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しもつま 広
報 

自動車税の納税はお済みですか 
 
 平成26年度の自動車税の納期限は、６月２日(月)で
す。納期限を過ぎますと、納める税額のほかに延滞金もあ

わせて納めることになります。 

納めていただけない場合には、財産(預金、給与、自動

車・不動産など)の差押など、滞納処分をおこなうことに

なりますので、ご注意願います。納税がお済みでない方

は、至急納めていただくようお願いします。 
 
◎詳しくは県税事務所におたずねください。 
  

問 茨城県筑西県税事務所 収税第二課 

   24-9190 

個人住民税納税通知書を 

６月13日(金)に発送します 
 
平成25年中(１月～12月)の所得に基づいて計算した平

成26年度個人住民税の納税通知書を６月13日(金）に発

送します。 

 納期限は、第１期６月30日、第２期９月１日、第３期

10月31日、第４期２月２日です。 

なお、給与所得に係る個人住民税につきましては、納税

者間の公平性、納税者の利便性等の確保を図るため、平成

27年度から、本市(町・村)を含む県内全市町村に対し

て、原則特別徴収(給与天引き)によりお納めいただくこと

となりますので、ご理解・ご協力をお願いします。 
 

問 市税務課 内線1342～1346 

6月23日～29日は男女共同参画週間です 
～認めよう 男女の違いと すばらしさ～ 

(H25年度親子川柳・標語入賞作品) 
 
●男女が互いの人権を尊重しよう 

●男女があらゆる分野に参画できる体制をつくろう 

●男女の多様なライフスタイルを可能にする環境をつく 

 ろう 

●誰もが健やかに安心して暮らせる健康づくりと福祉の 

 充実を図ろう 

問 市民協働課 内線1314 

経済センサス－基礎調査と商業統計調査 

実施について 
 
総務省と経済産業省は、平成26年７月１日に、平成26

年経済センサス-基礎調査と平成26年商業統計調査を一

体的に実施します。調査は、すべての事業所および企業が

対象になります。 

調査の結果は、国および地方公共団体における行政施策

の立案や、民間企業における経営計画の策定など、社会経

済の発展を支える基礎資料として広く利用されます。 

 調査票に記入していただいた内容は、統計法に定められ

ている利用目的以外(例えば徴税資料など)に使用すること

は絶対にありませんので、安心してご提出ください。 

 ６月中旬以降に統計調査員が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。 

※調査員には｢調査員証｣が交付されています。 
 

問 市企画課 内線1218 

市立図書館蔵書点検等にともなう 

休館について 
 
図書館では、蔵書の状況や紛失資料の調査のため、集

中的に休館をし、図書館にあるすべての図書の点検作業

をおこないます。 

 休館中でも、本の返却については、正面玄関右側の

ブックポストにて返却ができます。ただし、視聴覚資料

(ビデオ・CD・DVD等)は返却できません。破損の恐れ

がありますので休館明け(7月1日以降)に直接カウンター

へご返却ください。 
 
◆休館期間 6月18日(水)～30日(月) 
 

問 市立図書館 43-8811 

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 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 

砂沼サンビーチ 

『地元産品』販売者募集 
 
●出店期間 ７月19日(土)～８月31日(日) 

●出店場所 入口前広場 

●対象者 市に関係する公共的・公益的団体 

     および市内事業所(農家等を含む) 

●出店料等 占用利用料(１日あたり) 

      平日：１㎡あたり100円 

      土・日曜日、祝日、お盆期間：  

      １㎡あたり200円 

 ※売上額に応じ出店料がかかります。 

  その他、出店条件等があります。 

 ※出店場所には限りがありますので、出店 

  数、店舗面積を制限する場合があります。 

  なお、応募多数の時は抽選になる場合もあ 

  ります。 

●申込受付期間 ６月18日(水)～ 20日(金) 
 

問 砂沼広域公園管理事務所 43-6661 

『市民ステージ』参加団体募集 
 
●日時 ７月19日(土) 

    午前10時～正午 

●場所 砂沼サンビーチ 

    イベントステージ 

●内容 市内で活動する 

    団体に発表の場 

    を提供します。 

    詳しくは募集要項をご確認ください。 

    ※個人・市外の団体は参加不可 

●募集要項 下記問合せ窓口、市ホームページ 

      で入手してください。 

●申込期間 ６月10日(火)～20日(金) 

●参加申込 募集要項の参加申込書により申し 

      込み 

      (持参・FAX・郵送・メール可) 

      ※持参・Faxでの申込は平日午前 

       ８時30分～午後５時時15分 
 

問 申 市都市整備課 内線1722 

下妻市農業委員会委員 

一般選挙について 
 
任期満了による下妻市農業委員会委員一般

選挙がおこなわれます。 
 
◆投票日時 ７月６日(日)午前７時～午後６時 

◆投票場所 市内10か所(郵送される入場券

に記載されていますので、ご確

認ください) 

◆期日前投票のできる期間と場所 

◇期間 ６月30日(月)～７月５日(土) 

 ◇時間 午前８時30分～午後８時 

◆場所 <第１選挙区(旧下妻市)>  

    市役所本庁舎１階 市民ホール 

    <第２選挙区(旧千代川村)> 

    千代川庁舎１階 ホール 

 ※選挙区により場所が異なりますのでご注 

  意ください。 

◆投票できる人 平成26年３月31日確定の

農業委員会委員選挙人名簿

に登録されている者 

◆立候補について 

 ◇立候補予定者説明会 

  日時 ６月16日(月)午後１時30分～ 

  場所 市役所本庁舎３階 大会議室 

 ※立候補予定者は必ず出席してください。 

 ◇立候補届出 

  日時 ６月29日(日) 

     午前８時30分～午後５時 

  場所 市役所本庁舎３階 大会議室 
 

問 下妻市選挙管理委員会事務局(総務課内) 
   内線1242・1243  

広報「しもつま」 

わがやのにんきものコーナー 

掲載希望者募集～お子さんの写真を掲載してみませんか～ 
 
◆対象年齢 市内在住の１歳～３歳のお子さん 

◆掲載内容 写真およびメッセージ 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 市秘書課 内線1212 

案 内 

案 内 

募 集 

募 集 



高次脳機能障害者支援相談窓口 
 

頭を強くぶつけたり、脳卒中等の病気で倒れた後

に｢新しいことが覚えられない｣｢人が変わった｣｢今

までと違う｣等感じたら、高次脳機能障害かもしれ

ません。高次脳機能障害は外見からはわかりづら

く、周りから見過ごされたり、本人に気づかないこ

とがあります。 

 県立リハビリテーションセンターでは専任の支援

コーディネーターによる相談と、自立訓練や就労移

行支援など身体障害者や高次脳機能障害者を対象と

した訓練をおこなっています。お気軽にご相談くだ

さい。 
 

問 茨城県立リハビリテーションセンター 

   (高次脳機能障害者支援相談専用) 

78-2605 

福祉の就職総合フェア2014就職相談会 
 
福祉職場への就職希望者(求職者)を対象に、求人

者との就職相談や面談を開催します。 
 
◆日時 ６月28日(土) 

第1部 午前10時30分～午後０時30分 

     (受付 午前10時15分～午後０時15分) 

 第2部 午後１時15分～３時30分 

              (受付 午後１時15分～３時15分) 

◆会場 水戸駅ビル エクセル本館6階  

    エクセルホール 

◆対象 福祉の職場に就職を希望する者 

◆内容 相談・面談・求人情報提供 

◆申込方法 当日会場にて受付。参加無料。 
 

問 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会 

   茨城県福祉人材センター  029-244-4544 

Part.1 統合失調症躁うつ病等慢性的な精神疾患 

｢家族教室｣開催 
 
◆情報交換会・開催日時・会場 

◆対象 統合失調症や躁うつ病等、慢性的な精神疾 

    患患者の家族 

実施年月日 場所 日時・内容 

７月10日(木) 常総市石下 
総合福祉センター 

◎ミニ学習会 
◎ミーティング 
  
午後２時～４時 
(受付 

午後１時30分～) 

9月9日(火) 八千代町 
保健センター 

11月13日(木) 常総市石下 
総合福祉センター 

1月15日(木) 坂東市岩井 
保健センター 

3月12日(木) 茨城県常総保健所 

Part.2 ｢ひきこもり家族教室｣開催 
 
◆情報交換会・開催日時・会場 

◆参加費 無料 

◎同じ悩みを持つ家族同士が集まって、お互いの体 

 験を話し合ったり、精神医療や福祉制度について 

 知っている情報を交換したり、少しでも良い回復 

 がはぐくめるよう、開催している教室です。 

 

問 茨城県常総保健所健康指導課  

   0297-22-1351 

実施年月日 実施内容 実施場所 

7月29日(火) 開催時間 
午後１時30分 

 ～３時30分 
  
タイムスケジュール 
◆ミニ学習 
午後１時30分 

 ～１時45分 
◆ミーティング 
午後１時45分 

 ～３時15分 

茨城県常総保健所 
2階大会議室 

8月19日(火) 
9月17日(水) 
10月7日(火) 
11月11日(火) 
12月11日(木) 
1月8日(木) 
2月12日(木) 
3月24日(火) 

『母親大会』参加者募集 
 
●日時 ６月29日(日) 午前10時～午後４時30分 

    分科会 午前10時～ 

    全体会 午後１時30分～ 

●場所 茨城県立笠間高等学校 

●講演 三上 満 氏  

    ｢子どもたちとともに憲法が生きるあしたへ 

     ～宮沢賢治の思いを今に～｣ 
 

問 申  茨城県母親大会実行委員会  
     029-824-8949 
     水戸・笠間・大洗・小美玉・茨城・城里 

     母親大会実行委員会  

     080-6615-4025 

「福祉の店ナイスハートバザール」開催 
 

県内では、障害者が社会参加を目指して、障害福

祉サービス事業所で、手工芸品や食品(農産物や菓

子)など、様々な製品を作っています。障害者の社会

的自立支援の一環としてそれらの製作品を、ショッ

ピングセンター等において即売会を開催します。 
 
◆日時 ６月20日(金)～23日(月) 

    午前10時～午後７時 

    ※23日は午後４時30分まで 

◆場所 イオン下妻店１階セントラルコート 
 

問 一般社団法人茨城県心身障害者福祉協会 

   029-244-7461 

不妊専門相談センター 

「グループ(おしゃべり会)」開催 
 

茨城県不妊治療を受ける(受けていた)なかで、同

じ悩みを感じている人と話をしたい、話を聞いてみ

たい人たちのグループミーティングを実施します。 

 ご参加される方の個人情報は厳守します。ひとり

で悩まず、まずはお気軽にご参加ください。 

◆時間 午後２時20分～４時20分 

◆場所 茨城県三の丸庁舎(旧庁舎)１階相談室101 

◆定員 10名程度 

◆プログラム 詳しくはお問い合わせください。 

◆スタッフ 茨城県不妊専門相談センターの助産師 

      不妊カウンセラー 

◆参加費 無料 

◆参加方法 開催日３日前(木曜日)までに、お電話 

      にてお申し込みください。 

      ※軽く身体を動かしますので、動きや 

       すい服装でお越しください。 
 

問 茨城県産婦人科医会 029-241-1130 

   (月～金曜日午前９時～午後３時) 

日付 内容 

７月27日(日) 
｢不妊治療をするか迷っている女性｣ 
不妊に関する悩みをお持ちの方で、

これから不妊治療をしようかどうか

迷われている方 

９月28日(日) 
｢不妊治療をはじめて間もない女性｣ 
現在不妊治療を始めて間もない方

で、不妊に関する悩みをお持ちの方 

11月30日(日) 
｢不妊に悩む女性｣ 
現在不妊治療中の方で、治療のス

テップアップを考えている時の悩み

をお持ちの方 

１月25日(日) 
｢治療をやめたが悩んでいる女性｣ 
治療をやめてはみたが気持ちにまだ

迷いがある等、治療終了に関連した

悩みをお持ちの方 

一人で悩まず相談してみませんか 
 
 返済のために借金を重ねている、返済しているのに

元金が減らない。状況をお聞きし債務整理のアドバイ

スや法律専門家への引継ぎをしています。相談は無

料。秘密は守ります。 
 
◆相談日 月曜～金曜 午前8時30分～午後4時30分   

     ※正午～午後1時を除く 
 

問 財務省関東財務局水戸財務事務所 
   029-221-3190 

｢女性の権利１１０番｣ 
 
女性に対する暴力や離婚に関する諸問題、職場

における差別など、女性の権利一般に関する無料

電話相談を実施します。 
 
◆日時 ６月23日(月)午後１時～４時 

◆相談方法 電話相談 

◆相談受付電話番号 029-221-5651 
          029-221-5652 
 

問 茨城県弁護士会 029-221-3501 

全国一斉 

｢子どもの人権１１０番」強化週間 
 
法務省と全国人権擁護委員連合会は、｢いじめ｣

や児童虐待など子どもをめぐる様々な人権問題に

積極的に取り組むことを目的として、全国一斉｢子

どもの人権110番｣強化週間を実施し、悩みを持っ

たお子様や保護者の方からの相談に応じます。秘

密は守られますので、安心してご相談ください。 
 
◆期間 6月23日(月) ～29日(日) 

    午前8時30分～午後7時 

    ※土曜日・日曜日は午前10時～午後5時 

◆相談員 法務局職員・人権擁護委員 

 

問 水戸地方法務局・茨城県人権擁護委員連合会 

0120-007-110 
(全国共通フリーダイヤル) 

アイヌの方々からのご相談を 

受け付けます 
 
日常生活でお困りのこと、嫌がらせ、差別な

ど、何でもご相談ください。 
 
◆相談専用電話  

 アイヌの方々のための専用フリーダイヤル 

 0120-771-208 
◆受付期間  3月31日(火)まで 

 ※日曜祝日、8/10～17、12/27～1/4は休み 

◆時間 平日・土曜日：午前10時～午後5時 

◆その他 相談無料、匿名可、秘密厳守 
  
※本相談事業は、厚生労働省の平成26年度社会福 

 祉推進事業により実施するものです。 
 

問 公益財団法人 人権教育啓発推進センター 
03-5777-1802 

案 内 案 内 

募 集 

相 談 

相 談 

相 談 
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｢介護保険負担限度額認定証｣の 

 申請受付について 
 
介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施

設・介護療養型医療施設)入所者およびショートステ

イ利用者の居住費(滞在費)・食費は原則自己負担と

なっていますが、平成26年度市民税が非課税世帯の

方等は自己負担が軽減されます。 

 申請により｢介護保険負担限度額認定証｣を交付し

ますので、入所および利用で必要となる方は申請を

してください。なお、平成25年度に認定を受けてい

る方も申請が必要になります。 
 

◆受付 ６月10日(火)～ 

◆減額認定期間 ７月１日～平成27年７月31日 

◎８月以降に申請の場合は、認定開始が申請月から 

 になります。 
 

問 申 市介護保険課 内線1536・1537 

ごみの出し方「草・枝葉」 
 
◆指定ごみ袋を使う場合 

草、葉は土を落とし乾かしてから、せん定した

木の枝は短く切ってから可燃の袋に入れて、口

をしばってください。 

<ご注意> 

・草、木の枝等のごみが膨大な量となる場合、全

体の収集に支障が出てしまうため、すべて回収

できない場合があります。可能な限り複数回に

分けて出していただくか、｢クリーンポート・

きぬ｣へ直接搬入をお願いします。 

◆ごみ処理施設｢クリーンポート・きぬ｣へ直接 搬 

 入する場合 

 草は、中の見える袋(市販のもので可)に入れる

か、木の枝類は、長さ2ｍ以下(太さ15㎝以下)

に切り、１人で車から容易に降ろせる程度に束

ねてください。 

・各地区で除草作業等を実施した場合には、草の

量が多くなると思われるため、直接｢クリーン

ポート・きぬ｣への搬入をお願いします。 
 

問 市生活環境課 内線1425・1426 

献血にご協力をお願いします 
 
献血は最も身近なボランティア。あなたのわずか

な時間で救える命があります。 
 
◆日時 ７月１日(火) 

 午前９時30分～午後３時30分 

◆場所 下妻市役所本庁舎 １階 市民ホール 

※献血カード(または手帳)のある 

 方は持参してください。 
 

問 市保健センター 43-1990 

有害鳥獣捕獲について 
 
収穫前の果実(スイカ・メロン)や野菜(かぼちゃ・

とうもろこし)をカラス・ドバトの食害から守るた

め、銃器による捕獲を茨城県猟友会鬼怒支部千代川

分会の協力により実施しますので、ご協力をお願い

します。 
 
◆期間 ６月26日(木)まで 

※日の出から日の入りまで 

◆対象地区 千代川地区全域  

<重点地区> 別府、皆葉 

      五箇、村岡 
 

問 市農政課 内線2622 

下妻市住宅リフォーム資金補助事業 

について 
 
市民の方を対象に住宅リフォーム工事の一部

を補助します。 
 

◆平成26年４月１日以降に着工し、平成26年９

月30日までに完成の工事が対象となります。 

※東日本大震災による修繕工事は対象外とな

るため、｢下妻市被災住宅等復旧資金利子助成

補助事業｣をご活用ください。 
 

◆消費税を除いた工事費が10万円以上の工事が 

 対象で、補助率は10％、補助金の上限は10万 

 円です。 
 
◆申請された補助金の総額が予算に達しました 

 ら、受付を終了します。 
 
◆その他の補助要件については、｢申請の手引き｣

または市ホームページを御覧ください。な

お、｢申請の手引き｣、申請書様式は、市役所

総合案内(本庁舎)および産業振興課(千代川庁

舎)にあります。 
 

問 市産業振興課 内線2633・2634 

臨時福祉給付金の申請受付が７月から始まります 
 
 平成26年4月からの消費税率引き上げにともない、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な

措置として｢臨時福祉給付金｣が支給されます。 
 
◆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ている場合 

     や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。 

◆支給額 ・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 

◆申込期間 平成26年7月1日(火)～平成27年1月5日(月) ※土日祝日は除く 

◆受付場所 下妻市役所福祉課または休日特設会場 ※休日は指定日のみ受付 

      ※特設会場の開設日は次号でお知らせします。 

◆持参するもの ①申請書(税情報等利用同意書含む) ※７月から福祉課窓口で配布 

       ②本人確認書類 ※支給対象となる方全員分の書類が必要 

       (１)または(２)の写しの提出をお願いします。 

       (１)1種類でよいもの 

       顔写真のある住民基本台帳カード、運転免許証、旅券、在留カード、当別永住者証明 

       書、身体障害者手帳など、法律の規定により国または地方公共団体の機関が発行したも 

       のの写し 

       (２)2種類必要なもの(Ａのみ2点またはＡとＢの2点組み合わせ) 

       Ａ：健康保険証、年金手帳、住民基本台帳カード(顔写真なし)、高齢・老齢医療費受給    

         者証、介護保険被保険者証など、法律の規定により国または地方公共団体の機関が 

         発行したもの写し 

       Ｂ：社員証・学生証(顔写真つき)など、国または地方公共団体の機関以外が発行したも 

         の、本人名義の預金通帳、キャッシュカードなどの写し 

       ③指定した口座が確認できる書類 ※金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ）がわかる通 

                        帳やキャッシュカードの写し 

       ④印鑑(ゴム印不可) 

◆受取方法 申請書に記載した指定口座に入金されます。 

     ※金融機関口座を持っていないなど、振込みによる支給が困難な場合には窓口で受け取ることがで 

      きます。 
 
<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様の世帯構成や金融機関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。 
  

問 市福祉課 内線1585～1587 

案 内 

案 内 



Part.1｢学校公開｣開催 
 
本校では、地域の特別支援教育におけるセン

ター的機能の一環として、今年度も学校公開を開

催しますので、皆さんご参加ください。 
 
●日時 ７月３日(木) 

    午前9時30分～午後２時30分 

●会場 茨城県立下妻特別支援学校 

●対象 地域の方々、教育・関係機関担当者等 

●内容 小・中学部、高等部の授業公開 

    ※詳しくは、http://www.shimotsuma 

     -sh.ed.jp/ 

●申込方法 6月20日(金)までに電話またはFaxで 

      お申込みください。 

問 申 下妻特別支援学校 44-1800 
               Fax43-9174 

Part.2｢ふれあい教室｣開催 
 
●日時 ７月23日(水)午前9時30分～11時30分 

    ※悪天候の時は中止 

●会場 茨城県立下妻特別支援学校 

●対象 運動機能に障害のあるお子さんと保護者、 

    療育関係者 

●内容 遊び体験・学校紹介・情報交換など 

●申込方法 ７月16日(水)までに電話またはFax 

      にてお申し込みください。 

『近隣市町男子・女子ビーチボール 

バレー大会』参加チーム募集 
 
●期間 ７月13日(日)午前８時30分 

●試合会場 下妻市総合体育館 

●種目 一般男子の部 

一般女子ヤングの部 

ミドルの部(40歳以上) 

リーダーの部(50歳以上) 

    ※参加チームが少数の場合には、中止にな 

     る場合もあります。 

 ※年齢は大会当日を基準日とします。 

●参加条件 ・近隣市町在住在勤者およびこれに準 

       ずるチーム 

      ・参加選手全員がスポーツ傷害保険に 

       加入 

●参加費 1,500円 ※締切後の返金はしません。 

●申込方法 申込用紙にメンバーを記入のうえ、お

申し込みください。 

●申込締切 ６月20日(金) 

●申込場所 生涯学習課(千代川庁舎二階)  

      市総合体育館 ※月曜日を除く 

●組合せ抽選会 ６月28日(土)午後７時  

        下妻公民館(チーム代表者出席) 
 

問 下妻市ビーチボールバレー連盟事務局(山本) 
090-4074-6659 

Part.1 男女共同参画推進事業 

 市町村連携講座県西地区公開講演会 

 ｢幸福な男女共同参画を探る｣開催 
 
◆日時 8月24日(日)午後1時30分～3時30分 

◆場所 常総市地域交流センター 

◆講師 武田 邦彦 氏(中部大学教授。TV｢さんま 

    のホンマでっかTV｣等多数出演) 

◆定員 500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30分～午後９時) 

Part.2 ライフプランニング支援事業 

 セカンドライフ輝き講座 

 ｢老けない体をつくる 

  ～エンジョイ・エイジングのすすめ～｣開催 
 
◆日時 7月5日(土)午後1時～3時 

◆場所 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 多目的ホール 

◆講師 湯浅 影元 氏(中京大教授) 

◆内容 中京大学スケート部部長として、浅田真央 

    選手、小塚崇彦選手らフィギアスケート選 

    手の育成にもあたっている講師が、健康で 

    元気に過ごす秘訣を教えます。 

◆定員 308名 ※先着順受付 

◆参加費 無料 

「駅からウォークin下妻」参加者募集 
 
 関東鉄道株式会社主催のイベント｢駅からウォー

ク～鮮やかなあじさいの花咲く大宝八幡宮流鏑馬

ウォーキング～｣が開かれます。 
  
●開催日  6月29日(日)雨天決行 

●受付時間  午前8時30分～10時30分 

       ※受付後順次スタート 

●集合場所  関東鉄道常総線  騰波ノ江駅 

●参加費  無料 

●ウォーキングコース 約11.8km 

騰波ノ江駅→道の駅しもつま→大宝八幡宮→妙

円寺→多賀谷城跡公園→光明寺→金林寺・円福寺

→観桜苑→ふるさと博物館→ビアスパークしもつ

ま→(無料送迎バス)下妻駅 
  
なお、イベントの詳細、参加のお申込みについて

は、関東鉄道ホームページをご覧ください。 
 
※下妻市は沿線自治体とともに常総線活性化支援 

 協議会を構成し、地域の公共交通機関の維持・ 

 発展を支援しています。 
 

問 申 関東鉄道㈱鉄道部業務課   
029-822-3718 

職種 年齢 免許・資格 

消防職 

昭和61年４月

２日から平成９

年４月１日まで

に生まれた人 

高校、短大(高等専門学校、

専修学校含む)、大学を卒業

した人、または平成27年３

月卒業見込みの人 

『消防官』募集 
 
 平成27年４月１日採用の消防官を募集します。 

 
●採用予定人数 消防職 28名 

●受験資格 

 

 

 

 

 

(注)上記の資格に該当する人であっても、次の一つに該 

  当する人は受験できません。 

・成年被後見人、被保佐人 

・禁錮以上の刑に処せられ、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人 

・日本国憲法の施行日以後、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人 

・日本国籍を有しない人 

・茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員として懲戒 

 免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過し 

 ない人 

【身体的要件】 

・身長 おおむね160㎝以上 

・体重 おおむね50kg以上 

・胸囲 身長のおおむね２分の１以上 

・視力 視力(矯正視力を含む)が両眼で0.7以上、かつ 

    一眼でそれぞれ0.3以上であること。赤色、 

    青色および黄色の色彩の識別ができること 

・聴力  左右とも正常であること 

・その他 心身ともに健康で消防官として職務を遂行 

     するために必要な能力と体力があると認め 

     られること 

●申込期間 ７月７日(月)～８月１日(金)消印有効 

●試験日・試験科目・試験会場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(注)第１次試験は、２日間おこない、試験科目ごとに試 

  験会場が異なります。第１次試験合格者のみ第２次 

  試験(面接)を実施。  
●申込書等の請求  

 消防本部および古河消防署、総和消防署、下妻消防署 

 坂東消防署、広域圏内の各消防分署にあります。 
 

問 申 茨城西南地方広域市町村圏事務組合 

      消防本部総務課 0280-47-0124 

第1次試験日 試験科目・会場・持参品 

９月20日(土) 
受付 午前８時～  

試験 午前８時30分 

  ～正午終了予定 

[体力試験] 
会場 古河市生涯学習センター 

   総和(とねミドリ館)」 

持参品 受験票、筆記用具、運 

    動着、運動靴、体育館 

    シューズ 

９月21日(日) 

[教養試験・適性検査] 
会場 古河市役所三和庁舎  

   ３階会議室 

持参品 受験票、筆記用具 

学生の皆さんへ｢就職面談会｣開催 
 
大学院・大学・短大・専修学校等(高校は除く)の

平成27年3月卒業予定者および未就職既卒者を対

象に｢大好きいばらき就職面接会(前期)｣を開催しま

す。県内企業約150社の企業説明や面接を受ける

ことができますので、皆さんご参加ください。 
 

◆開催期日・場所 

水戸会場 6月18日(水)ホテルレイクビュー水戸 

土浦会場 6月25日(水)ホテルマロウド筑波 

○プレセミナー 午前11時～11時50分 

○面接会 午後１次～４時 

 ※事前申込不要、参加費無料、履歴書複数枚持参 
 
※参加予定企業等の最新情報は、大好きいばらき就 

 職面接会ホームページでご確認ください。            
 

問 県労働政策課 029-301-3645 

『夏休み補助指導員』募集 
 
就労などで家庭に保護者のいない小学生を対象

に、遊びを中心とした保育をおこなっています。夏

休みを迎えるにあたって補助指導員を募集します。 
 
●募集人員 若干名 

●対象者 65歳までの健康な方。子どもが好きな 

     方であれば資格は問いません。 

●勤務地 騰波ノ江小学童クラブ 

     (騰波ノ江小学校敷地内) 

●雇用期間 夏休み期間中 

      (７月22日～8月31日)の平日 

●勤務時間 開所時間(午前７時30分～午後７時) 

      のうち6時間程度。交代制で勤務シフ 

      トを作成します。 

●給与 時給800円 交通費別途支給 

●申込方法 履歴書を騰波ノ江小学童クラブに郵送 

      または持参してください。後日保護者 

      会より面接の連絡をします。 

●申込期限 6月27日(金)まで 
 

問 申 騰波ノ江小学童クラブ 44-3998 
      (午後２時30分～６時) 

案 内 募 集 

募 集 

http://www.shimotsuma

