
平成２４年度 

タクシー利用券を交付します 
 
◆対象者 

・身体障害者手帳１～３級の 

 所持者 

 (視覚・下肢障害については 

 ４級以上) 
 
・療育手帳 Ａ およびAの所持者 
 
・精神障害者保健福祉手帳１級 

 の所持者 
 
※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 

利用券裏面に記載されている 

タクシー事業所が利用できます。 

(障害者本人のみ) 
 

◆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 

 の利用で、年間最大48回。 
 
※利用券を紛失した場合、 

 再交付はできません。 
 

◆申請受付 

障害者手帳と印鑑をご持参くだ 

さい。 
 
※平成23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 

 
 市福祉課 

 内線1572～1574 
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災害がれきの 

搬入期間を 

延長します 
 
東日本大震災による災害ごみ｢瓦、 

コンクリートブロック、大谷石ブ 

ロック｣の搬入を延長します。 

搬入する場合はこれまで同様、 

搬入申請手続きが必要となります。 
 

◆日時 

 ４月５日(木) 

  ～平成25年3月29日(金) 

 毎週木・金曜日 午後１時～４時 
  
 ※国民の祝日等および年末年始 

  は搬入できません。 
 
◆場所 

 市リサイクルセンター 

 [クリーンポート・きぬ南側] 

 ※クリーンポート出入口東側 

  進入路入る(砂利道) 
 
◆搬入できる災害廃棄物 

・瓦(破損した瓦のみで、葺き 

 替え分は搬入できません) 

・倒壊したコンクリートブロッ 

 ク塀または大谷石ブロック塀 
 

◆搬入時に必要なもの 

 搬入申請書(市で受付されたもの) 
 
《申請手順》 

 ①搬入申請書に記入のうえ、 

  地域の自治区長(または代 

  表区長)の証明を受けてく 

  ださい。 

  ②証明を受けた申請書を総務 

   課に持参してください。 

    (平日のみ受付) 

  ③総務課で受付手続された 

   申請書を持参し、災害ご 

   みを搬入してください。  
 
※申請書は総務課(本庁舎)、 

 くらしの窓口課(千代川庁舎) 

 にあります。 

 または、市ホームページか 

 らもダウンロードできます。 
 
【注意】 

 一般の瓦礫類や下妻市以外の地 

 域からの持ち込みは廃棄物処理 

 法違反となります。 
  

問 市総務課 内線1222 
   市生活環境課 内線1423 

平成２４・２５年度 

後期高齢者医療保険料率が決まりました 
 

茨城県後期高齢者医療広域連合議会において、平成24・25年度の後

期高齢者医療保険料率および賦課限度額が決定されました。 

後期高齢者医療制度では、公費が約５割、現役世代からの支援金が約

４割、被保険者の後期高齢者医療保険料が約１割を負担することによ

り、被保険者が受ける医療に係る給付等をおこなっています。 
 

※保険料率(均等割額・所得割率)は、都道府県単位で計算され、２年ごとに 

 見直されます。 
 
《個人ごとの保険料額の決めかた》  

 

 ※賦課のもととなる金額 ＝ 総所得金額等 － 基礎控除33万円 
 ※総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額 

  など)を差し引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前 

  の金額です。なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。 

 ※年度の途中で被保険者になった方は、資格取得月からの月割りで保険料額が計 

  算されます。 
 
《保険料の軽減》 

次のような保険料の軽減制度があります。 

①均等割額の軽減 

同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額が33 

万円＋｢35万円×世帯の被保険者数｣を超えない場合は所得水準に 

より均等割額が２割、５割、8.5割、９割軽減されます。 

②所得割額の軽減 

保険料の所得割額を負担している方で、基礎控除後の総所得金額等 

が58万円以下の場合は、所得割額が５割軽減されます。 

③その他の軽減 

後期高齢者医療制度に加入する前に｢会社などの健康保険の被扶養 

者｣であった方は、均等割額が９割軽減され、所得割額の負担はあ 

りません。(国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方 

は該当しません) 
 

問 保険料の計算について 茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課 

              029-309-1213  
   保険料の納付について 市保険年金課 内線1513 

  平成24・25年度 平成22・23年度(参考) 

保険料 
均等割額 39,500円 37,462円 
所得割率 8.00％ 7.60％ 

保険料の賦課限度額(上限額) 55万円 50万円 

１年間の保険料額 
(100円未満切捨て) 

均等割額 

39,500円 

所得割額 
(賦課のもととなる金額) 

×8.00％ 

平成24年4月からの国民年金保険料は月額14,980円です 
 
国民年金第１号被保険者および任意加入被保険者の平成24年4月から 

平成25年3月までの国民年金保険料は、月額14,980円となります。 

 国民年金保険料の納付方法は、｢納付書(現金)払い｣｢口座振替納付｣ 

｢クレジットカード納付｣があります。 
 
 【口座振替またはクレジットカードでの納付を希望する場合】 

  年金手帳、通帳、金融機関届出印、クレジットカードを持参し、 

  振替を希望する金融機関、下館年金事務所、市役所国民年金担当 

  窓口(本庁舎・保険年金課、千代川庁舎・くらしの窓口課)のいず 

  れかに申し出ください。 
 
 ※クレジットカード納付の手続きは、金融機関では取り扱っていません。 

 

20歳になったら国民年金に加入しましょう 
  
 国民年金は、老後や生活の安定を損なうような“万が一”の事態に 

備え、保険料を出し合い、お互いを支え合う制度です。 

 20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入し、国民年金保険料を納め 

ることになります。所得が少なく保険料の支払いが困難な場合は、｢学生 

納付特例制度｣や｢若年者納付猶予制度｣などの保険料免除制度を利用する 

ことができます。 
 

学生の方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 

(本庁舎・保険年金課、千代川庁舎・くらしの窓口課)に申請し、日本 

年金機構茨城事務センターで承認を受けると、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(または20歳誕生月)から翌年 

3月までとなりますので、毎年度申請が必要です。平成24年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。 
 
※日本年金機構から｢国民年金保険料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 

 して返送することで、学生納付特例の申請ができます。 
 
【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は算入されますが、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、保険料を納付 

した場合と同じ年金額で受け取ることができます。      

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(コピー可) 

②年金手帳 

③印鑑(本人署名の場合は不要) 

④会社等を退職して学生となった方は、雇用保険受給資格者証、 

 離職票など失業していることを確認できるもの 

⑤前年所得がある方は、所得を証明するもの(源泉徴収票など) 
 
※代理申請の場合は、代理の方の身分を証明できるものが必要になります。 

 

問 日本年金機構下館年金事務所 国民年金課 25-0811 
 市保険年金課 内線1525 

＋ ＝ 

案 内 
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特定健康診査・基本健康診査(４月、５月、６月)を実施します 
 
【対象者・検査項目・自己負担額】 

 ◆40歳～75歳未満(特定健康診査※１) 

身体測定、血圧測定、腹囲測定、尿検査、眼底検査、心電図検査 

  血液検査(血中コレステロール・肝機能・血糖・貧血・尿酸・クレアチニン)・・・1,５00円 
   
 ◆39歳以下(基本健康診査※２) 

  身体測定、血圧測定、腹囲測定、尿検査、眼底検査、心電図検査 

  血液検査(血中コレステロール・肝機能・血糖・貧血・尿酸・クレアチニン)・・・1,５00円 
 
 ◆75歳以上(基本健康診査※２) 

  身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査(血中コレステロール・肝機能・血糖・クレアチニン)・・・無料                
 
※１特定健康診査は、下妻市国民健康保険に加入中の方が対象です。健診日の２週間前までに受診券を送付します。 

    なお、下妻市国民健康保険以外の方で、医療保険者(健康保険証の発行元)から市で受診できる受診券が送付されている方も 

    受診できますが、検査項目および自己負担額は異なります。詳しくは、医療保険者にご確認ください。 

※２基本健康診査に該当する、39歳以下の方と75歳以上の方は、加入している健康保険の種類にかかわらず受診することが 

 できます。受診券は平成23年度に受診した方に送付します。新たに希望する方は、保健センターにお申込みください。 
 

・75歳になる方(昭和12年４月1日～昭和13年３月31日生)は、受診日の年齢により健診内容、自己負担額が変わります。   
 
◇対象者年齢は、平成25年３月31日現在です。(75歳になる方を除く) 

 
 《次の検診は加入している健康保険の種類にかかわらず受診できます》 

  ◇胸部レントゲン 結核・肺がん検診(40歳以上)・・・自己負担額300円 

           結核検診(39歳以下)・・・自己負担額700円 

◇前立腺がん検診(50歳以上の男性)・・・自己負担額500円 

◇肝炎ウイルス検査(40歳以上で今までに検査をしたことがない方)・・・自己負担額500円 

◇肺がん喀たん検査(40歳以上で胸部レントゲン検査を受診した方で希望する方)・・・容器代300円 自己負担額500円 
 
◎後日、健診結果により、説明会・保健指導をおこないます。 
 
【持参するもの】保険証、受診券、自己負担金 

【健診日程・会場】 

 
 

問 市保険年金課 内線1524  市保健センター 43-1990 

月日 健診会場 
受付時間(番号札は受付開始30分前に出します) 

午前9時30分～11時30分 午後１時30分～3時 
４月23日(月) 別府コミュニティーセンター 別府 村岡・五箇 
24日(火) リフレこかい 大園木・伊古立・長萱・唐崎 鯨・見田・渋田 
25日(水) 千代川保健センター 鎌庭西・鎌庭東 鎌庭新宿・羽子・田下 
26日(木) 千代川保健センター 皆葉 鬼怒・原 
27日(金) 千代川保健センター 本宗道 宗道・下栗 

５月14日(月) 下妻保健センター 下木戸 堀篭・比毛・平沼 
15日(火) 大宝公民館 大串 大宝・横根・平川戸 
16日(水) 大宝公民館 福田・坂井 北大宝 
17日(木) 働く婦人の家 小島(石堂を除く) 小島(石堂)・中居指 
18日(金) 働く婦人の家 今泉・東古沢 西古沢・二本紀・袋畑 
21日(月) 上妻市民センター 黒駒(河岸を除く)・柴 半谷 
22日(火) 上妻市民センター 大木 黒駒河岸・平方・江・関本下 

６月４日(月) 上妻市民センター 桐ケ瀬・前河原 南原・尻手・渋井・赤須 
５日(火) 騰波ノ江市民センター 若柳本田・久目・東宿・下宿 若柳上宿・西宿・福代地・牧本 
６日(水) 騰波ノ江市民センター 数須・下田・貝越・中郷・宇坪谷 神明・下宮・筑波島 
11日(月) 豊加美市民センター 柳原 加養 
12日(火) 豊加美市民センター 新堀・亀崎・谷田部・山尻 肘谷・樋橋 
13日(水) 高道祖市民センター 小渡・桜塚・東原 原・柏山・新町 
14日(木) 高道祖市民センター 中台 本田 

※ 24日(日) 千代川保健センター ※千代川地区の未受診者対象 

ごみを集積所に出す際のルール 
 
【可燃ごみ】 

 ・草枝葉等は１集積所１日あたり３袋までです。 

【不燃ごみ】 

 ・スプレー缶は大きく穴を開け、使い捨てライ 

  ターは頭部をへし折ってください。 
 
【かん】 

 ・リサイクルマークのない空き缶は不燃ごみとな 

  ります。 

【びん】 

・キャップは必ずはずしてください。 

 金属製のキャップは不燃ごみ、プラスチック製 

 のキャップは可燃ごみとなります。 

・色別に3種類のコンテナへ入れてください。 

・ビールびん、一升びんなどは生きびん(リターナ 

 ブル)として販売店へかえしましょう。 

・陶磁器、コップ類は不燃ごみとなります。 

【ペットボトル】 

・キャップとラベルをはずしてください。 

  キャップはそのままネットへ入れ、ラベルは可 

  燃ごみとなります。 

・ペットボトルマークのないプラスチック製の容 

 器は可燃ごみとなります。 
 
◎｢かん・びん・ペットボトル｣は、レジ袋に入れ 

 たまま出さないでください。 
 

【古紙】 

・種類ごとに分け、ひも等で束ねてください。 

・発泡スチロールは可燃ごみで出してください。 

【古布】 

・市販の透明または半透明の袋に入れてください。 

・毛布、布団類、ぬいぐるみ、中綿・羽毛のある 

 衣類、ゴム・革製品は出せません。 
 
◎｢古紙・古布｣は、雨が降りそうな時や、雨天の 

 日は出さないでください。 

  (再利用できません) 
 
◆その他 

 ・ごみ収集カレンダーで確認のうえ、収集日当日 

  の朝8時までに出してください。 

 ・会社や店舗の方は市の集積所に出せません。 

  (事業系一般廃棄物として処理してください) 

 ・産業廃棄物は製造メーカー、販売店、専門処理 

  業者に相談してください。 

 ・ごみなどが散乱した集積所は回収できません。 

 ・ルールを守らないで出されたごみは不法投棄 

  (法律違反)となります。 
 

問 市生活環境課 内線1423 

ごみの出し方 
～粗大ごみ～ 
 
 ごみ集積所には出せません。 

 直接、クリーンポート・きぬへ搬入 

してください。 
 
◆出せるもの(例) 

タンス、机 

戸棚、自転車 

バイク(50cc以下) 

オルガン、ベッド、本棚 

テーブル、カーペット 

畳(１日16枚まで)、ストーブ 

スキー板、布団(２枚まで) 

マットレス(２枚まで) 

家電製品(テレビ、冷蔵庫、エアコン 

洗濯機、衣類乾燥機、パソコン、携 

帯電話を除く)など 
 
 ◎詳しくは、お問い合わせください。 
 
◆搬入できる日時 

月曜日～金曜日 

 午前９時～午後０時 

 午後１時～午後４時30分 

第２・４土曜日 

 午前９時～午後０時 

 午後１時～午後４時 
 

◆搬入手数料(消費税別) 

・家庭からのごみ10kgにつき60円 

・事業所からのごみ10kgにつき 

             200円 
 

◆クリーンポートへ搬入できない方 

 下妻地方広域シルバー人材センター 

 (44-3198)が有料で戸別収集し 
 ますので、事前に収集の予約をして 

 ください。 

 なお、シルバー人材センターおよび 

 生活環境課で販売している、｢粗大 

 ごみ処理券｣が必要です。 
  
 ・大(おおむね２人でないと運べないもの)  

   1,050円 

 ・中(おおむね１人が両手で運べるもの) 

   525円 

 ・小(おおむね１人が片手で運べるもの) 

   315円 
 

問 市生活環境課 内線1423 
   クリーンポート・きぬ 

   43-8822 

※日曜日は混雑が 

 予想されます。 

 午前中に番号札を 

 取られた方でも、 

 受付人数により 

 午後の健診となる 

 場合があります。 

 

◎この後の日程は、 

 後日掲載します。 

案 内 
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しもつま 広
報 

鯉のぼりを鬼怒川に泳がせよう 
～鯉のぼり設置参加者募集～ 
 
５月20日(日)開催予定の｢花とふれあいま

つり｣に向けて、鬼怒フラワーラインに鯉の

ぼりを泳がせます。 

そこで、親子で鯉のぼり設置に参加してく

れる方を募集します。鯉のぼりを自分の手で

設置して鬼怒川で泳がせてみませんか。 

 また、お子さんが大きくなり家庭でいらな

くなった鯉のぼりを募集しています。都市整

備課(第二庁舎)または商工観光課(千代川庁

舎)までお持ちください。なお、｢吹き流し｣は

設置できません。 
 
◆日時 ４月15日(日) 

    午前９時集合 

    ※雨天決行。 

◆集合場所 鬼怒フラワーライン 

◆持ち物 飲み物、軍手 
 

問 花と一万人の会事務局(市都市整備課内) 
   内線1722 

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。昔がたり(素話)をぜひ

親子で体験してください。 
 

◆日時 ４月21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 

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 

       (15日は午後３時30分まで) 

 ※休館日 ４月９日(月) 
  

問 ふるさと博物館 44-7111 

期間 展覧会名 作品 

４月７日(土) 

 ～15日(日) ｢墨彩会｣日本画展 日本画 

砂沼の桜が 

一部ライトアップされます 
 
 ｢花のまちしもつま｣に春の訪れを告げる砂

沼の桜。砂沼遊歩道の桜が一部ライトアップ

されます。 
 
◆ライトアップ期間 

 ４月１日(日)～15日(日)午後９時まで 

◆実施場所 

 砂沼遊歩道の一部 
 

 《しもつま砂沼桜まつり》 
 ◆日時 ４月８日(日)午前９時30分～ 

 ◆場所 特設会場[砂沼湖畔２箇所] 

 ◆内容 砂沼一周歩こう会、ビンゴ大会 

     カラオケ大会など 
 

問 下妻市観光協会事務局(市商工観光課内) 
   内線2632 

詩集「くさぶえ」40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。 

子どもの純粋な心と感性をあなたも感じてみませんか。 
 
◆内容 《幼稚園・保育園児》口頭詩(つぶやき) 

   《小学生・中学生》児童・生徒詩 

◆頒布価格 1冊1,000円 

◆発行 わらべうた・あそびランド 
 

問 市生涯学習課 内線2834 

「図書館春のつどい」を開催します 
 

◆期日 ４月14日(土)  

◆場所 市立図書館 

◆内容 

午前10時30分～ おはなしの花たば 

午後1時30分～   本のリサイクルフェア 

午後2時～      おはなしの花たば 

午後3時30分～   子ども映画会『おじゃる丸』 

          (アニメ・50分) 
 
 ◎４月の｢おはなしの花たば｣｢子ども映画会｣は、 

  図書館春のつどいの中で開催します。 
 

《本のリサイクルフェアに参加しませんか》 
 
４月14日に開催する図書館春のつどいにおいて 

｢本のリサイクルフェア｣を実施します。 

その一環として、皆さんのお宅で読まなくなった 

本を無償で提供してもらい、それらを自由に持ち 

帰れるコーナーを設けます。 

 眠っている本が息を吹き返す良い機会になります。 
 
 ◆受付期限 ４月10日(火) 

 ◆受付場所 図書館総合案内カウンター 

       (直接持ち込みに限る) 
 
 ◎以下の資料は、お受けできません。 

 青少年に有害な図書、マンガ、雑誌 

 辞書・事典類、問題集・参考書類 
 

  ※｢本のリサイクルフェア｣で最終的に残った 

   図書は処分させてもらう場合があります。 
 

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》 

◇日時 ４月17日(火)・21日(土)午後２時～ 

◇上映作品 ｢故郷｣(1999年/日本/110分) 
 

  南風原時子、76歳、100萬婆力。 

  沖縄→北海道3,294km 熱きこころがにっぽん 

  を走り抜ける。 
 
  沖縄市民マラソン大会。今年はそこに高齢者クラ 

  スの優勝者・南風原時子のおなじみの姿は見られ 

  ない。 

  そのころフェリーで鹿児島に来ていた時子は、た 

  だ一人事情を知る親友タミと連絡を取り合いなが 

  ら深い思いに突き動かされ一人走り続けていた。 

  時子の向かう先は，北の果ての故郷。 
 
◆場所 市立図書館 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 

ふれあいパーティを開催します 
～あたらしい出会いを探してみませんか～ 
 
【つくば会場①】 

◇日時 4月22日(日)午後１時30分～４時30分 

          (受付１時～) 

◇場所 オークラフロンティアホテルつくば 

    [つくば市吾妻1-1364-1] 

◇対象者 男女とも30代・40代の方 各20名 
 
【つくば会場②】 

◇日時 4月28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 Ａコース 男女とも20代・30代の方  

          各20名 

      Ｂコース 男女とも40代・50代の方  

           各20名 
 
【下妻会場】 

◇日時 4月29日(日)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45歳以下の方 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 

森林の所有者届出制度が４月からスタートします 
 
 法改正により、平成24年４月以降、森林の土地の所有者 

となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。 
 
◆対象者 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林 

     の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず 

     届出をしなければなりません。 

◆期間 土地の所有者となった日から90日以内に、取得し 

    た土地のある市町村の長に届出をしてください。 
 

問 市農政課 内線2623 

４月から市役所窓口の配置箇所が変わります 
 
平成24年度から施行される市組織の見直しにともない、  

窓口の配置が一部変更になります。 
 
◆変更日 平成24年４月２日(月)～ 

◆変更内容 

 ・下水道課が水道課と統合され、砂沼浄水場 

  [長塚乙89-１・44-5311]に移転します。 
・本庁舎２階、千代川庁舎１階は、課の配置が 

 変更になります。 
 

問 市企画課 内線1311 

案 内 

案 内 

販売を目的として「たけのこ・山菜」を採取する皆さんへ 
 
販売目的で採取した、たけのこ・山菜については、出荷

する前に必ず放射性物質の自主検査を実施し、国が定める

食品中の放射性物質の暫定規制値(放射性セシウム100ベ

クレル/kg)を超えるものを販売しないようお願いします。 
 

問 市農政課 内線2623 



募 集 

『河川愛護モニター』募集 
 
●活動期間 ７月1日～平成26年6月30日 

      (2年間) 

●活動範囲 国土交通省下館河川事務所が 

      管轄する鬼怒川または小貝川で 

      住居に近い５㎞程度以上の範囲 

●応募資格 活動範囲から５㎞以内に居住 

      する心身ともに健康な満20歳 

      以上の方 

●報酬 実費程度(通信・連絡費程度) 

●募集人員 10名 

●応募方法 下館河川事務所ホームページ 

      または市役所建設課窓口に備え 

      付けの｢河川愛護モニター応募 

      要綱｣をお読みのうえ、応募用 

      紙を郵送してください。 

●応募締切 ５月11日(金)必着 
 
◎活動内容等、詳しくはお問い合わせくだ 

 さい。 
 

問 申 国土交通省下館河川事務所 
     占用調整課 25-2151 

〒308-0841筑西市二木成1753 

『観光ボランティアガイド』募集 
 
下妻いいとこ案内人の会では、市を訪れた観光客の

皆さんに対して、本市の素晴らしい歴史や文化、自

然、産業などを広く紹介し、地域の温かい｢おもてな

しの心｣を伝え、案内をしていただく観光ボランティ

アガイドを募集します。 

市の観光や文化財等に関心があり、その魅力を多く

の人に紹介する意欲のある方をお待ちしています。 
 
●対象者 

18歳以上の市内在住者で、日中、観光ガイドの 

できる方(無償) 

●申込方法 

商工観光課(千代川庁舎)にある申込書に記入の 

うえ、お申し込みください。 
 

問 申 下妻市観光協会事務局(市商工観光課内) 
     内線2633 

下妻市働く婦人の家 平成24年度 『講座生』募集 
  

◎上記講座の他に、つけもの講座を前期(6月23日・30日、７月７日・14日)、後期(10月20日・27日、11月3日・ 

 10日)に実施予定。後日、募集をおこないます。  
 

問 申 働く婦人の家 43-7929 受付 午前9時～午後5時 ※休館日(月曜日と祝日の翌日)を除く。 

講座名 開講日 時間 定員  内容 

そば打ち 5月12日(土) 午前10時 

 ～12時 
10人 

そばを打ち家族や友人に美味しい

そばをご馳走してみませんか 
中国医療保健

体操 
6月2日(土) 

午後１時30分 
 ～３時30分 

20人 
首・肩・腰などの痛みの予防や生

活習慣病を予防する体操です 
バランス 

メイクアップ 
5月19日(土) 20人 

自分らしさを引き出すメイク法を

学びませんか 

水彩画 5月22日(火) 

午後７時 

 ～９時 

20人 
絵を描く楽しさや表現力を画家・

彫刻家の先生から学びませんか 

筆ペン習字 5月17日(木) 15人 
美しく品格のある文字を筆ペンで

書けるよう基本から学べます 

華道 5月24日(木) 15人 
花や木の持つ美しさや生命力を生

かし、楽しく表現しませんか 

着付け 5月23日(水) 15人 
手持ちの着物で着付けや礼儀作法

を身につけることができます   

カラオケ 5月11日(金) 15人 
うまく歌うコツを学び楽しく歌っ

て心身を健康にしませんか 

パッチワーク 5月15日(火) 15人 
眠っている布を生かし布合わせで

温もりの手芸が楽しめます 

オカリナ 5月16日(水) 15人 
美しく豊かな音色で心にしみる演

奏を楽しく基礎から学べます 

太極拳 5月18日(金) 20人 
動作や呼吸法を学び、美容と健

康・心身の調和を図りませんか 

整理収納 5月18日(金) 20人 
効率的な収納方法を学び、インテ

リア空間を作りませんか 

●期間 

 ５月～1２月 

 ※各講座とも月１～２回実施 

  予定です。講座によって期 

  間が異なります。 

●場所 

 働く婦人の家[今泉240] 

●受講資格 

 原則、市内在住・在勤の方 

●受講料 

 無料(教材費・材料代等の 

    負担あり) 

●申込開始 

 4月３日(火)から受付開始。 

  (複数の受講可) 

 ※定員になり次第締め切ります。 
  
【注意事項】 

 ・講座生が一定数以上集まら 

  ない場合、中止となること 

  があります。    

 ・日程は都合により変更にな 

  ることがあります。 

下妻市勤労青少年ホーム 平成２４年度 『講座生』募集 

◎特別講座｢浴衣の着付け｣は６月～７月、｢ボトルイン・ひな祭り｣は１月～２月に実施予定。 
 

問 申 勤労青少年ホーム 43-7423 受付 午前9時～午後5時 ※休館日(月曜日と祝日の翌日)を除く。  

講座名 開講日 時間 定員 内容 

茶道 ５月15日(火) 

午後７時 
～９時 

10人 
気軽にお茶を楽しみましょう 

抹茶の香りでホッとひと息 
マ ッ ト ピ ラ

ティス 
５月15日(火) 15人 

スローペースで腹筋を鍛えなが

らシェイプアップしましょう 

バドミントン ５月22日(火) 10人 
基本をマスターして、シャトル

を自由自在に 

華アレンジ ５月９日(水) 10人 
生け花・フラワーボトルも取り

入れ、季節の花を楽しみます 

スポーツ吹矢  ５月９日(水) 15人 
ゆっくりとした呼吸法で吹く矢 

健康増進に始めてみませんか 

卓球 ５月16日(水) 15人 
基礎技術の習得。心地よいラ

リーをめざして 

英会話 ５月10日(木) 15人 
初心者向けの日常英会話を楽し

く学びます 

エアロビクス ５月10日(木) 20人 
ステップで脂肪燃焼！美容と健

康づくりを応援します 
色彩コーディ

ネイト 
５月11日(金) 10人 

色の不思議なヒーリング 

自分に似合うコーディネイトを 
ビーチボール

バレー 
５月11日(金) 15人 

全員がタッチする基本ルールで

楽しく汗をかきましょう 

●期間 

 ５月～11月 月２回 

 (卓球・ビーチボールバレー・ 

  バドミントンは短期間) 

●場所 

 勤労青少年ホーム[砂沼新田15] 

●受講資格 

 原則として市内在住・在勤の方 

●受講料 

 無料(教材費・材料代等の負担あり) 

●申込開始 

 ４月３日(火)から受付開始。 

 (複数の受講可) 

 ※定員になり次第締め切ります。 
 
【注意事項】 

 ・講座生が一定数以上集まらない 

  場合、中止となることがあります。 

 ・日程は都合により変更になる 

  ことがあります。 

『季節のハイキング』参加者募集 
 
《千波湖周回と偕楽園の左近桜》 

 千波湖を一周し偕楽園のヤマザクラの大木｢左近桜｣ 

 を見ます(約６km) 

・日時 ４月11日(水)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。 
       
《花の山｢みかも山｣を歩く》 

佐野・岩舟・藤岡にまたがる万葉集にも詠まれた 

みかも山を歩きます(約２時間) 

・日時 ４月26日(木)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1,300円 

        非会員 １人1,700円 

※バス代、保険料等含む。 
       
●募集対象 付き添いなく１人で 

      ハイキングの出来る方 

●募集人数 各コース40名 

      ※定員になり次第締め切ります。 

●申込方法 会費を添えてお申し込みください。 
 
◎小雨決行、荒天中止。 

 態度決定午前６時、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まで 

 お願います。 

 

問 申 サンドレイククラブ(井上) 43-0174 
 市生涯学習課(千代川庁舎) 内線2833 

平成２４年度 『会員』募集 
 

《下妻市パークゴルフ協会》 
●入会資格 

 下妻地方広域管内に在住・在勤の方 

●会費 

 入会費1,000円 年会費1,000円 

●活動内容 

 ・練習 

練習は自由。初心者には指導員・ 

アドバイザーが指導します。 

・競技会 

  月例会(４月～11月) 

   マッチプレー大会(４月)、県大会(５月) 

   協会研修遠征大会(６月)、協会杯(７月) 

   ペアマッチ大会(９月)、市長杯(11月) 

       ハンデキャップ取得者によるチャンピ 

   オン大会(12月)、その他各種大会あり 

●申込方法 

入会申込書に記入のうえ、入会費・年会費 

を添えてお申し込みください。 
 

申 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 
   45-0200 
 

問 下妻市パークゴルフ協会 
   (山中) 44-4334 
   (渡辺) 43-3049 


