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しもつま 広
報 

市民協働のまちづくり推進交付金 

みなさんの「協働のまちづくり」を応援します 
 
 市では、地域および市の活性化を図るため、市民団

体が自主的におこなう市民協働の事業に対して「下妻

市市民協働のまちづくり推進交付金」を交付します。 
 
◆対象団体  

 次の要件をすべて満たす市民団体 

 ・会員が10人以上であること 

・活動の拠点が主に市内であること 

・宗教活動・政治活動・選挙活動等を目的としてい 

 ないこと 

・規約または会則を定めており、会計処理が適正に   

 おこなわれていること 

◆対象となる事業 

市民団体が地域または市の活性化につながる協働事  

業として取り組む模範的または先駆的な事業で、柔  

軟な発想、創意工夫を生かした公共性のある継続的 

な効果が期待できる事業。 

 ※ただし、対象経費の額が2万円未満である場 

 合は対象外。 

◆交付額 

 交付対象となる経費の3分の2以内とし、10万円を 

 限度。(1,000円未満は切り捨て)交付回数は、同一 

 年度において1団体1回。 

◆申請期間  

 5月15日(水)～6月14日(金) 

 ※申請を希望する場合は、事前にご相談ください。 
 

問 申 市民協働課 内線1313 

アンテナショップへの 

野菜の出荷希望者募集 
 
 下妻市では、平成25年６月に千葉県浦安市

にアンテナショップを開設する予定です。 

 アンテナショップでは、サラダバーなどの

飲食サービスと共に、高品質野菜や加工食品

等の販売もおこなう予定です。 

 販売および食材として利用する野菜は、出

荷を希望する市内農家を募り、リストを作成

のうえ、委託業者が出荷希望者と契約しま

す。 

 出荷を希望する方は、下妻市ホームページ

をご覧のうえ、お申し込みください。 

※申し込みは随時受け付けます。 
 

問 申 市産業振興課 内線2633 

５月は「赤十字運動月間」です 
 

日本赤十字社は、世界188カ国に組織される赤十

字・赤新月社のひとつとして、民族紛争や多発する自

然災害の被災者に対する海外での救護活動をおこなっ

ています。また、国内では災害救護活動をはじめ、救

急法などの講習会や、ボランティアや青少年の育成な

どをおこなっています。 

東日本大震災や昨年のつくば竜巻災害においては、

医療救護活動や救援物資の配布をおこないました。 

これらの活動は、皆さまからお寄せいただいた活動

資金(ご寄付)によって支えられています。 

日本赤十字社では、毎年5月を赤十字運動月間とし

て、年間500円以上をご支援いただける方々を募集し

ています。ぜひ、赤十字活動資金にご協力をお願いし

ます。 
 

問 市福祉課 内線1585・1586 

『食生活改善推進員（ヘルスメイト）』募集 
 
 健康は毎日の食生活から！自ら健康になるために学び、さらに地域における食を中心とした健康づくりの案

内役として活動してみませんか。 
 
●対象 ・下妻市民 20～60歳代の方。 

    ・養成講習会の全日程(７日間)に参加可能な方。 

    ・食生活を通じた健康づくりのボランティアに興味・関心があり、講習会終了後、活動に参加 

     できる方。 

●日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※２・３・４・６は、2日間のうちどちらかに参加 

●募集人員 15名 

●申込期限 ５月31日(金) 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

東日本大震災により被災した 

住宅等の復旧資金を借り入れた方に 

対し利子の一部を助成します 
 
◆対象 次のいずれにも該当する方  

①東日本大震災により被災した自己の居住

に要する住宅等の修繕、建て替えまたは

購入並びに住宅敷地の復旧の費用を金融

機関から借り入れた方 

   ②下妻市内に住所を有する方  

   ③市税を完納している方 

◆助成額 借入利子相当額 

◆助成限度額 住宅復旧のみ：年額114,000円 
         宅地復旧のみ：年額39,000円 

           住宅復旧＋宅地復旧：年額153,000円 

       ※１世帯当りの限度額 

◆助成期間 60か月以内 

◆申請期限 平成26年３月31日 

◆必要書類 ①借入契約書の写し 

      ②償還表または返済予定表の写し 

 ③住宅等および住宅敷地復旧に係る 

  契約書の写しまたは見積書の写し 

      ④住宅等の復旧内容が分かる書類 

 ⑤復旧工事の着手または完了を証明 

    する書類 

※上記の他にも書類が必要な場合があります。 
 

◎申請を希望する場合は、下記までご連絡ください。 
 

問 申 市民協働課 内線1312 

「農用地区域からの除外申出」受付 
 
農振農用地を農地以外の目的で使用する場合申請が

必要です。 
 
◆受付期間 ６月３日(月)～28日(金) 

◆申請書類等 詳しくはお問い合わせください 

        (申請書は市ホームページからも 

                     ダウンロードできます) 
 

問 申 市農政課 内線2621・2612 

５月の納税 
 
【税目】 軽自動車税 

【納期限および口座引落日】 ５月31日(金) 

 

◎ご利用ください、便利で確実な口座振替納付。 

◎コンビニエンスストアで税金の納付ができます。 

◎クレジットカードで税金の納付ができます。 

回 月日・会場 時間 内容 

１ ７月１日(月) 下妻市保健センター 午前10時～12時 開講式 講話｢健康づくりと食生活改善推進員｣ 

２ 
７月12日(金) 下妻公民館 午前9時30分 

 ～午後1時 

講話｢下妻市の健康状況と生活習慣病予防｣ 

調理実習｢乳製品を使ったメニュー｣ ７月24日(水) 千代川公民館 

３ 
９月18日(金) 下妻公民館 

午前9時30分 

 ～午後1時 

講話｢これからの健康づくりの課題｣ 

調理実習｢高齢者の健康メニュー｣ 10月４日(金) 千代川公民館 

４ 
10月18(金) 千代川公民館 午前9時30分 

 ～午後1時 

クッキング＆ウォーキング 

運動実習｢ウォーキングを中心に｣ 

調理実習｢ヘルシーなお弁当」 10月29(火) 下妻公民館 

５ 10月予定 下妻市保健センター 
午後1時30分 

 ～３時 
講話｢高血圧予防について｣ 

６ 
11月15(金) 下妻公民館 午前9時30分 

 ～午後1時 

講話 ｢食育推進と食生活改善推進員の役割｣ 

調理実習｢行事食・郷土料理」 11月26（火) 千代川公民館 

  

７ 

  

12月10(火) 下妻市保健センター 午前10時～12時 
講話 ｢食品衛生と食環境保全｣ 

閉講式 

案 内 

案 内 募 集 



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   

     ※６月２日(日)は午後３時まで 

◆休館日 ５月27日(月) 
 

問 ふるさと博物館 44-7111 

期間 展覧会名 展示作品 

５月25日(土) 絵遊会グループ展 洋画 

実施機関名 
公開請求 

件数 

公開請求 

処理件数 

公開請求の 

内容 

議会 － －   

市
長
部
局 

総務部 ３ ３ 
行政機構関係 

施設管理関係 

市民部 － －   
保健福祉部 － －   
経済建設部 １ １ 施設管理関係 

会計課 － －   
小計 ４ ４   

教育委員会 － －   
選挙管理委員会 － －   
公平委員会 － －   
監査委員 － －   
農業委員会 － －   
固定資産評価 

審査委員会 
－ －   

計 ４ ４   

公開請求処理件数 ４ 

公開決定の件数 ２ 

部分公開決定の件数 ２ 

非公開決定の件数 

(非公開決定のうち、文書不存在の件数) 
－ 

 取下げ － 

不服申立ての件数 －(－) 

平成２４年度 情報公開・個人情報保護制度の実施状況 
 
 平成24年度における情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況がまとまりましたので、お知らせします。 

 

１情報公開 

(1)公開請求の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊｢公開請求件数｣は、提出された公開請求書の件数 

＊｢公開請求処理件数｣は、公開請求に対する決定書の件数 
 
(2)公開請求の処理状況 

 

 

 

 

 
 
 
 
(3)不服申立ての状況【( )内は前年度からの継続分で外数】 

 
 

問 市総務課 内線1228 

２個人情報保護 

(1)開示請求の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＊｢開示請求件数｣は、提出された開示請求書の件数 

＊｢開示請求処理件数｣は、開示請求に対する決定書の件数 
 
(2)開示請求の処理状況 

 

 

 

 

 

 
 
(3)不服申立ての状況【( )内は前年度からの継続分で外数】 

 

実施機関名 
開示請求 

件数 

開示請求 

処理件数 

開示請求の 

内容 

議会 － －   

市
長
部
局 

総務部 － －   

市民部 ５ ５ 
課税資料関係 

証明書関係 

保健福祉部 － －   

経済建設部 － －   

会計課 － －   
小計 ５ ５   

教育委員会 － －   
選挙管理委員会 － －   
公平委員会 － －   
監査委員 － －   
農業委員会 － －   
固定資産評価 

審査委員会 
－ －   

計 ５ ５   

開示請求処理件数 ５ 

開示決定の件数 １ 

部分開示決定の件数 － 

不開示決定の件数 

(不開示決定のうち、文書不存在の件数) 
４(４) 

取下げ －  

不服申立ての件数 －(－) 

法務総合相談所を開設します 
 
 法務局職員および人権擁護委員が相談に応じます。 
 
◆日時 ６月２日(日)午前10時～午後４時 

    (受付 午後３時まで) 

◆場所 水戸地方法務局下妻支局３階 

    [下妻乙1300－1] 

◆相談内容 土地の境界争い、戸籍の届出方法 

      サラ金の取立て、セクハラ 

      子どものいじめ、ＤＶ問題など。 

◆費用 無料 
 

問 水戸地方法務局下妻支局 43-3935 

ふれあいパーティを開催します 
  
<結城会場> 

◇日時 6月15日(土)午後1時30分～４時30分 

    (受付 午後１時～) 

◇場所 結城市民文化センターアクロス 

      [結城市中央町2-2] 

◇対象者 男女とも30代・40代の方 各20名 
 
<下妻会場> 

◇日時 6月22日(土)午後1時30分～４時30分 

    (受付 午後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30代・40代の方 各20名 
 
<つくば会場>  

◇日時 6月23日(日)午後1時30分～４時30分 

    (受付 午後１時～) 

◇場所 ホテルベストランド 

    [つくば市研究学園D17街区3画地] 

◇対象者 男女とも35歳～45歳までの方 各20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 
 

申 問 NPO法人ベル・サポート 
     0280-87-7085 

自動車税は納期限までに納めましょう 
 
 自動車税は、毎年４月１日現在の所有者または
使用者の方に課税されます。 

納税通知書が届いたら、５月31日(金)までに納

めましょう。 

 昨年同様、金融機関・郵便局のほかコンビニで

も納税ができますのでご利用ください。 

 なお、身体障害者等の方で一定の要件を満たす

場合は、申請により自動車税を減免する制度があ

ります。 

ただし、受付期間は納期限(５月31日)までと

なっていますので、ご注意ください。 

詳しくはお問い合わせください。 
 

問  筑西県税事務所収税第二課  
        24-9190 

不法投棄１１０番！ 
 
産業廃棄物の不法投棄(散乱・埋め立て・積み上

げ・焼却)、違法な土砂による盛土などを見かけた

ら、情報提供をお願いします。 

※危険ですので、投棄をしている者とは接触しな

いでください。 
 

問 県不法投棄110番(フリーダイヤル)  
       0120-536-380 

県不法投棄対策室 029-301-3033 
県西県民センター環境・保安課  

24-9127 
市生活環境課 内線1422 
※休日や夜間は、下妻警察署 43-0110 

「歯の何でも電話相談」を開設します 
 
 ふだん聞けない入れ歯のこと・子どもの歯の悩

み・インプラント・矯正・口臭の悩み・顎関節症・

歯周病・ブラッシングの仕方・料金のことなど、歯

についての悩みや質問を受け付けます。 
 
◆日時 ６月２日(日)午後２時～５時                            

◆受付電話 029-823-7930 
      029-835-0737 
      (※匿名受付可) 

◆回答者 歯科医師 

◆費用 無料 
 

問 茨城県保険医協会 029-823-7930             

公開講座を開催します 
 
◆日時 ６月16日(日)午後１時～４時30分 

◆場所 牛久市保健センター 

            牛久市役所本庁舎北側 

            [牛久市中央3-15-1] 

◆内容 ・医療講演  

    ｢薬物治療の進歩に伴う関節リウマチ治 

     療の変化｣ 
 
   ・説明会 難病対策の改革について 

    ・療育相談  

◆参加費 無料(事前申込み不要) 
 

問 日本リウマチ友の会茨城支部         

   029-801-9674(小野) 
   0280-88-0856(猪瀬) 

「就学に関する説明・懇談会」開催 
 
就学についての説明会と、既に就学したお子さんを 

持つ保護者を交えての懇談会を併せて開催します。 
 

●日時 ５月27日(月)午前10時～12時 

●場所 下妻市役所第２庁舎 中会議室 

●参加費 無料(乳幼児の兄弟がいる保護者に対し 

     託児をおこないます) 
 

問 NPO法人茨城県ポーテージ協会 

   080-3348-1820 

案 内 
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人権擁護委員による「全国一斉人権相談 

（困りごと）」を開催します 
 
人権擁護委員は、地域住民の人権が侵害されないよう常

に注意を払い、もし、人権が侵害されたときは、その相談

を受け、被害救済のためにすみやかに適切な処理をおこな

います。また、人権の大切さについて、街頭啓発や講演会

などを通じて、理解を深めてもらうための活動にも努めて

います。 

 

◆日時 ６月７日(金)午前10時～午後３時 

◆場所 下妻公民館２階 学習室 
 
 人権擁護委員 

國府田 義男 43-4367    稲葉 春美 43-3375 
井上 讓       44-2775  飯塚 榮子 44-1050 
須藤 澄子    43-0556  内田 博  44-4271 
武井 守       43-0765  横田 芳宏 43-2515 

    

問 市福祉課人権推進室 内線1583・1584 

軽自動車税の減免 
 

 市税条例により、一定の要件を

満たす場合、軽自動車税が減免さ

れます。 

 要件にあてはまり、減免を希望

する場合は、申請期限までに市税

務課までお越しください。 
 
◆減免の対象・要件 

障害のある方本人が所有する 

もの、もしくは障害のある方 

と生計を一つにしている方 

(家族)が所有する軽自動車 
 

 ※障害者福祉タクシー利用料金 

  助成を受けている方を除く。 
 
◆申請期限 

５月24日(金) 
 

◆持参する物 

・納税通知書(５月中旬に送付) 

・運転免許証(運転する方) 

 ・障害者手帳等(３月31日まで 

  に交付されたもの) 

 ・車検証 

 ・印鑑 
  
※減免できる車は、普通自動車 

 または軽自動車(バイクも含む) 

 のどちらか一台になります。 

※普通自動車の減免申請につい 

 ては、筑西県税事務所へお問 

 い合わせください。 
 

問 申 
 
 軽自動車の減免について 

  市税務課 内線1347 
 普通自動車の減免について 

  筑西県税事務所 

  24-9190 
 
 ※要件についての問い合わせ 

  市福祉課 内線1574 

【対象となる障害】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※上記の他に戦傷病者手帳をお持ちの方も対象となります。 

   詳しくは、お問い合わせください。 

 

障害の区分 手帳の種別および等級 

視覚障害 身体障害者手帳１級から４級 

聴覚障害 身体障害者手帳２級および３級 

平衡機能障害 身体障害者手帳３級 

音声機能障害 
身体障害者手帳３級(喉頭摘出による音

声機能障害がある場合に限る) 
上肢障害 身体障害者手帳１級および２級 

下肢 

障害 

障害のある方が運転する

場合 
身体障害者手帳１級から６級 

生計を一つする方または

常時介護する方が運転す

る場合 
身体障害者手帳１級から３級 

体幹 

機能 

障害 

障害のある方が運転する

場合 
身体障害者手帳１級から３級および５級 

生計を一つする方または

常時介護する方が運転す

る場合 
身体障害者手帳１級から３級 

乳幼児期以前の非

進行性脳病変によ

上肢機能 身体障害者手帳１級および２級 

移動機能 身体障害者手帳１級から６級 

心臓機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

じん臓機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

呼吸器機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

ぼうこうまたは直腸機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

小腸機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

胸かく 

形成術 

による 

胸かく 

の変形 

障害のある方が運転する

場合 
身体障害者手帳１級から３級および５級 

生計を一つする方または

常時介護する方が運転す

る場合 
身体障害者手帳１級から３級 

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫

機能障害 
身体障害者手帳１級から３級 

肝臓機能障害 身体障害者手帳１級から３級 

知的障害者 
療育手帳「 Ａ 」「A」と記載されてい

る方 

精神障害者 

精神障害者保健福祉手帳の障害等級が１

級で、自立支援医療受給者証(精神通院)

または医療福祉費受給者証(マル福)の交

付を受けている方 

認知症介護家族の交流会 

「つどい」を開催します 
 
 交流会は、認知症の方をかかえる介護者同士

が、悩みや介護の方法を話し合い、耳を傾けあ

う場所です。 
  
◆日時 6月３日(月) 

            午後１時３０分～３時３０分 

    毎月１回(原則として第１月曜日) 

◆場所 市役所第二庁舎三階 中会議室 

◆対象者 現に認知症の方を介護している 

               ご家族の方 

◆参加費 無料(飲物代等実費をご負担いた            

               だく場合があります。) 

     ※事前申込み不要 
 

問 市介護保険課  
   下妻市地域包括支援センター 

 内線1543・1544 

ごみのクリーンポート直接搬入 
 
 家庭から出るごみ(粗大ごみ含む)は｢クリーンポート・き

ぬ｣へ直接搬入できます。 
 
【ごみ処理手数料】 

 家庭から出たごみ：６円／㎏(消費税別途) 

 事業所・店舗などから出たごみ：20円／㎏(消費税別途) 

【搬入日時】 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

※年末年始については、あらためてお知らせします。 
 
【ご注意】 

 ・搬入の際は、透明または半透明の市販の袋を使用し、    

  可燃と不燃の区別をしてください。 

 ・木の枝・幹などは、長さ２ｍ以内、太さ15cmまでと    

  なります。 

 ・木の枝等はひもで、トタン板などは針金で、人が車か 

  ら積み下ろしできる程度に縛ってください。 

 ・搬入できる車両は２トン車(車検証記載の最大積載量)  

  までとなります。 

  必ず荷台をシート等で覆ってください。 

 ・ごみによっては数量が制限されるものや搬入できない 

  ものもありますので、事前にお問い合わせください。 
 

問 クリーンポート・きぬ℡43-8822  
   市生活環境課 内線1425・1426 

搬入できる日 時間 搬入できるごみ 

毎週平日 月～金 

      

午前9時～午後0時 

午後1時～4時30分 

可燃・不燃・粗大 

毎月第２土曜日 午前9時～午後0時 

午後1時～4時 

可燃・不燃・粗大 

毎月第４土曜日 午前9時～午後0時 

午後1時～4時 

不燃・粗大 

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、生ごみの減量化と堆肥化の促進を図

るため、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 

１．コンポスト 購入金額の１／２   

  上限 3,000円(１世帯２基まで) 

２．機械式処理機 購入金額の１／３   

  上限20,000円(１世帯１基まで) 

◆申請手続(必要書類等) 

補助金交付申請書(市生活環境課) 

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1425・1426 

『茨城県育英奨学生 

（在学採用・緊急採用）』募集 
 
 茨城県では、高校生等を対象とした茨城県育

英奨学生を募集します。 
 
●申込期限 5月24日(金) 
 

問 申 茨城県教育庁高校教育課  

     029-301-5245 

案 内 

案 内 



『ハーモニーフライトいばらき2013』 

参加者募集 
 
●応募資格 日本国籍を有し、県内に５年以上居住して 

      いて、平成25年４月１日現在満30歳以上 

      満63歳以下の女性。 

●研修先 スウェーデン・フランス 

     (国内調査研修：茨城県女性プラザ他) 

●派遣時期 ９月29日(日)～10月６日(日)８日間 
      (国内調査研修１泊２日×４回) 

●内容 国内・海外調査研修を通して政策・方針決定の場 

    への参画や、地域において核となり活動の参加な 

    どを目指す女性の人材の育成。 

●参加費 26万円程度(国内・海外調査研修を含む) 

●申込期限 ５月31日(金)必着 

      書類および面接による選考があります。 

●募集人員 15名程度 

●申込方法等 詳しくはお問い合わせください。 
  

問 県女性青少年課 029-301-2178 
    ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/ 

『親子の絆プロッジェクトVol.１  

子どもの笑顔が宝物 

～きみが笑うと、わたしもうれしい♪～』 

参加者募集 
 
 遊びのワークショップの専門家を招き、絵をか

いたり体を動かしたりする遊びを通して親子が楽

しめ、親子の絆を深めることを目的として開催し

ます。 

                                  

●日時 ５月25日(土)午前10時～午後３時 

●場所 イーアスつくば内 イーアスホール 

[つくば市研究学園C５０街区１] 

●対象者 つくば市近辺の親子 400人 

●参加費 無料 

●内容 午前：親子で楽しめるプチイベント出展 

       ７ブース 

       約80家族 当日受付参加自由 

午後：絵本作家｢のぶみ｣さんワーク 

   ショップ 

 当日先着子ども(３～６歳位まで) 

 100人 

 風船ばくだん、シャボン玉 

 大きな紙でお絵かきなど 

●申込方法  当日午前10時から受付 先着順 

 

問 特定非営利活動法人ままとーん 
   親子の絆プロジェクトVol.1チーム 

      /Fax029-838-5080  
       (沼尻)090-1032-8080 

『壮年ソフトボール大会』参加チーム募集 
 

●期日 ６月23日(日) 予備日 ６月30日(日) 

●会場 小貝川ふれあい公園ソフトボール場 

●参加資格 ①下妻市に在住または在勤する35歳以上の 

       者で構成するチーム  

      ② ①に該当する場合、連合チームでの参加 

       も認める 

●参加費  5,000円 
 
<代表者会議> 

●日時 ５月24日(金)午後７時３０分 

    (受付 午後７時～) 

●会場 下妻市立下妻公民館２階 研修室 

●その他 ①参加費(１チーム5,000円)は，代表者会議

当日に納めてください。 

     ②申込用紙は，第33回会長旗争奪ソフトボー

ル大会の冊子に綴じてあるものを使用して

ください。なお，申込用紙を希望するチー

ムは，問合せ先電子メールに申込用紙希望

の旨をお知らせください。(必ずパソコンの

電子メールアドレスから送信してください) 
 

問 市ソフトボール連盟(稲葉) 
   090-7210-5400 
   メールアドレス  

   ssa_sports@yahoo.co.jp 

『里山林保全の会』会員募集 
 
 里山林を守り、憩いの場にする活動を応援して

くださる方と、作業ボランティアをしてくださる

方を募集しています。 
 
●活動場所  

 下妻市半谷(西山地区)地内 

●活動内容 

 ・森林探索用小道作り 

 ・クワガタ・カブト虫の幼虫の生息 

  保護箇所作り 

 ※７月～８月にかけてクワガタ･カブト虫を 

  採取できます。(お子さんは保護者同伴) 

●年会費 1,000円 
 

問 申 下妻里山林保全の会(金子) 
        44-5076 

『親と子のよい歯のコンクール』参加者応募 
 
●対象者 満３歳～６歳(平成19年４月２日～平成 

       22年４月１日生まれ）のお子さん(未就 

     学)とその母親または父親。過去に本コン 

      クールおよび母と子・父と子のよい歯のコ   

              ンクールにおいて受賞された方は対象とな 

              りません。 

●応募方法 親子の氏名(ふりがな) 、生年月日、     

           郵便番号、住所、電話番号、かかりつけ 

                 または最寄の歯科医院を記入し、はがき 

        またはFaxでお申込みください。申し込 

                 まれた方には口腔診査票を送付しますの 

                 で、歯科医師会会員の歯科医院で診察を 

                 受けてください。 

●申込期限 6月21日(金)必着 

●口腔診査実施期限 ６月28日(金) 

●審査方法 一次審査 口腔診査・問診(各歯科医院) 

      二次審査 書類審査 
 

問 申 茨城県歯科医師会  

                029-252-2561  
      Fax 029-253-1075 

[〒310－0911 水戸市見和2-292] 

『あしなが育英会奨学生』募集 
 

 あしなが育英会では、保護者などが病気や災害、自死な

どで死亡、またはそれが原因で著しい後遺障害のため働け

なくなった家庭の子どもたちに、奨学金を貸与して進学援

助をおこなっています。 
 
●高校奨学金(在学募集)申込期日 前期募集＝5月20日 

                                            後期募集＝9月30日 

●高校奨学金(予約募集) 申込期日  前期募集＝７月31日 

                 後期募集＝12月15日 

●大学奨学金(予約募集) 申込期日  ６月30日 
                     
◎申込方法等、詳しくはお問い合わせください。 
 

問 あしなが育英会 奨学課 
   03-3221-0888(直通) 
 0120-778-565(フリーダイヤル) 

『下妻オープンテニス大会』参加者募集 
 
●開催日 ６月23日(日) 予備日６月30日(日) 

●開催場所 砂沼サンビーチテニスコート 

●種目 男子ダブルスＡクラス(16組) 

    男子ダブルスＢクラス(16組) 

    女子ダブルス(16組) 

    ※各クラスともに先着順。 

●参加資格 男子Ａクラス、女子→オープン 

男子Ｂクラス→過去県大会出場者 

オープン大会・市民大会ベスト４以上 

の方(シングルス、ダブルス共)は、 

Ｂクラスへの出場はできません。 

ただし、ペアの合計年齢が100歳以上 

の場合は可とします。 

●集合時間 (男子)８時30分までに集合 

        (女子)９時30分までに集合 

      ※雨天順延の態度決定 ７時30分  

       問合せ090-9834-2641(広瀬) 
●試合方法 トーナメント方式、６ゲームマッチ 

      (６－６タイブレーク) 

      ※コンソレ有り。申し込み数により 

       変更有。 

●参加費 １ペア3,000円、高校生は2,000円 

●申込締切 ６月９日(日) 

 

問 申 市テニス連盟(宮本) 44-2805 
     ※申込用紙に記入のうえ、参加費を添え 

        てお申し込みください。 

『手話講座入門編』受講者募集 
 
 手話講座(入門編)を開催することで、手話に対す

る関心を高め、初歩的な技術を修得し、後には手話

通訳者の養成に繋がることを目的に開催します。  

 

●日時 ５月31日(金)～平成26年３月28日(金) 

 毎週金曜日 午後７時～９時 

   (全40回) 

●会場 千代川公民館 研修室 

    (会場変更の場合あり) 

●定員 20名程度 

●受講料 無料(テキスト代1,200円は自己負担) 

●申込締切 ５月24日(金) 

●主催 下妻市聴覚障害者協会 

    (下妻市・社会福祉協議会委託事業) 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会  
               44-0142 

『わんぱく相撲下妻場所』参加者募集 
 
●日時 ６月８日(土)受付 午前８時30分  

           開会式 午前９時 

●場所 大宝八幡宮相撲場(大宝667) 

●対象 下妻・八千代の小学生男子 

●申込期限 ５月17日(金) 

◎個人戦(１～６年生 各学年)、学校対抗戦(４～６年生で 

 構成３チーム)の２種目 
   

問 申 下妻青年会議所(山内) 
     090-1619-6863 

募 集 

http://www.pref.ibaraki.jp/
mailto:ssa_sports@yahoo.co.jp

