川流域交流Ｅボート大会 

～茨城県大会～』参加チーム募集 
 
●日時 ５月20日(日)受付 午前７時30分～ 

    ※小雨決行。 

    ※予備日 ５月27日(日) 

●場所 鬼怒川河川敷[大形橋上流左岸] 

●競技方法 10人による手漕ぎ方式で、 

      予選・決勝300ｍを競う。 

      タイムトライアル方式。 

      一般の部はハンデ戦とする。 

●チーム編成 

 １チーム10人以上12人以下の登録。 

 ※小学校４年生以上。男女混合可。 

●参加費 8,000円(責任者を含む小中学生 

          のみのチームは無料) 

●募集チーム数 ※先着順。  

 ・一般の部 50チーム 

  (男女混合可、ただし女性５名以上) 

 ・小学生の部 10チーム 

●申込期限 ４月16日(月)必着 
 

問 申 市商工観光課 
     内線2632・2633 
 
   ※参加申込書は、商工観光課にあるもの 

    または市ホームページからダウンロード 

    してご利用ください。 

募 集 

震災等緊急雇用対応事業 『臨時職員』募集 
  
 ※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。 

『臨時職員』募集 

募集職種 観光案内 一般事務 
募集人員 1名 1名 

業務内容 
道の駅しもつま内における観光案内 

(市への観光客等に観光案内をおこなう) 体育行事・施設の受付業務等 

応募資格等 普通運転免許を有する人 普通運転免許を有する人、パソコンの出来る人 
勤務地 道の駅しもつま内観光案内所 市役所生涯学習課 

勤務時間 
午前9時～午後４時(昼休み60分)  
週3～4日勤務(交代制) 

午前８時30分～午後５時15分(昼休み60分) 
週５日勤務 

賃金等 
時給賃金制 時間単価810円 

賞与・通勤手当なし 社会保険・雇用保険なし  
雇用期間 ４月1日～9月30日 ※勤務状況により更新有り   

試験内容 
面接 日時：3月16日(金)時間は別途連絡  
   場所：市役所本庁舎3階会議室 

面接 日時：3月12日(月)時間は別途連絡  

   場所：市役所千代川庁舎２階会議室  

申込期限 3月9日(金) 3月２日(金)  
提出書類 

 問 (提出先) 
市総務課[市役所本庁舎2階] 内線1229 
※申込期限までに提出書類をご持参ください。 

市生涯学習課[市役所千代川庁舎2階] 内線2863 
※申込期限までに提出書類をご持参ください。 

履歴書、ハローワークの紹介状  

時給賃金制 時間単価810円 

賞与・通勤手当なし 社会保険・雇用保険加入  

募集職種 学校安全環境整備員 臨時幼稚園教諭 
募集人員 ４名 １名 

業務内容 
学校の環境整備、児童生徒の安全確保 
教職員の業務補助 

幼稚園教諭業務 

応募資格等 健康に自信のある方 幼稚園教諭免許を有する人(資格取得見込者を含む) 
勤務地 市内いずれかの小中学校(複数校兼任あり) 市内いずれかの市立幼稚園 

勤務時間 
午前８時～午後４時45分(昼休み60分) 
勤務地により変更あり 

午前８時～午後５時(昼休み60分) 

賃金等 
時給賃金制 時間単価810円 
賞与・通勤手当なし、社会保険・雇用保険加入 

時給賃金制 時給単価960円 
賞与・通勤手当なし、社会保険・雇用保険加入 

雇用期間 ４月1日～9月30日 ※勤務状況により更新有り   
試験内容 面接 日時：3月12日(月)時間は別途連絡 場所：市役所千代川庁舎２階会議室   
申込期限 
提出書類 履歴書、ハローワークの紹介状 履歴書、ハローワークの紹介状、幼稚園教諭免許状の写し 

 問 (提出先) 
市学校教育課[市役所千代川庁舎１階] 内線2813 
※申込期限までに提出書類をご持参ください。   

3月２日(金)   

募 集 『生活指導員』募集 
 
●募集人員 ７人 

●業務内容 ・心身の障害により介助を要する児童 

       への支援 

      ・土曜日の図書室開放の際の管理、指導 

●応募資格等 健康に自身のある方 

●勤務地 市内いずれかの小学校 

●勤務時間 １日当り４時間で週３日 

       (年間35週が限度) 

      ※曜日・時間帯は勤務校により変更あり。 

●謝礼 時間単価810円 

●委嘱期間 ４月～平成25年３月31日 

●選考方法 面接(随時実施) 

●提出書類 生活指導員志願書(指定様式) 
 

問 申 市学校教育課(千代川庁舎) 
     内線2813 

募集職種 用務員 
募集人員 1名 
業務内容 保育園用務職 

応募資格等 
健康に自信のある人 

普通運転免許を有する人 
勤務地 市立きぬ保育園 

勤務時間 
午前8時30分～午後４時30分 

１日７時間(昼休み60分) 

賃金等 
時給賃金制 時間単価810円 

賞与・通勤手当なし 

社会保険・雇用保険加入  

雇用期間 
４月1日～9月30日 

※勤務状況により更新有り 

試験内容 
面接 日時：3月16日(金)時間は別途連絡 

場所：市役所本庁舎3階会議室 
申込期限 3月9日(金) 
提出書類 履歴書 

 問 (提出先) 
市総務課[市役所本庁舎2階] 内線1229 
※申込期限までに提出書類をご持参ください。 



相 談 ソフトボール連盟の登録、会長旗大会の申し込み 

および総会の開催 
 

《連盟登録・会長旗大会申し込み》 
●会費 年間登録費 7,000円 

    大会参加負担金 5,000円 

●大会日程(予定) ４月15日(日)・22日(日) 

         予備日29日(日) 

        ※平成23年度総会において決定。 

●参加資格 市内在住・在勤の19歳以上の方で構成さ 

      れたチーム 

      ※平成24年度に19歳になる方も可。 

      ※高校生不可。二重登録は禁止。 

●申込方法 ３月16日(金)の総会および代表者会議時 

●その他 参加申込書は，第32回市長杯大会冊子に 

     綴じこんである｢第32回会長旗争奪ソフト 

     ボール大会参加申込書｣をお使いください。 

     なお、申込用紙が必要な場合は、下記の 

     電子メールアドレスにお知らせください。 
 

《総会・代表者会議(抽選会)》 
●日時 ３月16日(金)午後７時30分(受付７時～) 

●場所 下妻公民館２階 学習室 
 
※総会終了後に会長旗大会の抽選会等をおこないます 

 ので、必ず出席してください。 

 登録者名簿には、登録者のユニホームナンバー・ 

 現住所・生年月日を必ず記載してください。 
 

問 市ソフトボール連盟(稲葉) 090-7210-5400 
   事務局E-mail ssa_sports@yahoo.co.jp 

平成２４年度 『会員』募集 
 

《下妻市グラウンドゴルフ協会》 
 ●入会資格 市内在住・在勤の方 

 ●会費 年間2,000円 

      ※スポーツ保険(別途800円)は 

       希望者のみ加入。 

●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。 

 ・競技会 

   月例会(6月・9月・12月・2月) 

    市長杯・市民グラウンドゴルフ大会 

     (10月予定) 

●その他 

 クラブ・ボールは、当協会で用意します。 

●申込方法 

 入会申込書に記入のうえ、年会費を 

 添えてお申し込みください。 

●申込期限 

 ３月21日(水)午後５時 

 ※申込締め切り後も随時受付。 
 

申 千代川運動公園ふれあいハウス 
   受付 午前８時30分～午後５時 

※月曜日を除く。 
 

問 下妻市グラウンドゴルフ協会(飯村) 
   43-4506 

『受講生』募集 
 
《プリザーブド・フラワーアレンジ教室》 
 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 

 花の形です。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み頂けます。 
 
 ●日時 第1回 ３月28日(水) テーマ｢春｣ 

     第2回 ４月25日(水) テーマ｢笑｣ 

     第3回 ５月25日(金) テーマ｢楽｣ 

     第4回 ６月22日(金) テーマ｢涼｣ 

      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20名 ※先着順。 

 ●受講料 １受講につき 2,500円(花材費等含む) 

 ●持ち物 新聞紙1枚、はさみ(文具用でOK) 
 

《初心者のための押し花教室》 
身の回りに咲く花、野に咲く花、また丹精込めて育てた花など 

を押し花にしてみませんか。 
 
 ●日時(３回コース) 

 第１回 ４月８日(日) 花の押し方(生花(小花)は水をかけな 

                  いで持参してください) 

 第２回 ５月13日(日) しおり作り(自分で押した花を使用) 

 第３回 ６月10日(日) 壁掛け作り 

  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(３回とも受講可能な方) 

 ※申込者数によっては開講されない場合あり。 

 ●受講料 全３回分 6,000円(押器代、教材費等を含む) 

      ※受講時に徴収します。 

 ●持ち物 新聞紙、はさみ、カッターナイフ 

      ティッシュペーパー、ピンセット、筆記用具 
 

問 申 砂沼サンビーチ管理事務所 43-6661 

下妻市青少年センター 

教育相談 
  
 相談は無料。秘密は厳守します。 
 
◆対象者 

 市内に在住または在学している幼児か 

 ら高校生までの児童生徒および保護者 

◆相談機関 

 下妻市青少年センター 

 [市役所千代川庁舎生涯学習課内]  

 43-2121(専用電話) 
◆相談時間 

 火・木・金曜日 午前９時～午後５時 

◆相談形式 

 電話、来所による相談 

 ※来所相談は、電話予約が必要。 

◆相談内容 

 (１)不登校・いじめに関すること 

 (２)友人関係や家族に関すること 

 (３)学習や進路に関すること 

 (４)身体的・精神的な悩み等に関する 

    こと 

 (５)その他 

◆相談員 特別青少年相談員(元教員) 

身体障害児者生活相談 

補装具巡回相談 
 
身体障害者相談員が身体障害児者の 

生活等全般の相談に応じます。 

また、補装具(補聴器・義肢・装具な 

ど)の巡回相談も併せて受け付けます。 
 
◆日時 ３月13日(火)午後１時～３時 

◆場所 下妻公民館１階和室 
 

問 市福祉課 内線1574 

『自衛官』募集 

種目 一般・技術幹部候補生 
予備自衛官補 

一般 技能 

受付期間 受付中～４月27日(金)必着 

第1回：受付中～４月４日(水)必着 
第2回：7月17日(火)～10月1日(月)必着 
 ※第1回で採用予定数に達した場合、第2回は実施しない 

  場合があります。 

応募・資格 

・平成25年４月1日現在、22歳以上26歳未満 

 の者(大学院2年以上を修め、修士の学位を受 

 けた者については、28歳未満の者) 
・20歳以上22歳未満で大学を卒業した者(平成 

 25年3月卒業見込みの者を含む) 

18歳以上34歳未満の者 
18歳以上で国家免許資格等を

有する者(保有する技能に応じ

53歳～55歳未満) 

年齢計算期日 第1回：7月1日(日) 第2回：12月18日(火) 

試験期日 

第１次試験 5月12日(土)筆記試験 
      5月13日(日)筆記式操縦適正検査 

 (飛行要員希望者のみ) 
第２次試験(第１次試験合格者のみ) 

第１回：４月13日(金)～16日(月) 
第２回：10月12日(金)～15(月) 
 ※いずれか1日を指定されます。 

試験種目 
一般教養：択一式(第Ⅰ分野・第Ⅱ分野) 
専門：択一式・記述式 

初任給等 
大学卒：214,900円 大学院卒：232,000円 
(平成24年4月1日現在) 

教育訓練召集手当 日額7,900円(教育訓練参加日数分支給) 
教育訓練召集旅費 

 問 防衛省自衛隊 筑西地域事務所 22-7239  ホームページ http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/ 

筆記試験、口述試験(個別面接)、適性検査、身体検査  

多重債務相談窓口を開設しています 
 
 借金の返済でお困りの方からの相談を 

受付けています。 

債務整理のアドバイスや、必要に応じ 

法律の専門家への引継ぎもおこなってい 

ます。 
 
◆相談日 月曜～金曜日 

     午前8時30分～12時 

     午後１時～４時30分 
 

問 財務省関東財務局 
   水戸財務事務所多重債務相談窓口 

   029-221-3190 

募 集 平成24年度 『登録チーム』募集 
 

《下妻市軟式野球連盟》 
【登録内容および登録料】 
 
●一般登録(市内在住または在勤者で構成したチーム) 

  ・支部登録(市内予選後、上部大会[高松宮・天皇杯等]へ 

   出場するチーム) 15,000円 

  ・連盟登録(市内大会[市長杯・会長杯]のみ出場するチーム)  

    15,000円 
 
●学童登録(市内小学生チーム) 

 ・学童部登録 15,000円 
 

【申込期限】３月12日(月) 
 

申 市スポーツ振興課 受付 午前８時30分～午後５時 
 

問 下妻市軟式野球連盟(大山) 43-0707 

mailto:ssa_sports@yahoo.co.jp
http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/

