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しもつま 広
報 

｢下妻市消防出初式｣を開催します 
 
◆日時 平成26年１月12日(日)午前８時30分～ 

◆場所 第１会場(点検)市役所南側駐車場 

    第２会場(式典)市民文化会館大ホール 

    第３会場(観閲)下妻駅西口通り 

※当日、午前７時にサイレンおよび半鐘を鳴らし

ますので火災と間違わないようお願いします。 
 

問 市消防交通課 内線1435 

使用済農ポリの回収を有料にておこないます 
 
下妻市農業用廃プラスチック適正処理推進協議会で

は、使用済農業用ポリエチレン(農ポリ)の回収を有料で

おこないます。 
 
◆回収日 平成26年１月22日(水)午前９時～午後３時 

◆場所 JA常総ひかり千代川野菜集出荷所  

    43-7626 
◆回収費用 排出者登録料1,000円および20円/kgを 

      回収日に徴収します。 

◆回収できる使用済農ポリの種類 

  ・農業用ポリエチレンフィルム(農ポリ) 

  ・農業用ポリオレフィン系フィルム(農PO) 

  ・農業用酢酸ビニルフィルム(農サクビ) 

  ・育苗箱(キチンと束ねた状態に限る) 

  ・肥料空袋など 

◆回収できなくなったもの  

 畦シート、付織布(パオパオ等)、マイカ線 

◆分別と仕分け 

    ・農ポリ、農PO、農サクビ、肥料空袋ごとに分別 

   梱包してください。 

  ・土砂、作物残さ、留金等の金属、竹片、木片等を 

   除去してください。 

◆適正な荷姿でないもの、異物の混入しているものは 

 回収できませんのでご注意ください。 
 

問 市農政課 内線2622 
JA常総ひかり 千代川地区センター 44-3911 
下妻地区センター(およびJA各支店) 43-1311 

生態系を保護する鳥獣調整 
 
増えすぎた鳥獣から生態系を守るため、銃器に

よる捕獲を実施しています。｢有害鳥獣捕獲｣は、

禁猟区であっても許可を得た範囲で実施する事業

なので、違法な狩猟と間違えないようご理解とご

協力をお願いします。 
 
◆対象 生態系に被害を与えるカラス等 

◆協力 地域の猟友会等許可を得た駆除隊 
 

問 市生活環境課 内線1423 

猫が周りに迷惑をかけていませんか 
 

<愛猫は室内で飼いましょう> 

自由気ままだからといって猫を外へ出すことは、

ふん尿やいたずらで周りの迷惑となり、近所トラ

ブルの原因になります。近所への気遣いのため

｢猫は室内飼養｣をお願いします。 
 

<のら猫にえさをやらないで> 

のら猫にエサをやっている人は『飼い主』とみな

され、無計画に増える猫によるいたずらの責任を

負わなくてはなりません。室内で飼えない猫には

えさをやらないでください。 
 

問 市生活環境課 内線1423・1424 

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お

こなう自治区に対して補助金を交付します。 
 
◆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回限りとする 

◆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 

ＰＭ2.5注意喚起方法の一部変更～茨城県～ 
 
これまで、微小粒子状物質｢PM2.5｣注意喚起を実施

する場合の判断は、早朝１回としておりましたが、12

月3日より早朝と正午過ぎの２回判断することとなりま

した。 
 
県が注意喚起情報を出す場合の判断基準と実施の時刻 

(1)各測定局の午前5～7時の３時間の濃度の平均値が、 

  １か所でも85μg/m3を超えたとき 

 → 午前８時を目途に注意喚起 

(2)各測定局の午前5時～正午の8時間の濃度の平均値 

  が、１か所でも80μg/m3を超えたとき 

  → 午後１時を目途に注意喚起 

 県では県内の測定局の測定値が(1)(2)いずれかの基準 

 に該当した場合、PM2.5注意喚起情報を出します。 
 
◆自動メール配信：茨城県環境対策課ホームページの配 

         信登録画面にアクセス 

         (登録は無料、通信費は利用者負担) 

◆測定結果の公表：茨城県環境対策課ホームページ掲載 
  

問 市生活環境課 内線1422 
県環境対策課 029-301-2961 
※健康相談は県常総保健所 0297-22-1351 

下妻市高齢者家族介護支援事業 

｢家族介護教室｣開催 
 
 高齢者を介護しているご家族やこれから高齢者の介

護をされる予定のある皆さんなどを対象に、介護に役

立つコツや知識をお伝えする教室を開催します。 
 
◆日時 平成26年1月19日(日) 

    午前10時30分～12時30分 

◆場所 特別養護老人ホーム ラポールしもつま 

◆対象者 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高齢者のお口の健康について(口腔ケア) 

     歯科衛生士 

    ②介護者同士の交流会 

     お食事をしながら気軽におしゃべりしま 

     しょう。 

     ※お弁当を用意します(自己負担なし) 
 

問 申 特別養護老人ホーム ラポールしもつま  
     44-7300 

『霞ヶ浦圏域河川整備計画 

へのご意見』募集 
 
霞ヶ浦圏域の県が管理している河川を対象

に、洪水対策に関すること(治水)、農業用水な

どの河川水の利用に関すること(利水)、河川環

境の保全に関すること(環境)などについて河川

整備計画を作成しています。計画に地域の皆さ

んのご意見を反映させるため、計画の原案を公

表していますので、ご覧のうえ、ご意見をお聞

かせください。 
 
●縦覧期間 ２月14日(金)～28日(金) 

      (土・日曜日、祝日は除く) 

●縦覧場所 市役所建設課、土浦土木事務所、 

      筑西土木事務所 

※縦覧期間中は、県ホームページ｢河川課ホーム 

 ページ｣でも原案がご覧になれます。 
 

問 市建設課 内線1712 
 土浦土木事務所 河川整備課 

 029-822-4345 
   筑西土木事務所 河川整備課  

   24-9275 

ひとり親家庭の平成26年度 

小学校新入学児童に入学祝品を贈呈します 
 
(社福)茨城県母子寡婦福祉連合会から、ひとり親

家庭(母子家庭、父子家庭)の新入学児童に入学祝品

(学用品)を差し上げます。該当する児童を持つひと

り親家庭で祝品を希望される保護者の方は、市子育

て支援課へお子さんの氏名・性別・生年月日・保護

者名・住所を平成26年1月31日(金)までにお申し

込みください。 
 

申 市子育て支援課 内線1595 
 

問 茨城県母子寡婦福祉連合会 

   029-221-7505 

｢青少年健全育成市民大会｣開催 
  

  今年度は、善行青少年表彰、少年の主張発表の他、ア

テネ、北京、ロンドン五輪競歩日本代表選手 川﨑真裕

美選手、川﨑選手を指導した鈴木理弘氏を講師にお招き

します。皆さんのご参加をお待ちしています。 
 
◆日時 平成26年１月26日(日) 

    午後２時～(受付 午後１時30分～) 

◆会場 下妻市立千代川公民館 １階 ホール 

    44-3141 
◆内容 (１)善行青少年発表・表彰 

    (２)少年の主張発表 

    (３)講演会 

       講師 川﨑 真裕美 氏 

          (アテネ、北京、ロンドン五輪競歩日 

                          本代表) 

          鈴木 理弘 氏 

                     (川崎真裕美選手の指導者・茨城陸上 

                          競技協会強化委員長) 
 

問 市生涯学習課 内線2837 

案 内 

案 内 

募 集 



『嘱託職員』募集 
  
●業務内容  

 シルバー人材センター事業に係る事務処理等 

●雇用期間  

 平成26年４月１日～平成27年３月31日 

 (勤務良好の場合延長あり) 

●採用人数  

 １名 

●応募資格  

 ①平成26年３月31日現在で満30歳以上～満60 

  歳以下の者。 

 ②下妻市、八千代町に住民登録を有する者。 

  (平成25年12月１日現在) 

 ③普通自動車免許取得者、パソコン操作のできる

者(ワード、エクセル等) 

 ※次のいずれかに該当する人は受験できません。 

  ・成年被後見人または被保佐人 

  ・禁固以上に処せられ、その執行を終わるまで

またはその執行を受けることがなくなるまで

の者 

  ・日本国憲法またはその下に成立した政府を暴

力で破壊することを主張する政党その他の団

体を結成し、またはこれに加入した者 

●就業時間  

 月曜日～金曜日(祝日は除く) 

 午前８時30分～午後５時15分 

●給与等  

 シルバー人材センター給与規程による 

 (社会保険完備) 

 ・60歳未満 176,200円 

 ・60歳以上 136,000円 

●応募方法  

 必要書類をシルバー人材センター事務局に提出 

 ・受験申込書(所定の様式、自筆、写真添付) 

 ・履歴書(所定の様式、自筆、写真添付) 

 ※申込用紙はシルバー人材センター事務局で配布 

●受付期間 平成26年１月６日(月)～24日(金) 

●面接試験日 申込者に対し連絡します。 
 

問 申 下妻地方広域シルバー人材センター 
     44-3198 

 12月1日に民生委員の改選があり、82名の民生委員が厚生労働大臣より委嘱されました。民生委員は、児童委員も兼ねています。生活のこと、お子さんのことなど

でご心配なことがありましたらご相談ください。  

民生委員・児童委員について 

   

 
 

番号 氏名 住所 電話番号 地区担当  番号 氏名 住所 電話番号 地区担当 

1 番澤 幸治 下妻乙212-2 44-1954 陣屋・旭  42 本橋 トヨ子 桐ケ瀬103 44-4662 桐ヶ瀬 

2 程塚 節子 下妻乙232 44-2651 栗山  43 関 誠 赤須469 43-0706 赤須・前河原(ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ) 
3 勝村 かつ 下妻乙88-2 44-3388 西町  44 大島 ヒロ子 前河原910-2 44-5262 前河原元組合・前河原(ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ) 

4 落合 繁治郎 下妻乙39 44-5339 坂本・相原山・坂本新田 

大木新田  45 須藤 美津子 半谷492-8 44-2835 半谷 

5 大塚 宏 本城町1-43 43-7756 本城町  46 増田 忠 半谷773-33 43-6800 半谷・南原 

6 野手 久美子 下妻乙934-1 43-2600 上宿・本宿  47 栗島 みち 大木743 43-0945 大木 

7 矢中 守高 下妻乙614 44-3752 小野子  48 塚田 登 大木413-2 43-0631 大木 

8 小出 寛一 下妻丙95-5 44-2629 大町  49 斉藤 森一 小島36 44-5380 小島･小島香取 

9 矢島 しづ子 下妻丙61 44-5655 大町  50 稲川 尚武 小島1051-2 44-5829 石堂･新堀 

10 齋藤 賢 下妻乙408 44-5581 峰  51 若 博 小島1107-2 44-5274 石堂 

11 清水 一郎 下妻丁183-6 44-4141 新町・三道地・砂沼新田  52 寺田 良雄 二本紀612-1 43-2455 二本紀 

12 沼尻 俊子 下妻丁240-1 44-3013 上町  53 坂野 徹 中居指225 44-1170 今泉･中居指 

13 鯨井 登美子 下妻丁250-1 43-0457 仲町・横町・下町・浦町  54 吉田 豊子 古沢140-16 44-2890 古沢･袋畑 

14 田﨑 よしい 下妻戊47-1 44-5665 下子町・不動宿  55 黒川 玲 今泉68-6 44-3058 主任児童委員(下妻中学校区) 

15 宮本 一志 下妻戊388-7 44-4488 田町・新屋敷  56 山中 宗治 加養3354 44-1090 加養･新堀 

16 岩上 照代 砂沼新田29 44-2254 主任児童委員(下妻中学校区)  57 相島 勝美 樋橋281 44-1886 樋橋･亀崎 

17 藤倉 敬子 長塚145-3 44-3760 長塚（東）   58 河田 元之 加養3438 44-1759 肘谷・加養(第1･2) 
18 吉川 勝 長塚260-1 44-3453 長塚（中）   59 中久喜 幸夫 山尻400-2 44-4383 山尻･谷田部･柳原 

19 生井 よし 長塚486-7 44-3156 長塚（西）   60 神郡 礼子 高道祖4491 43-7156 本田 

20 荒川 敬子 石の宮31-1 44-4088 石の宮  61 長谷川 忠 高道祖4646-3 43-1318 原・雇用促進住宅 

21 中山 義光 大宝641 44-2752 大宝  62 石浜 貞夫 高道祖4630 43-6955 新町･柏山 

22 小野沢 次夫 北大宝51 44-5809 北大宝  63 平石 豊一 高道祖4348 43-7507 中台 

23 松本 みえ子 坂井146 43-0143 坂井・比毛  64 杉山 明 高道祖3865-2 43-7474 小渡・桜塚・東原 

24 串田 よしの 堀篭1399 43-6522 堀籠  65 小島 生子 宗道98 43-5320 宗道西・東1 
25 斉藤 勉 平沼174 44-3061 大串・平沼  66 大山 正文 原536-2 44-4812 宗道東2,3 
26 小寺 香代子 横根171 44-1326 横根・平川戸  67 菊地 静男 皆葉1753-2 43-2692 皆葉西 

27 篠﨑 明 福田2174-68 44-5675 福田  68 内田 哲夫 本宗道44-2 43-5438 本宗道・鬼怒 

28 平井 美枝子 下木戸438-1 44-4747 下木戸  69 渡辺 敏夫 五箇257-2 43-4637 五箇 

29 栗原 友子 下木戸443-3 44-5776 下木戸  70 内田 貞夫 田下13-2 44-3823 田下・下栗 

30 野尻 裕子 北大宝1098 44-2737 主任児童委員(東部中学校区)  71 石野 正樹 原910 43-5247 原 

31 廣瀬 好一 若柳339-1 44-5009 東宿・下宿・久目・下宮  72 湯本 貞夫 別府16-8 44-3685 別府 

32 相澤 清 若柳丙322-5 43-6241 福代地・西宿・上宿  73 小濱 浩一 大園木5 43-4314 砂子 

33 斉藤 敏雄 若柳甲520-1 43-3983 神明・牧本・本田  74 鈴木 徹 大園木189-3 43-3295 亀崎・大園木 

34 深谷 榮 下田173-1 44-5590 貝越・下田・筑波島  75 渡辺 利夫 皆葉1214-4 44-3060 皆葉東 

35 中山 一 数須173-2 44-1500 数須･中郷･宇坪谷  76 人見 政芳 鎌庭1667 43-4946 鎌庭西・東 

36 塚田 秀子 黒駒1178 43-0469 黒駒・柴  77 中島 栄子 唐崎863 43-5741 見田・唐崎・長萱・伊古立 

37 飯村 正 黒駒1128-5 43-0534 黒駒・促進住宅・半谷  78 安田 勝 鯨930 43-5502 鯨 

38 保科 敬子 江1582-3 43-2830 江  79 張替 久美子 鎌庭375-8 44-7013 鎌庭新宿 

39 山中 勝江 江1559 43-0764 江  80 鈴木 清一 村岡1012 43-4924 村岡 

40 中村 まさ子 平方195-1 44-4756 平方  81 大月 忠夫 原1696-2 43-7466 羽子 

41 鈴川 美智子 尻手136-2 43-0625 尻手・渋井・黒駒川岸  82 渡辺 和江 下栗677-2 43-5420 主任児童委員(千代川中学校区) 

問 市福祉課 内線1585 

『学院生』募集 
 
●出願期間 12月24日(火)～１月24日(金) 

●試験日 平成26年１月31日(金) 

●合格発表日 ２月４日(火) 

●募集訓練科 機械システム科・電気工事科 

       溶接科 

 

問 県立筑西産業技術専門学院 24-1714 

案 内 募 集 
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茨城県健康福祉祭 

『わくわく美術展』作品募集 
 
●期間 平成26年2月22日(土)～28日(金) 

●出品資格 60歳以上(昭和30年4月1日以前に 

      生まれた人)で県内在住のアマチュア 

●出品作品 日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真の 

      6部門(出展数は、部門を問わず1人1点) 

●出展料 2,000円 

※茨城わくわくセンター事業推進サポー 

 ター(個人サポーター)は無料。 

●申込方法 平成26年１月9日(木)～15日(水)まで 

      の期間に(土日・祝日を除く)市役所介護 

      保険課へ出展料を添えて作品をお持ちく 

      ださい。 

※出品の規格があります。詳しくは、お 

 問い合わせください。 
 

問 市介護保険課 内線1538 
茨城わくわくセンター 029-243-8989 

｢図書館映画｣を開催します 
 
<ライブラリーシアター> 

◇日時 １月18日(土)・21日(火)午後２時～ 

◇上映作品 阪神・淡路大震災15年特別企画 

      ｢その街のこども｣ 
 
<子ども映画会> 

◇日時 １月25日(土）午後２時から 

◇上映作品 ミッキーマウス 

      (ミッキーのお化け退治 他) 
 
◆場所 市立図書館 映像ホール 
 

問   市立図書館 43-8811 

もう｢ひと花｣さかそう  

｢女性のための健康セミナー｣ 

を開催します 
 
◆日時 平成26年１月27日(月) 

    午前10時～12時(受付 9時30分～) 

◆会場 下妻市保健センター 

◆内容 ・女性と骨そしょう症について 

    ・コツコツ貯めよう！カルシウム 

    ・ヨガ 

     講師 増田 絢子 氏(ヨガインストラクター) 

◆対象者 下妻市在住の女性 

◆持参するもの タオル、飲み物、お持ちの方は 

        ヨガマット 

        ※動きやすい服装でご参加くだ 

         さい。 

◆定員 30名 ※定員になり次第締切 

◆申込期限  12月25日(水)～平成26年1月22日(水) 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

高血圧が気になる方へ  
 
高血圧がテーマの健康講座です。高血圧からおこる

脳卒中や心疾患などの合併症、また高血圧の予防方法

をお話します。なお当日は、適塩みそ汁の試飲があり

ます。ご自宅のみそ汁と飲み比べてみましょう。 
 
◆日時 平成26年１月20日(月) 

午後１時30分～3時(受付 午後１時～) 

◆会場 下妻市保健センター 

◆講師 常総保健所所長 本多 めぐみ 氏 

◆参加料 無料 

◆対象 下妻市在住の方 

◆募集人数 50名 ※定員になり次第締切 

◆申込期間 12月25日(水)～平成26年1月16日(木) 

<希望の方は①～③をおこないます> 

 ①血圧測定 

 ②ご自宅のみそ汁の塩分濃度の測定(みそ汁を50㏄ 

  (具はなし)ご持参ください) 

 ③推定一日尿中食塩量をみる尿検査(当日、保健セ 

  ンターにて採尿していただきます) 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

「かるた大会」を開催します 
 
市立図書館では｢すくすく育て いばらきっ子かる

た｣を使った｢かるた大会｣を開催します。参加賞もあ

りますので、皆さんの参加をお待ちしています。 
 
◆日時 平成26年1月12日(日) 

◆時間 午前10時30分～ 

◆場所 図書館2階ギャラリー 

◆対象 5歳～小学生まで 

◆申込方法 図書館カウンターまたは電話で申し込ん 

      でください。 

◆年末年始の休館 12月28日～1月4日 
 

問 市立図書館 43-8811 

『ヨガを楽しむ会』参加者募集 
           
 血流が良くなり、肩こり・腰痛・冷え性の治療に

効果的です。ストレス解消や癒しに最適です。ヨガ

を楽しみながら病気知らずの身体と心をつくりま

しょう。 
 

●日時 １月10日(金)～月２回(第２・４金曜日) 

午後２時～３時30分 

(期間は３ケ月間：希望により継続実施) 

●場所 高道祖市民センター 

●参加費 会員１人1,000円 

     一般１人1,500円(３ケ月６回分) 

●定員 40名 ※定員になり次第締切 

●対象 どなたでも可。初心者大歓迎 

●申込方法 電話にて申込み、教室初日に参加費 

  をお支払いください。 
 

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2832 

Part.2 

『季節のハイキング』参加者募集 
 
新春の宝篋山に登ろう 

●日時 平成26年1月26日(日) 

    午前８時30分出発 

●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1,800円 

非会員  １人2,300円 

     (共にバス代、雑費、保険料等含む) 

●定員 40名 ※定員になり次第締切 

●対象 付き添いなく１人でハイキングのできる方 

●申込方法 会費を添えて生涯学習課へお申し込み 

      ください。 

●態度決定 午前６時、各自サンドレイククラブに 

      確認 
 

問 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 
※当日問合せは、サンドレイククラブへ。 

Part.1 図書館おはなし会/１月 
      ～おはなしの花たば～ 
 
◇日時 １月11日(土)午前10時30分～11時30分 

           午後2時～3時 

Part.2 あかちゃんのためのおはなし会 
 

◇日時 １月15日(水)午前11時～11時30分 

◇対象 0～2歳児(保護者同伴) 
 
◆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 

Part.1 

『親子スキーツアー』参加者募集 
 
●日時 平成26年２月22日(土)雨天決行 

午前５時出発、午後６時帰着予定 

●集合場所 市総合体育館北側駐車場 

●会場 会津高原 だいくらスキー場 

●参加費 大人  4,000円/1人 

     中学生 3,000円/1人 

     小学生 2,500円/1人 

     (リフト券、用具等レンタルは別料金) 

●定員 40名 ※定員になり次第締切 

●申込方法 会費を添えて生涯学習課へお申し込みく 

      ださい。お申し込みの際には、印鑑が必 

      要です。 

※申込書は、本庁舎総合案内および千代川庁舎生涯学 

 習課にあります。市ホームページからもダウンロー 

 ドできます。 

冬に流行する感染症  

インフルエンザ予防について 
 

インフルエンザは、咳やくしゃみに含まれるウイル

スを吸い込んだり、ウイルスがついている手で口や鼻

に触れることで感染します。インフルエンザの予防に

は皆さんの｢かからない｣｢うつさない｣という対策がと

ても大切です。 
 

対策１：咳エチケット 咳やくしゃみをする時は、ハ 

    ンカチやティッシュで口と鼻を覆い、他の人 

    から顔をそむけましょう。咳やくしゃみがで 

    るときは、マスクをしましょう。 

対策２：手洗い 感染症予防の基本は手洗いです。外 

    出後は、手洗い・うがいをする習慣をつけま 

    しょう。 

対策３：十分な休養と栄養 体力や抵抗力を高めま 

    しょう。  

対策４：予防接種 ワクチンを受けることで、重症化 

    を予防することができます。 
 

問 市保健センター 43-1990 

案 内 

案 内 

案 内 

募 集 

募 集 



生ごみをもうひとしぼり 
 
生ごみの約80％が水分といわれており、もうひと

しぼりすると、生ごみのイヤな臭いの防止や、大幅な

ごみの減量化につながり、また、より少ないエネル

ギーでごみを処理することができます。 
 
※水分が多くしぼりにくいものは、日当たりの良い場 

 所に｢天日干し｣や一晩置いておくだけで、かなりの 

 水分を取り除くことができます。 

※空き缶やペットボトルなどを押しつけて水切りする 

 ことで、直接触れずに生ごみをひと絞りできます。  
 

問 市生活環境課 内線1425・1426 

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｣には記載されておりま 

 せん。 

※1月4日以降は｢ごみ収集カレンダー｣どおりの 

 収集となります。 
  

問 市生活環境課 内線1425・1426 

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) 

年末年始の 

ごみの直接搬入・し尿処理について 
 
<クリーンポート・きぬへのごみの直接搬入について> 

・年末年始は混雑が予想されますので、早めに搬入 

 してください。 

・可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみは必ず分別してく 

 ださい。 

・ごみ搬入時の車両は構内渋滞および事故防止の為 

 2ｔ車までとし、必ずシート等をかけてください。 
 

問 クリーンポート・きぬ 43-8822  
 
<汲み取り(し尿)について> 

年末は、汲み取り(特に浄化槽)の依頼が集中し、応 

じきれない場合もありますので早めに許可業者に 

依頼してください。 
 
◆し尿の受入業務休止期間 

 12月27日(金)午後3時～平成26年1月5日(日) 

  

問 し尿処理施設 城山公苑 0297-43-7221  

搬入できる日 搬入時間 搬入できるごみ 

12月29日(日) 

    まで 
午前9時～12時 

午後1時～4時30分 

可燃ごみ 

不燃ごみ 

粗大ごみ 

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)から通常どおり搬入できます。 

｢子育てに関する講演会｣開催 
 
｢心を育てる抱っこ法｣ 

乳幼児期～入学前までの子どもと、どうつきあう? 

叱り方・しつけとは?子どもの心がわかる方法と

は?? 
 
◆日時 1月15日(水)午前10時～12時 

◆場所 筑西市関城老人福祉センター 

◆講師 西川 みゆき 氏 

◆参加費 500円/組(子連れ可)※要予約 
 

問 申 ののはな自然育児の会(清藤)  
     090-9304-8409  

E-mail：nonohana-shizenikuji 

    @mail.goo.ne.jp 

HP：http://sky.geocities.jp/ 

   nonohana_shizenikuji/ 

Ｐａｒｔ．１｢出張相談会｣を開催します 
 
就労に向けた意欲を持ちながら悩みや不安を持っ

た若者の相談会を開催します。 
 

◇日時 1月23日(木)・2月27日(木)午後2時～4時 

◇対象 15歳～39歳の若者または保護者・関係者 
 

Ｐａｒｔ．２｢勉強会｣を開催します 
 
 社会に出るための基礎的な学力の定着、事情によ

り不足している教科の学び直し、高卒認定試験の資

格を取りたい…そんな若者に勉強を教えます。 
 
◇日時 午後２時～４時 

    平成26年１月10日(金)・17日(金) 

            24日(金)・31日(金) 

                  ２月 ７日(金)・14日(金) 

                                21日(金)・28日(金) 

◇対象 15～39歳までの若者 
 
◆場所 勤労青少年ホーム 

◆費用 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 54-601  

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 

道路工事にご協力ください 
 
堀篭(千勝神社付近)地内において、道路横断暗渠工

事を全面通行止めにより実施します。 

工事期間中は大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理

解、ご協力をよろしくお願いします。 
 
◆工事期間 平成26年１月６日～２月20日 

◆工事箇所 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 茨城県県西農林事務所 土地改良部門 工務課 

24-9245 

125 

通行止箇所 

迂回路 

千勝神社 
294 

安全施設(ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ)改修工事に 

ご協力をお願いします 
 
 若柳・北大宝地内において、安全施設(ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ)改修

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 平成26年１月上旬～２月下旬 

◆工事箇所 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

問 市農政課 内線2617 

自動車整備科・板金科 

『一般入学選考試験』追加募集 
 
●定員 自動車整備科３名・板金科９名 

●提出書類 入学願書・調査書 

●提出先・試験場所 県立古河産業技術専門学院 

 ※自動車整備科は、申し込み時に入学者選考試験 

  手数料2,200円(茨城県収入証紙)が必要となり 

  ます。 

 ※追加選考試験(第１回)で定員が充足すれば、追 

  加選考試験(第２回)は実施しません。 
 

問 古河産業技術専門学院 0280-76-0049 

試験区分 追加選考試験 第１回 

応募資格 

自動車整備科 板金科 
高等学校を卒

業した者 

(見込み含む) 

中学校または高等

学校を卒業した者 

(見込み含む) 

受付期間 
11月25日(月) 

 ～平成26年1月15日(水) 
試験日 平成26年1月17日(金) 
選考内容 筆記試験(国語・数学)、面接選考   
合格発表 平成26年1月24日(金) 
入学手続期間 平成26年1月27日(月)～2月7日(金) 

追加選考試験 第２回 
自動車整備科 板金科 
高等学校を卒業

した者 

(見込み含む) 

中学校または高

等学校を卒業し

た者(見込み含む) 
平成26年2月10日(月)～19日(水) 

平成26年2月21日(金) 

平成26年2月28日(金) 
平成26年3月3日(月)～3月14日(金) 

筆記試験(国語・数学)、面接選考   

試験区分 

応募資格 

受付期間 
試験日 
選考内容 
合格発表 
入学手続期間 

案 内 

募 集 

http://sky.geocities.jp/

