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しもつま 広
報 

１０月１日現在で｢住宅・土地統計調査」実施 
 
この調査は、住生活に関する最も基本的で重要な調査

で、全国約350万世帯の方々を対象とした大規模な調

査です。調査の結果は、国や地方公共団体における｢住

生活基本計画｣の成果指標の設定、耐震や防災を中心と

した都市計画の策定、空き家対策条例の制定などに幅広

く利用されています。  

９月下旬に統計調査員が調査世帯へ調査票の記入をお

願いにうかがった際には、調査票へのご記入、または、

インターネットでのご回答をお願いします。 
  

問 市民協働課 内線1315  

『花のボランティア会員』募集 
  
活動内容は、主に春から秋にかけて大宝から若柳

の県道沿いにある花壇の草花を育てることです。   

また、年に数回、市内にある保育園や老人ホーム

を訪問し、子どもたちやお年寄りの方々と交流しな

がら花を植えたりします。 

興味のある方、ボランティア会員になりたいとい

う方はご連絡ください。 
 

問 申 花のまち推進ボランティアクラブ(増田)  
      44-4855 

   市都市整備課 内線1723 

道路整備工事にご協力を 
 
 村岡地内において、道路整備工事を実施します。工事期

間中は、全面通行止(夜間通行可)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 ８月下旬～12月下旬 

◆工事箇所 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市農政課 内線2617 

｢下妻市立幼稚園・小中学校運動会｣日程 
 
◆日程・開催場所 

※雨天順延 

※下妻小学校、騰波ノ江幼稚園・小学校は６月に終了。 
 

問 市学校教育課 内線2812 

日時 開始時間 幼稚園・学校名 

９月14 日(土) 
午前８時10分～ 下妻中学校 

午前８時30分～ 
東部中学校 
千代川中学校 

９月28日(土) 午前８時30分～ 

大宝幼稚園・小学校 
上妻幼稚園・小学校 
総上小学校 
豊加美幼稚園・小学校 
高道祖幼稚園・小学校 
宗道小学校 
大形小学校 

午前９時～ 蚕飼小学校 
10月12日(土) 午前９時15分～ ちよかわ幼稚園 

｢都市再生整備計画(砂沼周辺地区) 

事業説明会｣を開催します 
 
市のシンボルでもある砂沼の南岸をまちづくりの拠点

とした｢都市再生整備計画(砂沼周辺地区)事業｣の説明会

を開催します。 

 

※事業の概要は市ホームページをご覧ください。 

 【http://www.city.shimotsuma.lg.jp/page/ 

  page000835.html】 
 
◆日時 ９月３日(火) (昼の部)午後２時～ 

            (夜の部)午後７時～ 

◆場所 下妻市立図書館 映像ホール 
 

問 市都市整備課 内線1725・1726 

自治区や代表区の統合を応援します 
 
近年自治区では、加入戸数の減少や少子高齢化など

によって、区内の役員のなり手不足や活動の制限など

が問題となっています。 

市ではこのような自治区に対し、自治区内の活動の

維持および活性化を図ることを目的に、自治区同士の

統合を行う自治区に対して補助金を交付します。 
 
◆補助の対象 

 複数の自治区および代表区の統合で、新たに設立さ

れた自治区および代表区 

◆補助額 

 統合前の自治区および代表区数に５万円を乗じて得 

 た額 

 ※ただし１回限り 

◆申請期間 

 平成26年３月31日(月)まで 
 

問 市民協働課 内線1312・1313 

茨城県知事選挙について 
～棄権することなく大切な一票を投じましょう～ 
 
◆投票日時  

 ９月８日(日)午前７時～午後８時 

◆投票所(市内31か所)  

 今年度から一部の投票所を変更しましたので、  

 ご注意ください。なお、下妻小学校は、校舎の 

 耐震補強工事のため、投票所となる教室が変更 

 となります。 
 
《投票所を変更した地区》 

◆期日前投票 

 ◇期間 ９月７日(土)まで 

     午前８時30分～午後８時 

 ◇場所 市役所本庁舎１階市民ホールまたは 

     千代川庁舎１階ホール 

◆開票所および開票時間 

◇場所 市役所本庁舎１階市民ホール 

◇時間 午後９時～ 

◇参観 会場スペースの都合により30人とし

ます。参観整理券は、午後６時～午後

６時30分まで市役所本庁舎西口玄関

で配布します。 
 

問 市選挙管理委員会(総務課内)  
   内線1242・1243 

投票所を変更した地区 変更後の投票所 
坂井・比毛・堀篭 大宝公民館 
大宝・北大宝 大宝小学校 
筑波島・数須・下田 

貝越・中郷・宇坪谷 
中郷ふるさと 

コミュニティセンター 
江・関本下・平方 江公民館 
二本紀・今泉・中居指 働く婦人の家 
西古沢 下妻市保健センター 
東古沢 山尻農村集落センター 
袋畑・亀崎 豊加美市民センター 

肘谷・樋橋 
肘谷ふるさと 

コミュニティセンター 

東鯨・西鯨 
ふるさと交流館 

リフレこかい 
田下・下栗・鎌庭西 

鎌庭東・新宿 

鬼怒の一部 
千代川庁舎ホール 

案 内 

野外焼却は禁止！ 
 
 家庭ごみ、雑草、枝・葉、野菜くず、店舗や会社

からでたごみを、野外で燃やしていませんか。野外

焼却(野焼き)は｢廃棄物処理法｣で禁じられており罰

則規定があります。 
 
・火災の原因になります。 

・灰、すす、悪臭、有害物質等の発生により、近所 

 の方の生活環境や健康を損なうことがあります。 

・ドラム缶やブロック積みなど簡易な焼却炉による 

 焼却も禁止されています。 

・家庭から出るごみは市指定のごみ袋に入れ、各地 

 区の集積所に出していただくか、クリーンポー 

 ト・きぬへ直接搬入してください。 

・会社や店舗から出るごみは事業系一般廃棄物とし 

 て処理してください。 

・産業廃棄物は専門の処理業者にご依頼ください。 
 

問 市生活環境課 内線1422 

案 内 

案 内 

募 集 

『ベビーマッサージ教室』参加者募集 
 
赤ちゃんは抱きしめられ、触れられ、親の愛情

や温もりをたっぷりと受けることで、愛されてい

ることを実感し、情緒的にも肉体的にも健やかに

成長すると言われています。 

この機会に赤ちゃんとママの心と体を癒すベ

ビーマッサージ教室に参加してみませんか。 
 
●日時 ９月11日(水) 

    午前10時30分～11時30分 

    (受付 午前10時～) 

●場所 下妻市保健センター 

●対象 市内の生後３か月～９か月の赤ちゃん 

    と保護者 ※先着25組 

●必要物品 バスタオル(大判のもの) 
 

問 申 市保健センター  
     43-1990 内線1554・1555 

http://www.city.shimotsuma.lg.jp/page/


｢バーベキュー＆出会いパーティー｣ 

を開催します 
 
◆日時 ９月29日(日)午前11時～３時30分 

          (受付 午前10時30分～) 

◆場所 さしま少年自然の家 

◆対象 45歳以下の独身男・女 

◆参加費 男性3,000円 女性2,000円  ※当日徴収 

◆主催 いばらきマリッジサポーター県西地域活動 

    協議会 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート  
     0280-87-7085  

『市長杯争奪ソフトボール大会』 

参加チーム募集 
 
●日時 10月20日(日)、27日(日) 

            ※予備日11月３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者で、   

                     19歳以上(平成25年度に19歳になる 

                     者も可。高校生は不可) 

      ②二重登録選手(市内チーム)の出場は認  

                     めない。 

●参加費 ①当連盟登録チーム 5,000円 

     ②新規に登録する場合  別途7,000円 

<代表者会議> 

 ○日時 ９月19日(木)午後７時30分～  

 ○会場 下妻市立下妻公民館 学習室(２階) 

 ○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。また、新規登録するチー

ムは、登録費7,000円と参加費5,000円を代

表者会議当日に納めてください。 

  ②申込用紙は、代表者会議当日に提出してくださ 

   い。なお、申込用紙を希望するチームは、下記 

   アドレスに申込用紙希望の旨をお知らせくださ 

   い。 ※必ずパソコンから送信してください。 
 

問 下妻市ソフトボール連盟(稲葉)  
      090-7210-5400   
        ssa_sports@yahoo.co.jp 

『移動教室』受講生募集 
 
●教室名 ｢歴史と伝統｣ 

●日時 ９月28日(土)午前８時～午後５時 

●定員 一般 38名 

●内容 黄門さまで有名な光圀の西山荘と大洗町 

    幕末と明治の博物館等を見学して歴史と伝 

    統の旅に親む。 

●対象者 原則として市内在住、在勤の方 

●参加費 3,600円(昼食代含む) 

●申込期間 ９月３日(火)～13日(金) 

      ※休館日(月曜日と祝日)を除く 

●受付時間 午前９時～午後５時 

●申込方法 参加費を添えて、お申し込みくださ 

      い。受付は、一人で２名分まで。 

      ※定員になり次第締切 
 

問 申 千代川公民館 44-3141 

『フォトコンテスト』作品募集 
 
●テーマ  

 世代を問わず、男女が協力し合い、共に働く様子 

 や地域活動への参加、家族のふれあい等、人と人 

 との豊かな交流が実感でき、男女共同参画社会推 

 進の視点をもっていること。 

●応募資格  

 茨城県内在住者および勤務者 

 (特にアマチュアの方の応募歓迎) 

●応募規定  

 未発表のもの。一人１点。(詳しくは問合せ) 

●応募期間  

 9月1日(日)～10月13日(日)必着 
 

問 申 レイクエコー 茨城県鹿行生涯学習 

     センター 茨城県女性プラザ 

     0299-73-2300 
     (月曜日を除く午前9時～午後９時) 

『下妻市民ソフトテニス大会』参加者募集 
 
●日時 10月６日(日)午前８時30分集合 

    ※雨天時  

     一般女子の部10月13日(日) 

     一般男子の部10月14日(月・祝) 

●会場 市営柳原球場テニスコートおよび 

    市立東部中学校テニスコート 

●種目  

 <一般男子の部(中学生以上)>  

 ○会場 市営柳原球場テニスコート  

 ※雨天順延の場合も同じ 

 <一般女子の部(中学生以上)>  

 ○会場 下妻市立東部中学校テニスコート  

 ※雨天順延の場合、柳原球場テニスコート 

●試合方法 ダブルスによるリーグ戦もしくは 

      トーナメント戦 

●参加資格 市内在住、在勤または在学する社会人お

よび中学生以上、もしくは下妻市ソフト

テニス連盟に加入している者 

●参加費 １チーム 1,000円 

●申込期限 ９月15日(日) ※期日厳守 
 

問 申 下妻市ソフトテニス連盟事務局 
     (市川)090-4835-5226 

警備業務技能講習会 
 
◆日時 10月22日(火)～31日(木) 

    午前９時30分～午後４時30分 

    (土・日・月を除き面接会を含む全7日間 

         出席できる方) 

  ※10月31日(木)に面接会を開催 

◆場所 筑西市シルバー人材センター 

◆対象 下妻市または近隣市町村に在住の、55歳以 

    上で公共職業安定所に求職登録をし、｢ハ 

    ローワークカード｣をお持ちの方 

◆費用 無料(会場までの交通費・昼食は自己負担) 

◆定員 20人  

※書類選考のうえ、就職意欲の強い方を優 

 先します。 

    ※趣味・教養のための申し込みでない方 

    ※申込者が定員の半数以下の場合は、中止 

     する場合があります。 

◆申込期限 10月４日(金)午後５時まで 

 ※延長する場合があります。 

      ※土・日・祝日を除く 

◆その他 お申し込みの際は、ハローワークカード 

     および運転免許証など本人が確認できる 

     ものをお持ちのうえ、下妻地方広域シル 

     バー人材センターへお申し込み下さい。 

※申込書はシルバー人材センターにあり 

 ます。 
 

問 申 下妻地方広域シルバー人材センター  
     44-3198 

｢働きざかりのワーク・ライフ・バランス講座｣ 

公開講演会 
 
◆日時 9月25日(水)午後2時15分～3時30分 

◆場所 ｢レイクエコー｣ 

    茨城県鹿行生涯学習センター 

◆講師 尾川 とも子 氏 

    (日本人女性初プロフリークライマー) 

◆内容 ｢壁は自分自身の心にある｣｢志を持つこと｣ 

    心が体を作り、体が心を作ります。夢を叶 

    えるために大切なことをお話します。 

◆定員 308名 ※先着順受付 

◆参加費 無料 
 

問 申 レイクエコー 0299-73-2300 
     (月曜日を除く午前9時～午後９時) 

もう一度学んでみませんか 
 
もう一度勉強したい、高卒認定の資格を取りたい、

そんな若年者の方に学習教室を開設します。 
 
◆日時 毎週金曜日 午後2時～4時 

            9月6日、13日、20日、27日 

    10月4日、11日、18日、25日 

◆場所 市勤労青少年ホーム 

◆対象 15歳～39歳までの方 

◆参加費 無料 
 

問 厚生労働省認定事業 
   いばらき県西若者サポートステーション  

   54-6012 

『後期教室』受講生募集 

●会場 下妻公民館 

●対象者 原則として下妻市内在住、在勤の初心者の方 

●申込期限 ９月５日(木)～14日(土)午前９時～午後５時 ※休館日(月曜日)を除く。 

●申込方法 来館、または電話にて直接お申し込みください。 

●参加費 500円 ※開講の際、納入していただきます。ただし、中途退講されても返金はしません。 

●教材費 実費個人負担(教室内容により異なります) 

※日程は、都合により変更になることがあります。 

※応募者が少ない場合、教室開講を取りやめることもあります。 
 

問 申 下妻公民館 43-7370 

教室名 内容 日時 時間 対象者定員 

親子リトミック 
リズムに合わせて楽しく、親子の

スキンシップをしましょう。 

10月1日(火)、11月5日(火) 
12月3日(火)、1月7日(火) 
2月4日(火) 

午前10時30分 
～11時30分 

親子15組 
(３歳以下) 

おりがみ 
日本の伝統文化である折り紙の基

礎と応用技術を学びましょう。 

10月19日(土)、11月16日(土) 
12月21日(土)、1月18日(土) 
2月15日(土) 午前9時30分 

～11時30分 

小学生以上 

20名 

※小学生は保護  

 者の付添が必 

 要です。 
バルーンアート 
＆手品 

思いのままに風船を加工したり、

手品を覚えてかくし芸等の主役に

なってみましょう。 

10月13日(日)、11月10日(日)

12月8日(日)、1月12日(日) 
2月9日(日) 

案 内 

案 内 

募 集 

mailto:ssa_sports@yahoo.co.jp
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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ので、お気軽に

お越しください。 
 
◆日時 ９月３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 

図書館おはなし会/９月 
～おはなしの花たば～ 
 
◆日時 ９月14日(土) 

    午前10時30分～11時30分 

    午後2時～3時 

◆場所 市立図書館 児童室 

    (おはなしコーナー) 
 

問 市立図書館 43-8811 

絵画展｢豊かな水辺の風景｣開催 
 
美しい自然の魅力を感じて頂ける風景画を展示しま

す。ぜひ、ご来館ください。 
 
◆日時 ９月８日(日)～23日(月) 

    午前９時～午後４時30分 

    ※23日(月)は午後３時まで 

◆場所 ネイチャーセンター ギャラリー１ 

◆入館料 無料 

◆休館日 ９月９日(月)、17日(火) 

◆共催 下妻水彩画クラブ 

    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 

｢まちの美術展｣開催 
 
第16回｢まちの美術展｣を開催します。茨城県主催の

各美術展において入賞・入選の洋画、日本画、書道、

美術工芸、写真作品のほか、文団連所属の各団体が推

薦する作品を展示します。皆さんのご来館をお待ちし

ております。 
 
◆期日 ９月11日(水)～23日(月) 11日間 

    午前９時～午後４時30分 

※９月17日(火)、18日(水)は休館日 

◆会場 ふるさと博物館 

◆入館料 ｢まちの美術展｣のみ無料 
 

問 ふるさと博物館 44-7111 
   下妻市文化団体連絡協議会 43-3418 

『稲刈り体験』参加者募集 
 
ビアスパークしもつま内“ほたるの里”では、ホタ

ルが生息できる環境づくりとして春に植えた稲の、収

穫体験教室を開催します。同日、ボーイスカウトの体

験教室もありますので是非ご参加ください。 
 
●期日 ９月15日(日) 

●対象 小学生20名程度 

●参加料 無料  

※申込等、詳しくは市産業振興課ホームページをご覧 

 ください。 
  

問 下妻ほたるの会事務局(市産業振興課内)  
    内線2636 

「秋のノーマイカーデーいばらき」実施 
 
茨城県では、公共交通の利用促進や地球温暖化防

止、都市部の渋滞緩和などの観点から、｢エコ通勤(マ

イカー通勤の自粛)｣運動の推進に取り組んでいます。 
 

◆期間 ９月２日(月)～10月31日(木) 

    ※当期間中に、取り組み日(１日以上)を任意 

     に設定し実施してください。 
 

<関東鉄道常総線 無料駐車場のご案内> 

常総線乗車の際には、｢パーク＆ライド無料駐車

場｣がご利用いただけます。ご利用の際には、自動車

を駐車した｢駐車番号｣を、駅係員にお伝えくださ

い。(駅係員が不在の場合には、乗務員にお伝えくだ

さい。) 

 [宗道駅・7台］      ［下妻駅・96台］    

 

 

 

 
 

 

 

［大宝駅・12台］    ［騰波ノ江駅・20台］ 

 

 

 
 

                  

 

問 ｢秋のノーマイカーデーいばらき｣について 
茨城県公共交通活性化会議 

(茨城県企画課交通対策室) 

029-301-2536  
｢関東鉄道常総線 無料駐車場｣について 

関東鉄道(株)鉄道部 

029-822-3718 

『プリザーブド・フラワーアレンジ 

教室』受講生募集 
 
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いただけます。永遠

の美しさを演出してみませんか。 
 
●期日 第1回 ９月27日(金)優美～秋のアレンジ～ 

    第2回 10月25日(金)彩花～大人可愛い～ 

    第3回 11月22日(金)聖夜～クリスマス～ 

    第4回 12月20日(金)賀春～和のアレンジ～ 

●時間 (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) 

                ピンセット 

●申込期限 各開講日の一週間前まで 
 

問 申  砂沼サンビーチ管理事務所  43-6661 

光化学スモッグに注意しましょう 
 
<発生しやすい気象条件> 

気温が高いとき、日差しが強いとき、風が弱いとき 

<注意報が発令されたら> 

・なるべく外出は控えましょう。 

・具合が悪い時は医師の診察を受けてください。 
 
◎光化学スモッグ情報のメール配信 

 茨城県ホームページ/環境対策課 

 【http://www.taiki2.pref.ibaraki. 

  jpkoukagakusmog/】(通信費自己負担) 

 

問 市生活環境課 内線1422 

『市内小中学校講師』募集 
 
 市内の小中学校において、教職員に欠員が生じた
ときなどに、採用する講師を募集しています。講師

の登録をしていただき、採用する必要が生じた場合

(随時)、連絡をさせていただきます。 
 
●職種 

・常勤講師(産休育休教職員の代替や欠員の補充 

 等)、勤務時間は教職員に準じます。 

・非常勤講師(体育代替、初任者研修補充等)、勤務 

 時間は種類により異なります。 

  ※給与は、茨城県の給与規定に準じます。 

●応募資格 

・教育職員免許法に基づく教諭等の免許状を有す 

 る方 

・地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない方 

・市内小中学校に通勤可能な方 

●講師登録方法 

 下記の書類をご提出ください。(郵送可) 

・採用志願書 

 (市のホームページからダウンロード可) 

・教員免許状の写し 

  ※採用志願書は随時受け付けしています。年度 

   ごとに登録をお願いします。 

  ※登録いただいても必ず採用されるとは限りま 

   せんので、予めご了承願います。 
 

問 申 市教育委員会  学校教育課 内線2812 

平成２５年度   

住宅用太陽光発電システム 

設置補助金申請受付終了 
 
本年度の住宅用太陽光発電システム設置に係る補

助金の申請受付は、予定していた予算額に達したた

め、終了しました。 

  

問 市生活環境課 内線1423・1424 

案 内 

案 内 

案 内 

募 集 

募 集 

募 集 

http://www.taiki2.pref.ibaraki.

