
｢人権教育講演会・人権書道展｣開催 
 
<下妻市人権教育講演会> 

人権を身近な問題として実感できる講演会です。 

◆日時  12月8日(日) 

    午後3時～(受付 午後2時30分～) 

◆場所  下妻市民文化会館大ホール 

◆演題  人は独りでは生きられない 

    -【人権】は幸せの装置- 

◆講師 茨城大学生涯学習教育研究センター 

    准教授 長谷川幸介先生 
 
<下妻市小中学校人権書道展> 

◆日時  12月5日(木)～11日(水) 

    午前10時～午後4時 

◆場所  市立図書館2階ギャラリー 
 

問  市指導課 内線2822 
   市生涯学習課 内線2834 
     市福祉課 人権推進室 内線1583 

ほっとランド・きぬ 年末年始休館日 
  
 12月29日(日)～平成26年１月３日(金)まで

休館日となります。なお、公園全体も休園とな

ります。 

 また、１月４日(土)から通常営業になりますの

で、皆さんの深いご理解とご協力をよろしくお

願いします。 
 

問 ほっとランド・きぬ(青木・小山)  
   30-4126 Fax45-0460 

可燃ごみが月・木曜日の地区 ⇒ 1月2日(木) 
可燃ごみが火・金曜日の地区 ⇒ 1月3日(金) 

年始の可燃ごみ臨時収集について 
 
可燃ごみに限り以下のように臨時収集しま

す。年末年始はごみが大量に発生しますので、

一度に集中して出されてしまうと、すべてのご

みが収集できなくなる場合があります。可能な

限り分別して出すなど、ごみの減量をお願いし

ます。 

またルールを守らないごみがあると、ごみの

収集に支障が出てしまいますので、ご注意くだ

さい。 

 

  

※当日朝のみ午前８時までに出してください。 

 収集後に出されたごみは収集できません。 

※｢ごみ収集カレンダー｣には記載されていま 

 せん。 

※1月4日以降は｢ごみ収集カレンダー｣通りの 

 収集となります。 
  

問 市生活環境課 内線1425・1426 

クリーンポート・きぬ 

年末年始のごみ直接搬入日について 
 
◆搬入可能日 12月24日(火)～29日(日) 

◆搬入時間 午前9時～12時 

      午後1時～4時30分 

◆搬入可能なごみ 可燃ごみ・不燃ごみ・粗大 

         ごみ 

※12月22日(日)・23日(月)、12月30日(月) 

 ～平成26年1月5日(日)までは搬入できませ 

 ん。年始は1月6日(月)から通常通り搬入でき 

 ます。 

※年末年始は混雑が予想されます。 

 お早めにご搬入ください。 
 

問 クリーンポート・きぬ 43-8822 

Part.2 

市立図書館公式ｔｗｉｔｔｅｒをご活用ください 
 

 図書館のホームページがリニューアルしたことにとも

ない、図書館公式twitterを開設しています。 

 図書館からのお知らせや各種イベント情報のほか、日

頃、図書館職員が感じたことなどを随時つぶやいていま

すのでぜひご活用ください。 
 

◆ユーザー名 下妻市立図書館 

◆アクセス方法 市立図書館HPよりトップページの 

        バナーをクリックしてご覧ください。 

◆URL http://www.lib.shimotsuma.ibaraki.jp/ 

    index.html 
 

問 市立図書館 43-8811  
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1１ 

１２月４日～１０日は人権週間です 
 
みんなで築こう 人権の世紀 

～考えよう 相手の気持ち 育てよう 思いやりの心～ 
 
◆女性の人権を守ろう 

◆子どもの人権を守ろう 

◆高齢者を大切にする心を育てよう 

◆障害のある人の自立と社会参加を進めよう 

◆同和問題に関する偏見や差別をなくそう 

◆アイヌの人々に対する理解を深めよう 

◆外国人の人権を尊重しよう 

◆ＨⅠⅤ感染者やハンセン病患者等に対する偏見を 

 なくそう 

◆刑を終えて出所した人に対する偏見をなくそう 

◆犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう 

◆インターネットを悪用した人権侵害はやめよう 

◆北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深め 

   よう 

◆ホームレスに対する偏見をなくそう 

◆性的指向を理由とする差別をなくそう 

◆性同一性障害を理由とする差別をなくそう 

◆人身取引をなくそう 

◆東日本大震災に起因する人権問題に取り組もう 
 

問 水戸地方法務局 下妻支局 43-3935 
 市福祉課 人権推進室 内線1583 

案 内 

Part.1 

インターネットから図書館資料の 

検索・予約ができます 
 
市立図書館のホームページから、資料の検索や予約、

ご自身の貸出・予約状況が確認できますので、ぜひご活

用ください。 
 

【インターネット予約を利用できる方】 

下妻市在住の方で、下妻市立図書館の利用カードをお持

ちの中学生以上の方。 
 
【利用登録】 

利用される前に、図書館カウンターにて『仮パスワー

ド』の発行を受ける必要があります。図書館利用カード

と身分証明書をご持参のうえ、お申し込みください。 
 
【予約できる資料】 

インターネットにて予約できる資料は、現在貸出中の資

料のみです。館内にある資料の予約(取り置き)はできま

せん。 
 
※詳しくは、市立図書館ホームページをご覧ください。 

http://www.lib.shimotsuma.ibaraki.jp/ 

riyou/internet.html 

案 内 

冬節電のお願い 
 
今冬の節電対策としては、｢無理のない範囲で、

数値目標を伴わない節電｣が求められています。電

力需給は、予備率３%以上を確保できる見通しで

すが、みなさんの節電行動を見込んだ想定である

ことから、無理のない取り組みをお願いします。 
 
<政府からの節電要請期間> 

 12月2日～3月31日の平日 

 (12月30日～1月3日を除く) 

 午前9時～午後9時の時間帯 
 
<無理のない｢長続きする節電｣を> 

 ・エアコンのフィルターを2週間に1回掃除する 

 ・テレビ画面の輝度を下げる 

 ・電気カーペットは人のいる部分だけを温める 

 ・消費電力の大きい家電の使用が重ならないよ 

  う家事を段取りましょう。(アイロン、電子レ 

  ンジ、ドライヤー、洗濯乾燥機、掃除機) 

 ・高齢者や乳幼児の健康に配慮しましょう。 
 

問 市生活環境課 内線1423 

図書館おはなし会/12月 
～おはなしの花たば～ 
 
◆日時 12月14日(土) 

    午前10時30分～午前11時30分 

    午後2時～午後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 

11月25日～12月１日｢犯罪被害者週間｣ 
 
 犯罪の被害にあわれた方やそのご家族は、犯罪の直

接的な被害を受けるだけでなく、その後も様々な問題

に苦しめられる場合があり、周囲の方々の理解と協力

が必要です。警察では、関係機関と協力しながら、

様々な支援を実施しています。 
 
◆相談窓口 

性犯罪被害相談｢勇気の電話｣  029-301-0278 
 警察安全総合相談センター 

 ♯9110・029-301-9110 
 茨城県犯罪被害者相談窓口 029-301-7830 
 (公社)いばらき被害者支援センター 

 029-232-2736 
 

問 下妻警察署 43-0110 
   警察本部犯罪被害者支援室 

   029-301-0110 

人権イメージ 

キャラクター  

人KENあゆみちゃん 

人KENまもる君 

http://www.lib.shimotsuma.ibaraki.jp/
http://www.lib.shimotsuma.ibaraki.jp/


｢ふれあいパーティ｣開催 
 
<つくば会場> 
◇日時 12月15日(日) 

    午後２時30～５時 

◇場所 イーアスつくば 2Fイーアスホール 

◇対象者 男女とも 20代・30代の方 各20名 

◇参加費 男性4,000円 女性1,000円(当日徴収) 
 
<下妻会場> 

※ハートフルコミュニケーション講座開催 

 (恋愛の達人)講師アレックス小倉氏 

◇日時 12月22日(日) 

    午後１時30分～４時30分 

◇場所 ビアスパークしもつま 

◇対象者 男女とも 30代・40代の方 各20名 

◇参加費 男性4,000円 女性1,000円(当日徴収) 
 
<つくば会場> 

◇日時 12月23日(月) 

    午後１時30分～４時30分 

◇場所 ホテルグランド東雲  

◇対象者 男女とも 20代～40代の方 各50名 

◇参加費 男性5,000円 女性2,000円(当日徴収) 
 
◆申込 随時 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート  
     0280-87-7085  
     E-mail：info@bell-support.net 

県西東部地区青少年育成市町民会議連絡会 

｢指導者講習会(講演会)｣開催 
 
◆日時 12月21日(土) 

    午後1時30分～3時30分 

◆場所  千代川公民館 ホール 

◆演題  ｢みんな おたんじょう おめでとう｣ 

◆講師  シンガーソングライター 

    橋本 昌彦 氏 

◆聴講料  無料 

◆定員 50名(公募分)  

    ※当日先着順、どなたでも参加できます 
 

問 申 県西東部地区青少年育成市町民会議 
     連絡会事務局(市生涯学習課)  

内線2837 

道路工事にご協力を 
  
大町・下木戸地内において道路工事を実施しま

す。工事期間中は片側交互通行等の交通規制を実

施する場合がありますので、皆さんのご理解・ご

協力をお願いします。  
    

◆工事期間   11月下旬～12月下旬 

◆工事箇所  図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市建設課 内線1716 

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。 

・煙、灰、すす、悪臭、有害物質などの発生によ 

 りご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依頼してくだ 

 さい。 
 

問 市生活環境課 内線1422 

下妻市高齢者家族介護支援事業 

｢家族介護教室｣開催 
 
毎日続く介護生活。悩みはたくさんありますね。

ご本人とご家族が、安心して暮らしていくためのヒ

ントを一緒に見つけませんか。 
 
◆日時 12月３日(火)午前10時30分～12時 

◆場所 介護老人保健施設「しろかね」 

◆対象 在宅で認知症高齢者を介護されている 

    ご家族等 

◆参加費 無料 

◆定員 20名 ※定員になり次第締切 

◆内容 ①介護技術 移乗・立ち上がりの基本動作 

    ②福祉用具の使い方、注意点：車いす 

     歩行器、シルバーカー等 
 

問 申 しろかね 30-1811 

案 内 

『下妻市ボランティア監視員』 

を募集します 
 
ボランティア監視員とは、地域で自主的にパト

ロールを実施し、不法投棄等の現場を目撃したり、

不法投棄された廃棄物を発見した場合に、市や警察

へ連絡することで、不法投棄等の早期発見を図りま

す。 

市では、監視員を随時募集しています。ご協力い

ただける方は、生活環境課へご連絡ください。 
 

問 市生活環境課 内線1425・1426 

募 集 

｢お薬手帳｣を活用しましょう 
 
｢お薬手帳｣は、処方された薬の名前や飲む量、回

数、日数などを記録し、携帯するための手帳です。

薬局や医療機関で、お薬手帳に記入してもらいま

しょう。 
  
・お薬手帳を常に携帯するようにしましょう。 

・薬の情報を一元管理するために、１冊のお薬手帳

で管理しましょう。 

・医療機関を受診するときにはお薬手帳を必ず持参

しましょう。 

・救急車を呼んだら、薬手帳を用意しておきましょ

う。 
 

問 茨城県保健福祉部薬務課  

   029-301-3393 

｢各種決算説明会｣開催 
 

税務署では、青色申告決算書および白色収支内訳書

の作成方法や作成に当たっての注意点などについて、

下記のとおり決算説明会を開催しますので、この機会

にぜひご出席ください。なお、説明に必要な書類は会

場にて配付します。 
 

<青色申告決算説明会> 

◆日程  

①12月２日(月)  

結城市民文化センターアクロス(展示室) 

②12月４日(水) 

茨城県県西生涯学習センター(多目的ホール) 

③12月５日(木) 

下妻市立下妻公民館(二階会議室) 

④12月６日(金) 

常総市生涯学習センター(二階研修室) 
 

◆時間 午後２時～４時 

※ご都合のよい会場にお越しください。 
 

<白色収支内訳書作成のための決算説明会> 

①農業所得を有する方 

12月11日(水)午前10時～12時 

下妻市立千代川公民館(ホール) 

②事業所得および不動産所得を有する方 

12月11日(水)午後２時～４時 

下妻市立千代川公民館(ホール) 
  
※開催時間の30分前より受付をおこないます。 

 駐車場に限りがありますので、車での来場はご遠慮 

 ください。 
 

問 下館税務署個人課税部門 24-2121 
※自動音声に従い｢２｣を選択 

｢クリスマス会｣が開催されます 
 
蚕飼地区に整備されたやすらぎの里公園を会場に、

クリスマス会が開催されます。蚕飼地区のまちづくり

を目的とした、住民の方々の手作りのイベントです。 

現在点灯中のイルミネーションと合わせてぜひご家

族皆さんでおいでください。  
 
◆日時 12月８日(日)11時～ 

    ※イルミネーションの点灯期間 

     平成26年1月下旬 午後5時～9時 

◆会場 やすらぎの里公園 

◆内容 ・とん汁の無料配布 

    ・やきそば、フランクフルト等の販売 

    ・映画会 

    ・作品展示会 

    ・クリスマスプレゼント(小学生以下)など     

    ※とん汁、プレゼント等は数に限りがありま 

     す。また、販売品は変更される場合があり 

     ます。 

◆主催 蚕飼地区まちづくり推進委員会 
 

問 リフレこかい 30-0070 

mailto:info@bell-support.net
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肺がんドックについて 
 
 市では、医療機関で肺がんドックを受診

される方に一部助成をしておりますが、定

員にまだ余裕があるため、助成の受診期間

を延長して、引き続き募集します。 

 

◆補助額 受診料の２分の１ 

     (限度額15,000円) 

◆対象者 

 ・下妻市に住民登録をしている方 

 ・受診日に40歳～74歳までの方 

 ・平成26年1月31日までに受診が可能 

  な方 

 ・喫煙指数が助成対象基準の600(１日 

  の喫煙本数×喫煙年数)以上の方 

 ・医療機関で肺がんドックを受診する方 

 ・市税を滞納していない方 

◆助成対象の検診内容 

①CT(コンピュータ断層撮影)を中心と

した胸部レントゲン・喀痰細胞診など

肺がん関連検査が対象になります。 

②健康保険証を利用して受診した場合 

 (治療行為)は、該当になりません。 

◆受付 印鑑、健康保険証を持参し、下妻 

    市保健センター窓口で申し込む。 
 

問 市保健センター 43-1990 

建物の用途を変更・取り壊した場合 

にはご連絡をお願いします 
 
【建物の用途を変更した場合】 

建物の用途を変更した場合は、下記までご連絡ください。

特に、住宅以外の建物を住宅用に用途変更したり、住宅を住

宅以外に用途変更した場合は、住宅用地特例により税額が変

更になる場合があります。 
 

<住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例> 

住宅用地とは、専ら人の居住の用に供する家屋の敷地をい

い、その面積および戸数によって、小規模住宅用地と一般住

宅用地に分けて特例措置が適用されます。(ただし、家屋の床

面積の10倍まで) 

 

 

 

 

 
 
 
 特例措置の対象となる住宅用地の面積は、家屋の敷地の用

に供されている土地の面積に次表の住宅用地の率を乗じて求

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

区分 
固定資産税の

課税標準額 
200㎡以下の住宅用地 
(小規模住宅用地) 価格×１/６ 

200㎡を超える部分の住宅用地 
(一般住宅用地) 価格×１/３ 

家屋 居住部分の割合 
住宅用地

の率 
専用住宅 全部 1.0 

下記以外の併用住宅 
1/4以上1/2未満 0.5 
1/2以上 1.0 

地上５階以上の 

耐火建築物である 

併用住宅 

1/4以上1/2未満 0.5 
1/2以上3/4未満 0.75 
3/4以上 1.0 

【建物を取り壊した場合】 

 年内に建物(車庫や物置を含む)を取り壊した場合、翌年度
から取り壊した建物の分の固定資産税がかからなくなります

ので、下記までご連絡ください。ご連絡後、現地確認にうか

がいます。(来年1月1日以降に、年内におこなった建物の取

り壊しの連絡をいただいた場合、第3者による滅失証明書等

が必要になります)  
 また、建物を新築・増改築した場合には、翌年度の固定資

産税額が変わるため、家屋調査が必要となりますので、ご連

絡ください。 
 

問 市税務課 内線1353～1357 

案 内 

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)の巡回相談もあわせて

受け付けますので、お気軽にお越しくださ

い。 
 
◆日時 12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 

相 談 

『大宝地区歩け歩け大会』参加者募集 
 
 青少年を育てる下妻市民の会大宝支部では、恒例
の歩け歩け大会を次の通り開催します。皆さんの参

加をお待ちしています。 
 
●日時 12月８日(日)午前７時花火合図 

●集合 午前８時15分 

※雨天の場合は12月15日(日) 

●場所 大宝公民館 集合 

●コース 大宝公民館～小貝川ふれあい公園 

     (往復)約７㎞ 
 

問 大宝公民館 43-6884  

案 内 オープンキャンパス 
 
◆日時 12月4日(水)・平成26年1月15日(水) 

    2月12日(水）・26日(水) 

    各日 午後１時受付～３時 

◆実施訓練科 機械システム科、電気工事科 

◆開催コース <体験型コース>事前予約制 

※どちらの科も先着5名 

       <見学型コース>予約の必要なし 
 

問 申 県立筑西産業技術専門学院  
     24-1714 
     chikusansen@pref.ibaraki.lg.jp  

『シニア元気クラブ』参加者募集 
 
●日時 １月９日(木)～３月31日(月) 

     ※上記期間中８回参加してください。 

    １月９日(木)・２月６日(木)・３月13日 

    (木)は全員参加 

午前10時30分～12時 

●場所 ほっとランド・きぬ 

●定員 15名 ※先着順 

●対象 65歳以上の市民で今まで筋力トレーニン 

    グ器械を使用したジム等に参加したことが 

    なく、付き添いがなくても一人で参加でき 

    る、要介護認定を受けていない方 

●内容 体力測定、筋力トレーニング器械を使用し 

    た運動、介護予防の話 

●持参物 汗拭き用タオル、トレーニングシューズ 

     (室内用)、水やお茶等飲み物 

●参加費 保険料360円 

●申込方法 11月28日(木)午前９時より受付しま

す。保険料を添えてお申し込みくださ

い。電話では受付しません。 

      ※運転免許証または健康保険証、印鑑 

       持参 
 

問 申 市介護保険課 内線1532 

募 集 『ボトルイン・ひな祭り講座』 

参加者募集 
～びんの中におひな様を飾ります～ 
 
●日時 平成26年１月 11日・18日 

         ２月１日・15日 

                   ３月１日・15日 全６回 

    土曜日 午前10時～12時 

●場所 下妻市勤労青少年ホーム 集会室 

●受講資格 原則として市内在住・在勤の方 

●定員 10名 ※定員になり次第締切 

●受講料 無料(教材費・材料代など別途負担) 

●申込方法 11月30日(土)～来館または電話で申し 

      込み(午前９時～午後５時) 

      ※休館日(月曜日・祝日の翌日)を除く 
 

問 申 下妻市勤労青少年ホーム 
     43-7423 

２５th・スペシャル 

東京室内管弦楽団「リクエストコンサート」 

～あの名曲 名演を再び～好評発売中!! 
 
｢結婚するって本当ですか｣の大ヒット曲を生んだ

ダ・カーポと茨城が生んだ今活躍中の女性トラン

ペット奏者の班目加奈をゲストに迎え、リクエスト

曲の他に宮崎駿アニメの主題歌をオーケストラと共

に、25周年スペシャル企画下妻オリジナルでお届

けします。 

他のどこでも聴けない心に響く 

サウンドと華やかなステージを 

家族ご一緒にお楽しみください。 
 
◆日時  

 12月７日(土)午後６時30分(開場 午後６時) 

◆場所 下妻市民文化会館 大ホール 

◆入場料 (全席指定) 

☆Ａシングル券 4,500円(4,000円) 

☆Ａペアー券      8,000円(7,000円) 

★Ｂシングル券 4,000円(3,500円) 

★Ｂペアー券    7,000円(6,000円) 

※( )は友の会会員料金 

※未就学児の入場はお断りします。 
 

問 下妻市民文化会館 43-2118 

チケットは 

お早めに！ 

mailto:chikusansen@pref.ibaraki.lg.jp

