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しもつま 広
報 

個人住民税特別徴収（給与天引き）の 

徹底について 
  
 特別徴収とは、事業主が毎月の給与を従業員に

支払う際に税金を天引きし、市町村に納める制度

です。 

 地方税法上、所得税を源泉徴収している事業主

は、アルバイト等を含むすべての従業員から個人

住民税を特別徴収する必要があります。 

 茨城県および県内全市町村では、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、特別徴収実施を徹底する取組を行い

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 

下妻市国民健康保険 

住民税非課税世帯の方の入院時の食事療養費の減額について 
 
保険診療で入院する場合の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に一食あたり260円の定額負担となって

います。住民税非課税世帯の方には、申請により食事療養費が減額になる｢標準負担額減額認定証｣を交付します

ので、該当する世帯の方は、申請をしてください。 

なお、現在｢標準負担額減額認定証｣をお持ちの方も改めて申請が必要ですので、８月以降も引き続き認定証が

必要な方は申請の手続きをしてください。８月以降の認定証は７月22日(火)から受付けをします。 
 

◆標準負担額減額認定期間 ８月１日(申請月の初日)～12月31日 

◆申請に必要なもの 保険証、印鑑(ゴム印不可)、申請日現在で過去１年間の入院日数が90日を超えている方 

          は、入院日数が確認できるもの(医療機関の領収書等) 

※現在｢標準負担額減額認定証｣をお持ちの方はご持参ください。 

※別世帯の方が申請される場合は、委任状と来庁される方の身分証明書・印鑑が必要になります。 
 

問 申 市保険年金課 内線1526 

下妻市国民健康保険 

７０歳未満の方の「限度額適用認定証」の申請について 
 

70歳未満の方の医療費が高額になった場合、｢限度額適用認定証｣を医療機関に提示することにより、医療機

関窓口での医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。月ごとの医療費の支払いが高額になる方は、あら

かじめ市役所保険年金課で｢限度額適用認定証｣の交付申請をしてください。(平成24年４月から、外来診療も一

医療機関の窓口での支払いが限度額までとなりました) 

なお、現在｢限度額適用認定証｣をお持ちの方も改めて申請が必要ですので、８月以降も引き続き認定証が必要

な方は申請の手続をしてください。８月以降の認定証は７月22日(火)から受付けをします。 
 
◎高額療養費の自己負担限度額は所得によって異なります。詳しくはお問合せください。 
 

【自己負担限度額】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※保険外診療分および食事代金等については、高額療養費の対象外です。 

※限度額適用認定証の交付を受けていない場合も、従来どおり医療機関での支払い後に、市役所窓口で高額療養 

 費の支給申請をすれば支給を受けることができます。 

※国民健康保険税の滞納の状況および世帯の申告の有無などにより、限度額適用認定証を交付できない場合があ 

 ります。 

※1つの世帯で、同月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払い、合算して自己負担限度額を超えた場 

 合も高額療養費の対象となります。この場合は、市役所窓口において高額療養費の支給申請をする必要があり 

 ます。 

◆限度額適用認定期間 ８月１日(申請月の初日)～12月31日 

※平成27年１月から制度改正により自己負担限度額が変わりますので、後日改めてお知らせします。 

◆申請に必要なもの 保険証、印鑑(ゴム印不可) 

 ※現在｢国民健康保険限度額認定証｣をお持ちの方はご持参ください。 

 ※別世帯の方が申請される場合は、委任状と来庁される方の身分証明書・印鑑が必要になります。 

有害鳥獣捕獲について 
 

収穫前の梨果実を、ムクドリ・ヒヨドリ・カラスの食

害から守るため、銃器による捕獲を実施しますので、皆

さんのご協力をお願いします。 
 
◆期間 7月12日(土)～9月11日(木) 

◆実施日 8月12日までの毎週火・木・土・日曜日 

     8月１7日～９月11日の毎週木・土・日曜日 

     (全日とも日の出～日没まで) 

◆対象地区 下妻地区全域  

※重点地区：上妻・大宝・騰波ノ江 

 豊加美・高道祖地区 
 

問 市農政課 内線2622 

７５歳以上の方の保険証～後期高齢者医療被保険者証等の交付について～ 
 
◆後期高齢者医療被保険者証の交付について 

 75歳以上の方(一定の障害のある65歳以上の方を含む)が現在お使いの後期高齢者医療被保険者証は、平成 

26年７月31日までが有効期限となっています。８月１日から有効となる被保険者証は、７月末に郵便(簡易  

書留)で送付しますので、届きましたら住所や氏名等に誤りがないかご確認ください。郵便事情により到着日 

が異なる場合がありますのでご了承ください。なお、平成26年８月からの自己負担金の割合(１割または３ 

割)は平成25年中の所得により判定されますので、変更となる場合があります。 
 
◆基準収入額適用申請について 

  自己負担金の割合が３割と判定された方で、平成25年中の収入が一定以下の方は、申請により割合が１割 

 となります。該当する方には個別に通知しますので、指定日に市役所保険年金課窓口へお越しください。 
 
◆後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)の交付について 

  住民税非課税世帯の方には、申請により、1ヶ月に支払う自己負担金(入院時の食事代を含む)が減額される 

 減額認定証(オレンジ色)を交付します。該当する方には個別に通知しますので、指定日に市役所保険年金課窓 

 口へお越しください。なお、昨年度、減額認定証が交付されている方で、今年度も継続して該当する方には 

 今年度分の減額認定証を被保険者証に同封し、郵便で送付します。(申請の必要はありません) 

 
後期高齢者医療保険料の納付について 
 
平成26年度後期高齢者医療保険料が確定したことにより、７月中旬に以下の保険料に関する通知書が市から

送付されますのでご確認ください。 
 
・普通徴収(納付書で納める方)…｢普通徴収納入通知書｣が届きましたら、指定の金融機関等で納めてください。 

・特別徴収(年金から天引きされる方)…｢特別徴収開始通知書｣が届きましたら、10月から天引きされる保険料 

                  額をご確認ください。 

 ※年度前半(７・８・９月)を納付書で、年度後半(10・12・２月)を年金からの天引きで納める場合もありま 

  すのでご注意ください。 
 

問 市保険年金課 内線1512 

所得区分 
１か月あたりの自己負担限度額 

(３回目まで) 
１か月あたりの自己負担限度額 
(過去１年間で４回目以降) 

一般 
(上位所得者以外の 
 住民税課税世帯) 

80,100円 
(※医療費が267,000円を超えた場合は、   

その超えた分の１％を80,100円に加算) 
44,400円 

上位所得者 
(年間所得が600万

円を超える世帯) 

150,000円 
(※医療費が500,000円を超えた場合は、   

その超えた分の１％を150,000円に加算) 
83,400円 

住民税非課税世帯 35,400円 24,600円 

案 内 

案 内 



「吉田用水三百年史」編さん委員会 

からのお願い 
 
 今年度より吉田用水土地改良区は、用水史の編さ

んを始めることになりました。 

 吉田用水は、約300年前の享保10年に開削完成

したもので、鬼怒川右岸下野市本吉田より取水し八

十八ヵ村(現在の大字)の水田を潤しました。結城

市・古河市・八千代町・下妻市(旧千代川)・常総市

(石下・水海道)・坂東市の約56キロメートルにお

よぶ大用水です。 

 当初飯沼新田の開発を主眼とし飯沼代用水とも言

われました。あわせて周辺八沼(山川・北・菅谷溜

井・八丁・若・太田・国生・古間木)を干拓し水田

を造成しました。これらの美田をつくりあげてきの

が、当用水です。 

 江戸時代より、明治・大正・昭和・平成の現代ま

で、永々と続けられてきた、先人の苦労と努力に

よって、今があることを認識しなければならないで

しょう。このことを、広く正しく後世に伝えるこ

と、同時に未来に向け確かな指針を得るために、ぜ

ひ皆さんの英知を結集し、編さんを進めたくご協力

お願いします。 

 資料・写真・体験・伝聞等々をお寄せください。 
 

問 吉田用水土地改良区事務所 
    吉田用水史編さん委員会 48-0029 

うちエコ診断してみませんか 
 
 茨城県委託事業として｢うちエコ診断｣を実施し

ます。この事業は、環境省が認定した｢診断士｣

が、各家庭から排出されているCO2について｢どこ

から｣｢どれだけ｣を見える化(数値化)し、診断家庭

毎の削減対策をご提案させていただくものです。 
  
◆申込期限 12月12日(金)まで 

      ※定員200名になり次第締切 

◆診断期間 12月下旬まで 

◆診断料金 無料 

◆診断までのながれ 

 ①事務局へ連絡。(申込用紙を送します) 

 ②都合をうかがい、診断日を決定 

 ③事前に光熱費、生活習慣等診断に必要なアン 

  ケートに回答 

 ④希望の場所において診断 

 ⑤受診後、一定期間後に当診断に対してのアン 

  ケートを記入 
  
※詳しくはお問い合わせいただくか、クールアー 

 スいばらきホームページをご覧ください。 
 

問 クールアースいばらき うちエコ診断事務局 
   029-248-7431  

道路への倒木・枝の張り出しに 

ご注意ください 
 
道路や歩道への倒木、枝の張り出しにより、通行

の障害になっている箇所が見受けられます。これら

に起因して、車両や歩行者に事故が発生した場合に

は、樹木の所有者は責任を問われることがあります

(民法第717条、道路法第43条) 
 
 ○道路・歩道へ樹木が張り出している 

 〇枯れ木・折れ枝等による通行障害がある。また 

  は、その恐れがある 

 〇竹林の繁茂による通行障害がある。または、そ 

  の恐れがある 
 
このような状態が見られる土地または樹木等の所有

者の皆様には、その樹木等の伐採または枝下し等を

お願いします。なお、強風や大雨の後は、特に注意

してください。 
 
<作業時の注意事項> 

 〇電線や電話線がある箇所の作業は、危険をとも 

  なう場合があるので、事前に東京電力または 

  NTT東日本に連絡し、立会いのもとでおこな 

  ってください。 

 〇通行車両、自転車及び歩行者等の安全を確保し 

  てください。 

 〇樹木からの転落防止等に十分配慮してください 
 
<その他のお願い> 

 〇国道・県道については、茨城県常総工事事務所 

  にお問い合わせ願います。 

 〇当市に住んでいない土地の所有者等については 

  親戚・知人等の方からお知らせ願います。 
 

問 常総工事事務所 道路管理課  
   0297-42-2505 
       市建設課 内線1714 

資源ごみ「古紙・古布」の出し方 
 

◆古紙(種類ごとに分け、ひもなどで束ねるか袋に入 

 れてください) 

〇新聞紙…新聞紙、機関紙、折込広告 

〇段ボール・ボール紙 

 …お菓子箱、ティッシュペーパー箱、台紙など… 

  破ると中が灰色のもの 

〇雑誌類 

 …雑誌、書籍、OA用紙、色上質紙、封筒、カタ 

  ログ、ノート、チラシ、パンフレット、ポス 

  ター など 

〇ミックスペーパー(ざつ紙) 

 …メモ用紙、名刺、付箋紙、小封筒、割り箸の袋 

  その他小さな紙片 

〇シュレッダーダスト・紙パック 

 …アルミ加工された紙パックは可燃ごみ 

〇その他 

 …コピー紙の包装紙、トイレットペーパー・ラッ 

  プ・テープなどの芯 

〇リサイクルできないもの 

 …つづりひも、ビニール、金属、輪ゴム、シール 

  およびシールの台紙、カーボン紙類(ノーカーボ 

  ン紙含む)、ビニールコート紙、防水加工紙、紙 

  コップ、油が染みた紙、ろう加工紙、アルミ加 

  工紙、油紙、写真、合成紙、感熱紙、紙おむつ 

  ・粘着テープなどが付いているものは剥がして 

   ください。 

  ・窓付き封筒の窓部分(紙以外のもの)は外して 

   ください。 

  ・使用済みのティッシュペーパー 

※発泡スチロールは砕いて、可燃ごみとして出して 

 ください。また、新聞紙の盗難が多発しています 

 目撃情報などありましたら、下妻警察署(43- 
 0110)または市役所へご連絡ください。 
 
◆古布 

 (市販の透明または半透明の袋に入れてください) 

 ・出せるものは洋服一般、肌着、シャツ、タオル 

  カーテンなど 

 ・洗濯をし、よく乾かしてから出してください。 

  汚れのあるものは回収できません。 

〇リサイクルできないもの 

 …毛布、布団類、中綿のあるもの、ダウンジャケ 

  ット類、革製品、ゴム類 

※ご注意ください 

 いずれも、雨天または雨が降りそうな日は、出さ 

 ないでください。水分を含むと再利用できないた 

 め、回収しません。ごみ収集カレンダーで確認し 

 収集日当日のみ朝８時までに出してください。 

 かん、びん用のコンテナのある資源ごみ集積所に 

 出してください。 
 

問 市生活環境課 内線1425・1426 

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 

案 内 

『いばらきスマートムーブ 

 プロジェクト』モニター募集 
 
 環境省補助事業として｢いばらきスマートムーブ

プロジェクト｣を実施します。スマートムーブと

は、通勤・通学・買い物等日々の｢移動｣を自家用車

と公共交通機関(電車・バス)や自転車を賢く使い分

けて｢エコ｣にするライフスタイルのことです。 
   
●申込期間 8月1日(金)～9月30日(火) 

●取組期間 9月1日(月)～11月14日(金)  

      ※うち1ヶ月間 

●取組内容 健康のため、スーパーには歩いて出か

け、荷物の増えた帰りはバスで。 

      天気が良い日は、燃費の良いバイクで

出勤、など。 

●申込方法 生活環境課にあるチラシまたは当セン 

      ターホームページの所定の様式に記入 

      してFaxしてください。 

●その他 モニターの方には感謝状および粗品を進 

     呈します。さらに、優秀な取組をご報告 

     いただいた方には賞状および賞品を進呈 

     します。 
 

問 茨城県地球温暖化防止活動推進センター  

   029-248-7431 

募 集 

｢子育て支援講座｣開催 
 
しもつまファミリーサポートセンターでは、保

護者の方の急な用事やリフレッシュを図ることを

目的に、一時的にお子さんをお預かりする助け合

いのサービスをおこなっています。 

事業の一環として、お子さんのお預かりをして

いただく協力会員の資質向上を目的としたスキル

アップ講座を毎年４講座開催しています。 

子育て支援に関心のある方、事業の協力会員と

して活動をしてみたい方、是非お誘い合わせのう

えご参加ください。 
  
◆日時 7月25日(金)10時～正午 

◆場所 下妻公民館 学習室 

◆内容 子供との関わり方の基本と実際 

◆講師 浅野 房雄 氏 

    (元筑波国際短期大学保育科長) 

◆定員 20名 

◆参加費 無料 

◆申込期限 7月15日(火)まで 
 

問 申 しもつまファミリーサポートサンター  
     下妻市社会福祉協議会内(戸ノ岡・倉持) 

     44-1157 



お知らせ版  No.2 

 

 

 
2/3  

７ 
10 

2014 

発行◆下妻市役所［〒304-8501 下妻市本城町2丁目22番地］ 編集◆秘書課 
市役所へのお問い合わせは 0296-43-2111  www.city.shimotsuma.lg.jp 

しもつま 広
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『下水道いろいろコンクール』作品募集 
 
 ９月５日～11日は｢茨城県下水道促進週間｣です。

促進週間にともない、市では、下水道に対するご理

解を深めてもらうため｢下水道いろいろコンクール｣

を実施し、下水道に関する作品の応募をお待ちして

います。 
   
<絵画・ポスター部門> 

ポスターとして応募する場合は、｢9月10日下  

水道の日｣の文字を入れてください。  

<書道部門> 

  課題  小学生1～3年 ｢下水どう｣ 

    小学生4～6年 ｢下水道の役割｣ 

    中学生     ｢下水道と環境｣ 

<作文部門> 

 400字詰め原稿用紙(縦書き)で、小学校1～3 

 年生は2～3枚以内、4～6年生は3～4枚以 

 内、中学生は4～5枚以内。作品は自筆に限り 

 ます。(パソコンの使用は不可) 

<新聞部門> 

 用紙の片面に新聞形式で制作し、紙面の半分以 

 上を下水道の特集としてください。 

 ※新聞部門の応募単位としては、学校、学級、 

  グループ・個人など特に問いません。 

 ※上記４部門については、小中学生が対象とな 

  り、各学校でのとりまとめになります。 

<標語部門> 

 標語記入用紙または官製ハガキに作品1点とし、 

 1人1作品とします。 

 ※一般公募は、標語部門のみとなります。 

 

●申込方法 住所・氏名・フリガナ･年齢・職業・電 

      話番号を明記のうえ、下記までお送り 

      ください。 

●申込期限 ９月５日(金) 
 

問 申 市上下水道課 44-5311 
[〒304-0056 下妻市長塚乙89-1] 

スズメバチの刺傷事故を防ぐために 
 
 スズメバチは、むやみに人をおそうわけではな 

く害虫を含む多くの虫を捕食することで生態系の 

安定に役立っています。スズメバチを正しく理解 

し、安全な森林散歩に役立てましょう。 
 
◆巣はどんなところに多いのか 

・切株や土中 

・茂みのなか 

・木のうろのなか 
 
◆危ない時期 

 夏から秋にかけて働きバチが多くなり、攻撃性 

 が高くなります。働きバチは越冬せず、巣は再 

 び使われません。 
  
◆攻撃前のサイン 

・周りをしつこく飛ぶ 

・狙いをつけて空中で停止する 

・｢カチカチ｣とあごをかみあわせる 
 
 上記の際は、じっとしてハチが飛び去るのを待 

 ちましょう。手で振り払う等素早い動きをする 

 と攻撃してくるおそれがあります。 
 
◆ハチにおそわれたら 

 巣を踏んだりゆらすと、たくさんの働きバチが 

 襲ってきます。追いかけてくる距離は80mくら 

 いなので、できるだけ遠くに逃げます。 

 ※巣から離れた場所にいるハチは、わざわざ人 

  間をおそうことはありません。 
 
◆ハチに刺されたら 

・毒を吸い出す 

・傷口を冷やす 

・処方薬を使う 

※アンモニアや尿を塗るのは効果がないばかりか 

 有害です。 
 
◆危険なハチ毒アレルギー 

 全身的な症状(吐き気、頭痛、腹痛など)が出た 

 ら危険な状況です。血圧低下や意識を失うアナ 

 フィラキシーショックでは1時間以内に死亡す 

 る例があるので、救急医療を受けなければなり 

 ません。  
 
◆森林に出かける心がけ 

・長そで、長ズボンの着用 

・白や黄色の服装、帽子を着用(黒は、真っ先に 

 攻撃対象になる) 

・匂いに気をつける(化粧品や清涼飲料水に警報 

 フェロモンの成分が含まれる) 

・ひとりで森林に入らない 
 

問 市生活環境課 内線1423 

臨時福祉給付金の申請受付が７月から始まりました 
 
◆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 

◆申請期間 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) 

      ※７月限り本庁舎１階市民ホール受付 
 

【休日特設会場の開設日程】 

 

 

 

 

◆申請に必要なもの 

①申請書(税情報等利用同意書含む) 

②本人確認書類 ※支給対象となる方全員分の書類が必要となります 

 (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、特別永住者証明書、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) 

※保護者申請の18歳未満の方に限り、１点のみでの申請も可とします。 

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。 
 

問 市福祉課 内線1585～1587 

実施日時 対象地域 場所 受付時間 
7月13日(日) 下妻中学校区 

市役所本庁舎1階ホール 午前9時～11時30分 
午後１時30分～４時30分 

7月20日(日) 東部中学校区 

7月27日(日) 千代川中学校区 市役所千代川庁舎1階ホール 

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 



｢ふれあいパーティ｣開催 
 
<牛久会場> 

◇日時 7月20日(日)午後１時30分～４時30分 

◇場所 牛久市中央生涯学習センター 

◇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) 

<下妻会場> 

◇日時 7月26日(土)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) 

<結城会場> 

◇日時 7月27日(日) 午後１時30分～４時30分 

◇場所 結城市民文化センターアクロス 

◇対象者 (男女とも) 

  Aコース 20代・30代の方 各20名 

  Bコース 40代・50代の方 各20名 

◇参加費 男性4,000円 女性1,000円(当日徴収) 
 
◆申し込み 随時 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート(月曜休) 
     0280-87-7085 

夏休みワークショップ 

「宿題おたすけマン！」開催 
 
 昨年度好評だった｢宿題おたすけマン!｣に加え、企画

展｢わくわく☀不思議発見!!｣の関連事業として、ワー

クショップ｢ペーパークラフト ヘラクレスオオカブト

を作ってみよう!｣を開催します。 

 ｢宿題おたすけマン!｣、講師の先生にアドバイスをう

けながら、夏休みの宿題のお習字やポスターが、楽し

く制作できるワークショップです。 
 
①お習字の日 

◇日時 8月１日(金) 

 午前の部(午前10時～正午) 小学3・4年生  

 午後の部(午後１時30分～３時30分)  

              小学5・6年生 

◇講師 柳華舟先生(書家) 

◇対象 市内小学３年生～６年生 

◇定員 小学3・4年生 25名 

    小学5・6年生 25名 

◇参加費 無料 

 ◇持ち物 書道セット、半紙(20枚程度)、新聞紙 

②ポスターの日 

◇日時 ８月５日(火)午後１時30分～３時30分 

◇講師 名和和男先生(美術講師) 

◇対象 市内小学１年生～６年生   

◇定員 35名 

 ◇参加費 無料 

 ◇持ち物 クレヨン(低学年)、絵の具セット(絵の 

      具・筆・筆洗器・パレット)、画用紙(学 

      校で指定された大きさ)、鉛筆・消しゴ 

      ム・新聞紙 

③ペーパークラフト  ヘラクレスオオカブトを作って 

 みよう! 

  ◇日時 ８月8日(金) 午後１時30分～３時30分 

  ◇対象 市内小学１年生～６年生   

     ※小学１・２年生は保護者同伴 

◇講師 ミュージアムパーク茨城県自然博物館  

    潮田 好弘 氏 

 ◇定員 30名 

◇参加費 100円(材料費) ※当日持参 

◇持ち物 作品を持ち帰る袋(A4サイズ) 
 
◎いずれも汚れても良い服装で参加してください。 

◎応募できるのは、１人で①～③のいずれか１つ。 

◆応募方法 往復ハガキ 

※希望のワークショップ名(お習字の日・

ポスターの日・ペーパークラフトのい

ずれか１つ)住所・電話番号・学校名・

学年・氏名・を記入。 

      ※募集人数を超えた場合は抽選。 

◆応募先 下妻市ふるさと博物館 

     [〒304-0056 下妻市長塚乙77番地] 

◆申込期限 ７月23日(水)必着 
 

問 ふるさと博物館 44-7111 

｢オオムラサキ観察会｣開催 
～国蝶オオムラサキを見に行こう！～ 
 
オオムラサキと森の文化の会では、小貝川ふれ

あい公園自然観察ゾーンにて、国蝶オオムラサキ

の生息保護活動を続けています。今年も6月下旬

から7月上旬にかけてオオムラサキが羽化し、8月

中旬まで、青紫色の羽を広げ雄大に飛び交う姿を

見ることができます。 

 オオムラサキと森の文化の会では次のとおり観

察会を実施しますので、ぜひこの機会にオオムラ

サキに会いにきてください。 
 

◆日時 7月13日(日)午前10時～ 

◆集合場所 小貝川ふれあい公園 

      上流コアゾーンあずまや 

◆参加費 無料 ※予約不要 
 

問 オオムラサキと森の文化の会会長(本橋)  
   090-3590-6528 
 ※観察会以外でも、オオムラサキの森にて随 

  時観察できます。 

Part.1｢オープンキャンパス｣開催 
 
◆日時 7/24(木)、8/1(金)、8/29(金)、9/24 

    (水)、10/23(木)、12/19(金)、1/14 

    (水)、2/26(木) 

午後1時30分～(受付 午後1時～) 

◆実施訓練科 電気工事科、機械システム科 

       金属加工科 

◆対象者 高校生または受験希望者 

就職支援セミナー 

｢就職カレッジ｣開催 
 
◆日時 7月22日(火)・28日(月)・29日(火) 

            8月4日(月)・5日(火) 

    各日 午前9時30分～午後4時30分 

◆会場 土浦亀城プラザ 

◆対象者 15歳～おおむね40代前半の求職者で 

     全日程(5日間)参加できる方 30名 

◆講座内容 自己分析・コミュニケーショントレ 

      ーニング・職種研究・プレゼンテー 

      ション・応募書類・面接対策等 
 

問 申 特定非営利活動法人 雇用人材協会 
     029-300-1738 

Part.2『機械図面の読み方・ 

         描き方』受講生募集 
 
●内容 機械図面の基本的な知識と製図関係規格に 

    ついて 

●実施日 ８月21日(木)、22日(金) 

     午前 9時～午後４時(2回 計12時間) 

●申込方法 インターネットで筑西産業技術専門学 

      院のホームページから、または往復は   

      がきに講座名、氏名、年齢、住所、電 

      話番号、職業を記入し郵送。 

●定員 10人 ※定員を超えた場合は抽選 

●申込締切 ７月23日(水)必着 

●受講料 2,980円 

●その他 受講決定者は決定通知に記載する指定日 

     に来院し、受講手続きが必要です。 
 

問 申 筑西産業技術専門学院 24-1714 
 [〒308-0847筑西市玉戸1336-54] 

｢オープンキャンパス｣開催 
 
◆日時 ７月26日(土)、８月８日(金)、22日(金) 

    午前10時～午後０時30分 

◆内容 ①学校紹介  

    ②進学ガイダンス 

③看護体験 

 (血圧測定・赤ちゃんの沐浴等) 

④在校生との交流会  

⑤進路相談 

※８月22日は、③～⑤は実施しません。 

◆申込方法 開催日１週間前までに電話または 

      Fax、電子メールでお申し込みくだ 

      さい。(氏名・連絡先・希望日を明記) 
 

問 申 茨城県結城看護専門学校  

      33-1922  Fax33-1920  
                E-mail:yukinu@yukinu.or.jp 

光化学スモッグＰＭ２.５情報について 
 
 県では、光化学スモッグ、PM2.5情報につい

て、携帯電話やパソコンへメール配信をおこ

なっています。 

 配信希望の方は、下記の登録ページへアクセ

スし登録してください。 

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

※環境対策課トップページの｢関連リンク｣から 

 もアクセスできます。 
 
◆配信される情報の種類 

・光化学スモッグ情報(当日情報、翌日情報) 

 ・光化学スモッグ発令情報(予報、注意報など) 

 ・PM2.5注意喚起情報 

※配信される情報の種類は、本登録の画面で選 

 択することができます。 
 
◆ご御利用にあたっての注意 

 ・登録料は無料ですが、通信費は登録者の負

担となります。 

・本登録画面では、ご希望の地域を選択いた

だきますが、選択の際は、自身の住所地の

地域など、必要最小限の選択をおすすめし

ます。(多くの地域を選択すると、毎日、多

量のメールが配信されます) 

 ・配信を止めたいときは，登録ページの｢配信

解除｣ボタンをクリックして手続きしてくだ

さい。 

 ・メールアドレスを変更するときは，登録

ページの｢配信解除｣ボタンをクリックして

配信停止の手続きをした後、改めて登録を

おこなってください。 
 

問 茨城県環境対策課 029-301-2961 

案 内 募 集 

募 集 

『ボーイスカウト１日体験 

（デイキャンプ）』 参加者募集 
 

 ｢6月25日号お知らせ版｣に掲載しました、｢ボーイ

スカウト１日体験(デイキャンプ)参加者募集｣記事の

開催日が変更になります。 
 
【変更前】 

日時 ７月19日(土)午前９時30分     

【変更後】 

日時 ７月21日(祝)午前９時30分 
 
※申込期限 ７月16日(水)まで 
 

問 申 ボーイスカウト下妻一団(須藤) 
     43-6269(Fax兼用)  

mailto:yukinu@yukinu.or.jp
http://www.taiki2.pref.ibaraki.jp/


個人事業税の納税は便利な口座振替で 
  
個人事業税の口座振替納税は、公共料金と同じよ

うに預金口座から自動的に納税ができ安全で大変便

利です。 

お申し込みは、預金口座のある金融機関(ゆう

ちょ銀行を除く)で簡単にできますので印鑑をご持

参のうえお出かけください。 
 

問 筑西県税事務所 総務課管理 24-9184 

｢ガス溶接技能講習｣受講生募集 
 

●内容 労働安全衛生法で定められた技能講習 

●実施日 9月20日(土)、21日(日) 

     午前9時～午後5時(2日間) 

●申込方法 インターネットで筑西産業技術専門学

院ホームページから、または往復ハガキに講座名、

氏名、年齢、住所、電話番号、職業を記入し郵送 

●定員 20人 ※定員を超えた場合は抽選 

●申込期限 8月18日(月)必着 

●受講料 2,750円 
 

問 申 筑西産業技術専門学院 24-1714 
[〒308-0847 筑西市玉戸1336-54] 

農林航空防除実施について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月25日、26日、27日(雨天順延)の３日間、水稲の病害虫防除のためヘリコプターによる航空防除を実施

します。危被害防止等にご協力くださいますようお願いします。 

※散布日程(散布日程は、天候により変更になることがあります) 

◆散布予定時間 午前５時～10時頃まで(案内飛行は午前４時30分～) 

◆対象病害虫 ウンカ類・カメムシ類、いもち病・紋枯病 

◆使用予定薬剤 スタークル液剤 10(殺虫剤)     有効成分：ジノテフラン 

 アミスターエイトフロアブル(殺菌剤)   有効成分：アゾキシストロビン 

<注意事項> 

・散布された水田では、農薬が流出しないよう止水措置(7日間)を努めてください。 

・散布された水田には、１週間ぐらい入らないでください。 

・洗濯物等は、散布中は屋内に取り込んで下さい。 

・用排水、河川等での子供の水遊び、魚釣り等は散布後１週間くらいはしないようにしてください。 

・薬剤が体に付着した場合は、石けん水で洗ってください。 

・養魚池、釣り堀等は、深水またはかけ流し等の措置をしてください。 

・飼料用作物等に薬剤が飛散した場合は、1週間ほど経過した後、安全を確認してから給餌してください。 

・自動車等に薬剤がかかった場合は、できるだけ早く水洗いをしてください。 

・水田近くの出荷用作物は、収穫時期をずらすなど、危被害防止にご協力お願います。 

(散布区域の事前確認をしますので、ご不明な点はお問い合わせください。) 
 

問 茨城県西農業共済組合 損防課 30-2914 

 実施期間中仮設電話 20-7040 

月日 地区名 基地名 散布区域 

７
月
25
日(

金) 

騰波ノ江 
大宝 

新橋 
宇坪谷、中郷、数須、下田、貝越、下宮、若柳、横根、平川戸 

筑波島、294号バイパス東側 

下妻・大宝 大串 
田町、円明寺裏、坂井、堀篭、平沼、大串、若柳本田 

294号バイパス西側 
下妻・大宝 
上妻・騰波ノ江 

大宝西 大串、福田、相原山、大木、半谷、半谷越戸、糸繰川両側 

上妻 桐ヶ瀬 黒駒、江、平方、尻手、渋井、桐ｹ瀬、赤須、前河原 

７
月
26
日(

土) 

総上・下妻 
千代川地区一部 

行田 
二本紀、今泉、中居指、小島、長塚（食肉ｾﾝﾀｰ南側） 
千代川地区の一部(下栗、田下・旧294号西側) 

豊加美 樋橋新田 加養前、新堀、亀崎、樋橋、肘谷、送電線の南側 

総上・豊加美 
JA下妻 

カントリー(古沢) 
古沢、袋畑、谷田部、山尻、柳原、送電線の北側から 
国道125号まで、小島、不動宿、新掘北から関東鉄道常総線まで 

高道祖・大宝 高道祖 高道祖全域、比毛から横根間(294号ﾊﾞｲﾊﾟｽ東側) 

千代川地区 
JA千代川 

カントリー(四反田) 
千代川地区・地方道つくば古河線北側かつ旧294号東側 
(下栗・宗道・本宗道・見田・大園木・亀崎) 

７
月
27
日(

日) 

千代川地区 

伊古立 
千代川地区・地方道つくば古河線南側かつ旧294号東側 
(原・羽子・原新田・渋田・長萱・唐崎・伊古立・鯨) 

大形 
千代川地区・大形地域および旧294号西側 
(村岡・五箇・皆葉・別府・鎌庭・鬼怒・原) 

案 内 

募 集 

『災害体験ツアー』参加者募集 
 
●開催日 ８月２日(土) 

●集合場所 下妻市総合体育館北側 

●時間 午前８時出発(午後３時下妻着予定) 

●参加費 無料(昼食は各自負担) 

●持ち物 タオル、ハンカチ 

●対象 小学生親子 40名 ※定員になり次第締切 

●内容 栃木県防災館にて、地震や風水害などの体 

    験を通して、普段から災害にどう備えたら 

    良いかを学ぶ 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

｢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 ８月８日(金)午前９時30分～11時30分 

◆場所 福祉センターひばりの 
 
※持ち込みをご遠慮いただくものがありますので、 

 詳しくはお問い合わせください。 
 

問 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

使用済み農ビの回収を有料にて 

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、農業用塩化ビニルフィルム(農ビ)の回収を有

料にておこないます。 
 

◆申込期間 ７月14日(月)～24日(木) 

      午前８時30分～午後５時15分 

◆申込場所 下妻市役所 農政課(千代川庁舎) 

◆負担金 5,000円 

     (処分費4,000円＋農家登録料1,000円) 

◆搬入日 ７月28日(月)～30日(水) 

     午前９時～午後４時 

◆搬入場所 JA常総ひかり千代川野菜集出荷所 

◆荷姿 よく乾燥して泥等をできるだけ落とし、作

物の残さ、木片・金属等の異物を取り除

き、つづら折りし、登録番号を記入した農

ビのヒモで2箇所縛ってください。 

※黒色・シルバー・糸入り・焼け等により 

 リサイクルできないもの、異物が混入し 

 ているもの、適正な荷姿でないものは搬 

 入できません。 
 

問 市農政課 内線2622 

マイクロチップデータ登録の助成について 
～犬・猫に名札を付けよう～ 
 
ペットの身元表示は、法律で飼い主の努力義務と

されています。これを受け、茨城県獣医師会では、

災害や事故、迷子など不測の事態に遭遇した際の

犬・猫の身元表示として、マイクロチップの埋め込

みを推進し、｢マイクロチップデータ登録助成事業｣

を実施します。 

あなたのペットにも装着してみてはいかがでしょ

うか。 
 
◆期間 ７月1日(火)～助成頭数終了まで 

◆助成頭数 先着1,000頭 

◆助成内容 データ登録料1,000円を助成します。 
 

問 公益社団法人 茨城県獣医師会事務局  

   029-241-6242 
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しもつま 広
報 

学生のための 

『福島いわき復興支援バスツアー』 

参加者募集 
 
 被災地の〝過去～現在〟を語り部から聞いて、3

年経過した今、もう一度〝知って、感じて、考え

る〟きっかけにしてみませんか。いま自分ができる

ことなどを考えてみましょう。 
 
●日時 ８月20日(水)午前５時45分集合 

●集合場所 下妻市総合体育館北側 

      ※午前６時出発、午後６時到着予定 

●参加費 1,000円(昼食含) 

●対象 市内在住または在学の学生(中学生以上) 

    30名 ※定員になり次第締切 

●内容 いわき方面での被災地区視察と、震災当時

の様子から現在の復興状況を含めて、語り

部ガイドによる案内 

案 内 

案 内 募 集 


