
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 

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大規模半壊、半壊もしくは一部損壊と証明された 

 被災住宅または復旧を必要とする被災宅地を所有 

 する方。ただし、被災住宅を解体して、被災者生 

 活再建支援金の上限額を受給する方を除く。 

②上記にかかる費用を金融機関(消費者金融等を 

 除く)から平成27年3月31日までに借り入れた方 

③下妻市内に住所を有する方 

④世帯員全員が市税を完納している方 

◆助成額 年利1％に相当する額(1％未満の場合はそ

の利率) 

  ※毎月の融資残高より算出します 

◆対象融資限度額 住宅復旧のみ 年額640万円 

         宅地復旧のみ 年額390万円 

         住宅復旧＋宅地復旧  

                年額1030万円 

◆助成期間 60ヵ月以内 

◆申請期限 平成27年12月28日まで 

◆必要書類 ・借入契約書の写し 

・償還表または返済予定表の写し 

・住宅等および住宅敷地復旧に係る契約 

   書の写し 

・復旧工事の着手または完了を証明する 

 書類 

・住宅等の復旧内容が分かる書類(見積 

 書、図面等) 

※上記の他にも書類が必要な場合あり 

◎申請を希望する場合は、ご連絡ください。 
 

問 申 市民協働課 内線1313 
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しもつま 広
報 

『下妻市制施行60周年記念イベント』参加者募集  
 
市は、昭和29年に市制を施行し、平成26年6月1日に市制施行60周年の節目を迎えます。6月1日(日)の記

念イベント(入場無料)に参加を希望する方は、往復はがき、もしくは電子メールにて申し込みください。 

 

  <記念イベント①> 

  式典 ｢土屋アンナ」トークショー 

 ○日時 6月1日(日)午後０時30分～3時 

 ○会場 下妻市民文化会館・大ホール 

 ○定員 抽選で300人 

 ○対象 市内在住者のみ 

 ○内容 式典：市長式辞ほか 

   ・市制60周年記念下妻市PR映像 

       ・下妻発ご当地アイドル｢しもんchu｣ 

        ミニコンサート 

       ・｢土屋アンナ｣トークショー 

 

●応募方法 

往復はがき、もしくは下記の電子メールアドレス宛てに、郵便番号、住所、氏名、年齢、職業(学校名)、電話

番号を記入のうえ、5月1日(木)までにお申し込みください。 

往復はがき1枚、電子メール1通につき2人まで入場できます。申込代表者以外は、参加希望者の氏名、年齢

を必ず記入してください。申込者多数の場合は、厳正な抽選により決定します。 
 
◎｢往復はがき」の場合 

往信おもての宛先に『式典』または『コンサート』 

のいずれかを明記してください。1通の往復はがき 

で、同時に2つの記念イベントには申し込みできま 

せん。両イベントに参加希望の場合、1イベントに 

つき1通の往復はがきでお申込みください。 

(5月1日消印有効) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市秘書課 内線1212 

 <記念イベント②> 

コンサート ｢寺内タケシとブルージーンズ｣ 

      青春へのメッセージ・コンサート 

○日時 6月1日(日)午後3時30分～5時 

○会場 下妻市総合体育館・競技室 

○定員 抽選で400人 

○対象 市内在住者のみ  

    ※市内中学生は学校招待のため除く 

○内容 エレキギター音楽・誕生時・ヒット 

    メドレー、2000年代J-POPより  

    ボーカル/岩澤あゆみ、寺内十八番より 

◎｢電子メール｣の場合 

 両イベントに参加希望の場合は、各メール 

 アドレスにお申し込みください。 

 

①式典：anna60@city.shimotsuma.lg.jp 

②コンサート：tera60@city.shimotsuma.lg.jp 

 

※乳幼児のご入場はご遠慮ください。 

 (当選者の座席指定区域あり) 

往復はがきの記入例 

『大好き いばらき  

ネットワーカーしもつま』  

会員募集 
 
ネットワーカーしもつま 

では、活力と魅力あふれる 

｢下妻づくり｣とやさしさと 

ふれあいのある｢茨城づく 

り｣に関心があり、共に活動していただける会員を

募集しています。体験入会も受け付けていますの

でお気軽にご連絡ください。 
 
●応募資格 下妻市内に居住している20歳以上の 

      地域づくりに関心のある方 

●活動内容 地域イベントへの協力参加、ポケッ

トパーク(鬼怒川大形橋沿い)の定期

清掃および除草作業など 

●申込方法 入会を希望される方、興味をお持ち 

      の方は下記までご連絡ください。 

      ※申込みは随時募集します。 

※｢大好きいばらき｣については、ホームページを 

 ご覧ください。 

http://www.daisuki-ibaraki.jp/ 
 

問 申 市民協働課 内線1314 

５月は｢赤十字運動月間｣です 
 

日本赤十字社は、世界189カ国に組織され

る赤十字・赤新月社の一員として、民族紛争の

犠牲者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

法などの講習会の開催や、奉仕団活動の支援、

青少年の育成、医療事業、血液事業などに取り

組んでいます。 

東日本大震災や一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、皆さんからお寄

せいただいた活動資金(寄附)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、年額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 

案 内 

案 内 

募 集 

募 集 

募 集 

『下妻市民ゴルフ大会』参加者募集 
 
●日時 ５月29日(木) 

●場所 アジア下館カントリークラブ  

●参加費 3,000円(昼食、１ドリンク込) 

その他プレー費として当日6,000円 

●募集人員 下妻市在住、在勤者または下妻アマチュ 

      ア連盟登録ゴルフ会に所属されている方 

●申込期限 ５月１日(木)～14日(水) 

●申込方法 参加費を持参のうえ、下記まで申込みく 

      ださい。 

●その他 競技方法・競技区分については、お問い合 

     わせください。 
 

申  市生涯学習課(千代川庁舎) 内線2833 
 

問  市アマチュアゴルフ連盟(稲葉) 090-8682-0677  

mailto:anna60@city.shimotsuma.lg.jp
mailto:tera60@city.shimotsuma.lg.jp
http://www.daisuki-ibaraki.jp/


◆出前講座とは 

市民の生涯学習意識の高揚とまちづくりの振

興を図るため、市役所の各課の職員が身につ

けた専門知識を、無料で研修会や学習の場に

お届けするものです。 

◆利用対象者 

 原則、市内在住・在勤・在学する10人以上の

市民グループ 

◆開催日時 

 祝日・年末年始を除く午前10時～午後９時 

(土・日は午後５時まで) 

１回２時間以内 ※一部講座を除く 

◆開催場所 

市内の公共施設や民間の施設等。なお、会場

は主催者がご用意ください。 

◆費用 

 無料(教材費・材料費が必要な場合あり) 

◆申込方法 

 受講を希望する日の20日前までに所定の申込

用紙に記入のうえ、生涯学習課または講座担

当課へ提出してください。 

 なお、担当課の業務や講師となる職員の都合

で、日時などの調整が必要な場合があります

ので事前にお問い合わせください。 

◆申込みできない場合 

・公の秩序を乱し、または善良な風俗を阻害 

 するおそれのあるとき 

・政治、宗教または営利を目的とした催し等 

 をおこなうおそれのあるとき 

・｢下妻市活き活き出前講座｣の目的に反する 

 とき 

◆お願い 

・時間内で終わるようお願いします。 

・その場で、ご説明できない内容がある場合

には、ご了承ください。 

・各課が担当する業務の説明に関する質疑や

意見交換は可能ですが、苦情などを言う場で

はありませんのでご理解ください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

『下妻市活き活き出前講座』を 

申し込んでみよう！ 
 

①メニューから講座を選ぶ 
市政全般から身近なくらしの内容まで、いろい

ろな講座をご用意しています。｢下妻市活き活

き出前講座メニュー｣から、希望する講座を選

びましょう。 

 

 

②申込内容の確認・日程調整 
希望する講座担当課にお問合せいただき、講座

内容および日程の調整をお願いします。 

 (市役所代表番号) 43-2111 
 

 

 

③出前講座を申し込む 
出前講座利用申込書に必要事項を記入のうえ、

出前講座を希望する20日前までに生涯学習課

または講座担当課まで申し込んでください。 

開催場所は、申込者がご用意ください。 

 

 

 

④出前講座の講師派遣決定通知書の送付 
講師派遣決定通知書を申込者に送付しますの

で、内容をご確認ください。 

 

 

 

⑤出前講座の開催 
職員を派遣し、申し込まれた講座の内容につい

て分かりやすくお話します。 

 

 

 

⑥出前講座受講結果報告書の提出 
今後の講座内容のあり方についての参考とさせ

ていただきますので、講座終了後、受講結果報

告書を生涯学習課または講座担当課へご提出く

ださい。 

 
※出前講座の詳しい資料(メニュー表・申込用紙)

は、下妻庁舎(総合案内)、千代川庁舎(くらしの窓

口課・生涯学習課)および公民館(各市民センター)

にあります。 

《 下妻市活き活き出前講座メニュー 》 

№ 講座名 担当部署 

１ 介護保険のしくみについて 

介護保険課 

２ げんき！はつらつ！介護予防講座 

３ シルバーリハビリ体操 

４ 認知症サポーター養成講座 

５ 高齢福祉サービスについて 

６ 
健康講座 ～小児編～ 

こころもからだも元気になろう！ 

保健センター 

７ 
健康講座 ～成人編～ 

生活習慣病予防について 

８ 感染症予防について 

９ 脱メタボ！ 

10 がん予防について 

11 食育講座～合言葉はしもつま～ 

12 生活保護について 
福祉課 

13 障害者福祉サービス 

14 人権教室 人権推進室 

15 
子ども・家庭支援 

～児童相談の現場から～ 
子育て支援課 

16 児童福祉あれこれ 

17 保育所ってどんなとこ？ 

18 社協ってどんなとこ？ 
社会福祉協議会 

44-0142 
19 もっと気軽にボランティア 

20 もう一つの目線から街を見てみよう 

21 国民健康保険のしくみ 

保険年金課 
22 国民年金のしくみ 

23 後期高齢者医療制度のしくみ 

24 医療福祉(マル福)制度のしくみ 

25 エコライフ わが家の環境家計簿 

生活環境課 
26 犬の飼い方 

27 
ごみの分別・出し方  

～マナーを守ってきれいなまちづくり～ 

28 道路とくらし 
建設課 

29 生活道路が整備されるまで 

30 
公園のはなし 

～使おう！守ろう！みんなの公園～ 
都市整備課 

31 水洗化で快適生活 

上下水道課 

44-5311 
32 

知っていますか？ 

下水道ができるまで 

33 水道水はどうつくられるの？ 

№ 講座名 担当部署 

34 図書館の便利な使い方 
図 書 館  

43-8811 

35 悪質商法にあわないために 

産業振興課 

36 IT被害にあわないために 

37 
高齢者や障害者を消費者 

トラブルから守ろう 

38 知っておきたい日常生活の「契約」 

39 くらしの中の事故注意情報 

40 
知っていますか？ 

あなたの市・県民税 
税務課 

41 
知っていますか？ 

固定資産税課税の仕組み 

42 
市税の納付方法と 

滞納処分について 
収納課 

43 知っておきたい選挙の知識 総務課 

44 
覚えよう！ 

いざ！というの時の応急手当 
下妻消防署 

43-1551 
45 

覚えよう！いざ！というの時の 

心肺蘇生法(救命手当編) 

※普通救命講習修了書発行 

46 防災のはなし 消防交通課 

47 
地域ぐるみで取り組もう！ 

 青少年健全育成 

生涯学習課 

48 
みんなで守る文化財 

～文化財保護について～ 

49 
下妻にもある国指定文化財 

(大宝城跡) 

50 自分の体力を知ろう 

51 各種スポーツ講座 

52 農業者年金制度について 

農業委員会 
53 農地法について①(耕作目的編) 

54 農地法について②(農地転用編) 

55 市の財政状況はどうなっているの？ 財政課 

56 “男女共同参画社会”ってな～に 市民協働課 

57 地方分権と行政改革 

企画課 58 下妻市の将来を描く総合計画 

59 公共交通の役割と大切さ 

60 議会のしくみ 議会事務局 

｢下妻市活き活き出前講座｣を利用してみませんか 

問 市生涯学習課 内線2834 

案 内 
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母子家庭等自立促進講習会 

「医療事務講座講習会」開催 
 
◆受講対象者 母子家庭の母および寡婦(以前受 

       講した者を除く) 

       母子家庭等となり、おおむね7年以 

       内で全日程出席でき、今後就労を希 

       望し技能認定試験を受験する方 

◆募集人員 24名程度 

◆受講期間 ６月８日～11月16日 

◇時間 午前10時～午後４時(５時間) 

      ◇講義 日曜日 22日間(110時間) 

◆講習会場 茨城県母子寡婦福祉連合会 

      母子福祉センター 

      [水戸市八幡町11-52] 

◆受講手続 受講希望者は、申込書と一緒にA4原

稿用紙に受講したい理由/参加動機を

記載し５月25日(日)(消印有効)までに

申し込むこと。(申込書とA4原稿用紙

は子育て支援課に備え付けあり) 

      ※定員を超えた場合は作文選考により

ます。 

◆受講料 自己負担6,000円(教材費等)、ボラン

ティア行事用保険料は原則として講習会

初日に全額納付いただく予定です。な

お、所得301万円以下の方には修了後

に交通費の一部を支給します。 

◆託児 有り(ただし2歳児以上) 

    ※母子家庭等日常生活支援事業活用をしま

す。無料または、所得に応じ自己負担が

かかる場合もあります。 

申 茨城県母子寡婦福祉連合会 母子福祉センター 

 029-221-8497 Fax029-221-8618 
 

問 市子育て支援課 内線1595 

ふるさと博物館開館カレンダー/５月 

※５月13日(火)・14日(水)は臨時休館日 
 

問 ふるさと博物館 44-7111 

月 火 水 木 金 土 日 
  
      １ ２ ３ ４ 

５ ６ 
７ 
休館 

８ ９ 10 11 

12 
休館 

13 
休館 

14 
休館 

15 16 17 18 

19 
休館 

20 21 22 23 24 25 

26 
休館 

27 28 29 30 31   

砂沼荘の改修にともなう休館について 
 
砂沼荘については、昭和47年に建設された施

設のため、建物の老朽化が進んでおり、平成26

年度に改修工事を予定しています。それにともな

い、下記のとおり砂沼荘の利用ができなくなりま

すので、ご了承ください。 
 
◆休館予定期間  

 ６月初旬～平成27年３月末 

◆リニューアルオープン予定  

 平成27年４月初旬 

◆施設利用予約開始  

 平成27年３月初(予定) 砂沼荘  44-5577 
 

問 市介護保険課 内線1536・1538 
   心身障害者福祉センターひばりの  

   44-3197  

肺がんドックの補助について 
 
 肺がんの予防と早期発見を目的として、下妻市肺

がんドック補助金交付要項に基づき、医療機関で肺

がんドックを受ける方に受診料の２分の１(限度額

15,000円)を補助します。 
 
◆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。 

・H26年12月26日までに受診可能な方。 

・喫煙指数(１日の喫煙本数×喫煙年数)が600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 

◆申込受付 ５月12日(月)午前9時～ 

◆定員 先着20名 ※定員になり次第締切 

◆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検診ではなく健康保険の適用を受けた検査料は 

 対象となりません。 

◆手続き等の手順 

①印鑑、健康保険証を持参のうえ、下妻市保健セ

ンター窓口でお申込みください。 

②病院・医院等で検診を受ける。 

③受診後、20日以内に病院・医院等が発行した  

 領収書原本、印鑑、口座番号(受診者本人名義) 

 のわかるものを持参し、補助金の申請をしてく 

 ださい。 
 

問 市保健センター 43-1990 

市立図書館開館カレンダー/５月 
 

※５月５日(祝)・６日(祝)は、午前９時～午後５時 

 まで開館 

※５月７日(火)は臨時休館日 

※５月28日(水)は館内整理日のため休館 

※休館日でも図書のご返却のみの場合は、返却ポス 

 トを利用できます。ただし、CDやDVD等AV資 

 料の返却がある場合は、返却ポストは利用できま 

 せんので、開館日に直接カウンターへご持参くだ 

 さい。 
 

問 市立図書館 43-8811 

月 火 水 木 金 土 日 
  
      １ ２ ３ ４ 

５ ６ 
７ 
休館 

８ ９ 10 11 

12 
休館 

13 14 15 16 17 18 

19 
休館 

20 21 22 23 24 25 

26 
休館 

27 28 
休館 

29 30 31   

６月８日は市民清掃デーです 
 
◆日時  

 ６月８日(日)午前８時～ 

 ※小雨決行。荒天の場合、６月15日(日)に延期。 

  防災無線で放送します。 
 
 ◎自治区や企業の行事等により、当日の都合がつ

かない場合は、実施日前後の週末等に自主的な

お取組みをお願いします。 

◆清掃対象ごみ  

道路、広場等に散乱しているかん・びん・紙くず

など 

 ※会社や店舗のごみや産業廃棄物は除く。 

◆ごみ袋の配布方法 

《市民の方》指定ごみ袋を自治区長を通じて、各 

      世帯に配布 

 《企業の方》ご連絡ください 

◆ごみの分別 

 燃えるごみ(紙くず等)、燃えないごみ(かん、び

ん、金属、ガラス等)に分けてください。 

◆ごみの収集 

 実施当日、ごみの収集はおこないません。 

 ※収集したごみは、｢ごみ収集カレンダー｣の収集

日にあわせ、地域の集積所に出してください。 
 

問 市生活環境課 内線1425・1426 

胃がん検診を受診希望の方へ 
 
 胃がん検診は、健康保険の種類に関係なく受診

できます。ご希望の方は、必ずご予約ください。 
 
※39歳以下の方、40歳～74歳(国保加入者)の

方、75歳以上の方で、健康診査も合わせて受

診希望の場合は、｢セット健診｣をご予約くださ

い。詳細はお問い合わせください。 
 
◆日にち ５月７日(水)・７月８日(火) 

◆場所 下妻市保健センター 

◆対象者 30歳以上の方(平成27年3月31日現 

     在の年齢) 

     ※健康保険の種類は不問 

◆内容 胃がん検診(バリウム検査) 

◆予約の仕方 

 １．希望の日程・受付時間を決める。  

   受付時間 ①午前7時  ②午前8時   

        ③午前9時  ④午前10時 

 ２．下妻市保健センターに来所または電話にて 

   申し込む。 ※定員になり次第締切  
 

問 申 市保健センター 43-1990 

｢文学講演会｣を開催します 
 
◆日時 ５月11日(日) 午後１時40分  

    ※記念会総会終了後 

◆場所 ふるさと博物館 講座室 

◆演題 ｢『野に山ありき』から『人は去れり』へ｣ 

◆講師 横瀬隆雄先生(茨城高専名誉教授) 

◆参加費 無料 
 

問 横瀬夜雨記念会事務局(横瀬) 44-4664 

案 内 

案 内 



『ときめき婚活パーティー 

笠間焼絵付体験』参加者募集 
 
●日時 6月１日(日)午後１時20分～４時40分 

    (受付午後１時～) 

●会場 笠間工芸の丘[笠間市笠間2388-1] 

●対象者 40歳以下の独身男・女各16名 

     ※先着順 

●参加費 男性6,000円 女性1,600円  
 

問 申 NPO法人メドウルミートクラブ  
     25-2678 

｢刃物研ぎボランティア｣開催 
～切れる包丁で楽しい料理を～ 
 
◆日時 ５月23日(金)午後１時～２時30分 

◆場所 JA常総ひかり大形支店 
 
※次のようなものはご遠慮願います。 

 ・サビが深いもの 

 ・刃渡りが２㎝以下の刃物 

・刃がノコギリ(ギザギザ)状の刃物 

・本焼き刃物や業務用刃物、工具類など 

・鉄スコップ、刀剣等 
 

問 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

『入会希望者』募集 
 
シルバー人材センターは、｢健康維持や生き

がいのために働きたい｣という意欲ある高齢者

の方々に、その希望と経験に合った臨時的・短

期的なお仕事を紹介しています。 

また、ボランティア活動等の社会参加を通じ

て、高齢者の健康で生きがいのある生活の実現

と、地域社会の福祉の向上と、活性化に貢献し

ています。 
 
会員を希望される方は、次の要件が必要です。 
 
・市内にお住まいで、健康で働く意欲のある、 

 おおむね60歳以上の方 

・シルバー人材センターの趣旨に賛同できる方 

・入会説明を受け、入会申込書を提出し、定め 

 られた会費を納入した方 
 
◎｢入会説明会｣があります。詳しくは、お問合 

 せください。 
 

問 下妻地方広域シルバー人材センター 
 44-3198 

下妻小学校児童保育クラブ 

『指導員』募集 
 
 就労などで家庭に保護者 

がいない小学生を対象に遊 

びを中心とした、保育をお 

こなう指導員を募集します。 
 
●募集人員 若干名 

●対象 65歳までの健康な方 

    ※子育て経験があり、子どもの好きな 

     方であれば資格は問いません。 

●勤務日 月～金曜日  

●勤務時間帯 午後３時～６時 

●給与 時給800円(研修期間あり) 

●申込方法 電話にてお申し込みください。 

      ※面接時に履歴書を持参 

●申込期限 ５月29日(木) 
 

問 申 下妻小学校児童保育クラブ(小竹) 
     44-3704  
     ※平日午後12時～３時 

写真展｢四季の風景 彩彩｣ 

押し花展｢５月の陽ざしのなかで｣開催 
 
 写真展では四季折々の美しい自然景観や、自然
と人とのふれあいなど、自然を愛する心が表現さ

れた作品。また、押し花展では、５月の陽ざしの

中で見つけた花や草を押し花にした、花かごや

ブーケなどの作品を展示します。 
 
◆日時 ５月１日(木)～20日(火) 

    午前９時～午後４時30分 

    ※20日(火)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 ５月12日(月) 

◆主催 フォトクラブ光風会 

    堀江とし子と仲間たち 

    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 

『つくば国際ウォーキング大会』 

参加者募集 
  

●日時  

5月31日(土)  

 コースA 筑波山神社・むかし道コース(30㎞) 

    B 北条地区・学園東大通りコース(20㎞) 

    C 市街地巡り・科学コース(10㎞) 

    D 市街地巡り・公園コース(7㎞) 

6月1日(日)   

 コースE 市街地(豊里)通り・万博記念公園 

       コース(25㎞) 

    F 市街地(東光台)通り・万博記念公園 

       コース(15㎞) 

    G 研究学園と公園巡りコース(10㎞) 

    H 研究学園と公園巡りコース(5㎞) 

     I 国土地理院マップ読みコース(4㎞) 

●参加登録費  

 (事前申込み)大人1,500円・高校生500円 

       小中学生100円(保険代) 

 (当日申込み)大人2,000円・高校生800円 

       小中学生100円(保険代) 

◆申込期限  

 5月15日(木)  

 ※当日申込も受け付けます。インターネットか 

  らもお申込みできます。 

 http://www.sportsentry.ne.jp/ 
 

問 申 茨城県ウォーキング協会(深見)  

     090-4122-2225  Fax45-5750 
       Email：hiroshi-f@arrow.ocn.ne.jp 

『手話講座』受講者募集 
 
聴覚障害者にとっての 

コミュニケーションの方 

法として｢手話｣があります。 

 手話講座を開催するこ 

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。 

 手話に少しでも関心のある方、是非ご参加

ください。  
 

●日時 ５月23日(金) 

     ～平成27年３月13日(金) 

午後７時～９時  

毎週金曜日(全40回) 

●場所 千代川公民館 視聴覚室 

●定員 20名程度 

●受講料 無料 

     ※テキスト代1,200円は自己負担 

●主催 下妻市聴覚障害者協会 

     (下妻市・市社会福祉協議会委託事業) 

●申込期限 ５月16日(金) 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 
     44-0142 

｢就学に関する説明・懇談会｣ 

を開催します 
 
発達に遅れや偏りの見受けられる未就学児がい

るご家庭では、就学することに、悩みや疑問をお

持ちの方もいらっしゃると思います。 

そんな方のために、就学についての説明会と、

既に就学したお子さんを持つ親御さんたちを交え

てその経験をお話しいただく懇談会をあわせて開

催しますので、お気軽にご参加ください。 
 

◆日時 ５月22日(木)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 

         対し託児あり 
 

問 NPO法人茨城県ポーテージ協会  

   080-3348-1820 

『近隣市町ビーチボールバレー 

シニア大会』参加者募集 
 
●日時 ５月25日(日)～８月31日(全４回) 

    リーグ戦 

※詳細は監督者会議でお知らせします 

●場所 下妻市総合体育館 

●参加資格 男女混合 男子は50歳以上・女子 

      は年齢制限なし 

※１名でも受け付けます。その場 

 合、チーム編成はリーグ戦本部 

 でおこないます。 

●チーム編成 １チーム６名以上 

●参加費 １チーム5,000円 

     個人参加は1,000円 

※監督者会議の時、徴収します。 

●申込期限 ５月２日(金) 

●監督会議 ５月11日(日)午後６時  

      下妻公民館 
 

申 市生涯学習課(千代川庁舎)  内線2833 
   ※土・日曜日を除く 

 市総合体育館 43-7296 
 ※月曜日を除く 

 

問 市ビーチボールバレー連盟(澤部)  
   090-7827-1756 

案 内 

募 集 

募 集 

http://www.sportsentry.ne.jp/
mailto:hiroshi-f@arrow.ocn.ne.jp


軽自動車税の減免について 
 
 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。 
 
◆減免の対象および要件 ・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(ご家族)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26日(月) ※期限厳守 

◆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。 

 

 

<軽自動車の減免について>       <普通自動車の減免について> 
  

問 申 市税務課 内線1347   問 申 筑西県税事務所 24-9190 
 
<要件について> 

 

問 市福祉課 内線1574 

◆対象となる障害 

※また、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級までの各級 

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級までの各級 

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級までの各級 

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級までの各級および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級までの各級 

乳幼児期以前の非進行性 
脳病変による運動機能障害 

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級までの各級 

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級までの各級および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級までの各級 

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級までの各級 
肝臓機能障害 身体障害者手帳１級から３級までの各級 
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 
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しもつま 広
報 

臨時福祉給付金および子育て世帯臨時特例給付金について 
 
 平成26年4月から消費税率が８％へ引き上げられましたが、低所得者および子育て世帯への負担の影響を緩

和するために、暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉給付金および子育て世帯臨時特例給付金が支給される

予定です。具体的な給付の方法などが決まり次第、お知らせ版やホームページ等にてお知らせします。 
 
<臨時福祉給付金> 

【給付対象者】 

 基準日(平成26年1月1日)において下妻市に住民登録がされている方で、平成26年度分市町村民税(均等割) 

 が課税されていない方が対象です。ただし、ご自身を扶養している方が課税される場合、生活保護制度の被 

 保護者となっている場合などは対象外です。 

 【給付額】 

 ・給付対象者1人につき1万円 

 ・給付対象者の中で下記に該当する方は、５千円を加算 

老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など 

児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など 
 
<子育て世帯臨時特例給付金> 

【給付対象者】 

 基準日(平成26年1月1日)において平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者であり、平成25年

の所得が児童手当の所得制限額に満たない方。 

【対象児童】  

 支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の対象となる児童(平成26年1月1日に生まれた児

童を含む) 

 ※ただし、臨時福祉給付金の対象者および生活保護制度の被保護者となっている場合などは対象外。 

【給付額】 

  対象児童1人につき１万円 
 
<給付をよそおった詐欺にご注意ください> 

・市町村や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対に

ありません。 

・ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。 

・市町村や厚生労働省などが、｢給付金｣の給付のために、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありま

せん。 

・現時点で、市町村や厚生労働省などが住民の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会する

ことは、絶対にありません。 
 
 給付をよそおった｢振り込め詐欺｣や｢個人情報の詐欺｣にご注意ください。 
 

問 臨時福祉給付金…市福祉課 内線1585～1587 
    子育て世帯臨時特例給付金…市子育て支援課 内線1593・1595 

案 内 

案 内 


