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しもつま 広
報 

Part.２ ｢にちようびのおはなし会｣開催 
 
下妻市立図書館では新たに｢にちようびのおはな

し会｣を開催します。参加は自由ですので、お気軽

にお越しください。 
 
◆日時 ８月24日(日)午前10時30分～11時 

◆場所 下妻市立図書館児童室(おはなしコーナー) 

Part.1 ｢映画会/8月｣開催 
 
《ライブラリーシアター》 

◇日時 ８月16日(土)・19日(火)午後２時～ 

◇上映作品 にんじん(2003年/フランス/90分) 

◇内容 フランス児童文学の名作をさわやかに 

    映像化 
  
《子ども映画会》 

◇日時 ８月23日(土)午後２時～ 

◇上映作品 アニメ 世界の名作シリーズ 

      ファーブル昆虫記 

      (クモとシデムシ)/40分 
  
◆場所 下妻市立図書館２階映像ホール 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市立図書館 43-8811 

砂沼サンビーチ 

｢下妻市民無料デー｣を実施します 
 
 市民の皆さんの日頃のご愛顧とご協力に感謝し、

｢下妻市民無料デー｣を実施します。 
 
●実施日 ８月20日(水) 

●対象者 下妻市在住者 

●利用方法 実施日に砂沼サンビーチ特設窓口で、 

      下妻市内在住であることを証明できる 

      ものを提示してください。 

  一般：運転免許証等、住所の確認ができる公的 

     機関発行の身分証明書を提示 

  学生：学生証の提示等 

  中学生：生徒手帳の提示等 

  小学生以下：保護者と同伴。保護者は一般に準 

        ずる証明書を提示 

※証明できるものはコピーでも可 

※駐車場、ロッカー等を利用する場合は、規定の料 

 金が必要となります。 
 

問 申 市都市整備課 内線1722 
     砂沼広域公園管理事務所 43-6661 

Part.1 『事業者広場』参加者募集 
 
●日時 10月18日(土)午前10時～午後4時 

10月19日(日)午前10時～午後3時30分 

※1日のみでも結構です。 

●場所 砂沼サンビーチ 

●募集事業所数 ４事業所 

●内容 市内で営業している事業所が、来場者に事 

    業内容をPRできる場を提供します。出展 

    料は無料ですが、販売はできません。 

●募集期間 8月11日(月)午前9時 

       ～29日(金)午後5時 ※土日を除く 

 ※参加事業所の調整会議を9月2日(火)午後3時か 

  ら市役所千代川庁舎第一会議室にて開催しますの 

  で、必ず出席願います。 

●申込方法 電話にて産業振興課にお申込ください。 

2014しもつま砂沼フェスティバル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Part.2 『市民ステージ』参加団体募集 
 
●日時  10月18日(土)正午～午後4時(予定) 

●場所 砂沼サンビーチ ステージ 

●内容 演奏・踊り等のジャンルは問いません。参加 

    団体の皆さんに発表の場を提供します。 

    (ただし、カラオケを除く) 

●募集団体数 10団体 

●申込方法 電話にて産業振興課にお申込ください。 

●申込期間 8月11日(月)午前9時 

       ～29日(金)午後5時 ※土日を除く 

 ※応募多数の場合は、応募期間終了前でも締切の 

  場合がありますのでご了承ください。 

 ※個人、市外の団体は参加できません。 

 ※参加団体代表者会議を9月2日(火)午後4時から 

  市役所千代川庁舎第一会議室にて開催しますの 

  で、必ず出席願います。 

●発表時間  参加団体代表者会議で調整 

 

問 申 市産業振興課 内線2634 

｢敬老福祉大会｣開催 
 
第44回敬老福祉大会を開催します。市内在住の

高齢者の方はどなたでも参加できますので、ぜひご

来場ください。なお、座席数に限りがございますの

でご了承ください。 
 

◆日時 ９月14日(日)午前9時30分～ 

◆場所 下妻市民文化会館 

◆内容 式典、芸能発表 

◆大会参加(観覧)・芸能発表の申込方法 

老人クラブ会員の方…単位老人クラブ会長に申込

みしてください。 

老人クラブ会員以外の方…市介護保険課に申込書

を提出してください。 

※申込書は市介護保険課窓口で配布しています。 

※申込多数の場合は抽選 

◆申込期限 ８月22日(金)まで 
 

問 市介護保険課 内線1538 

コスモスすまいるプロジェクト 

秋の花“コスモス”で 

花いっぱいスマイルいっぱい 
 
 下妻市では、｢花のまちしもつま｣として市民の

みなさんや市外から訪れる方に喜んでいただける

よう、夏の｢ひまわり 

サンSUNプロジェク 

ト｣に続き、｢コスモ 

スすまいるプロジェ 

クト｣と題し、今年か 

ら秋の花“コスモス” 

を市民のみなさんの手 

で咲かせる活動を実施します。 

 そこで、コスモスを育ててくれる市内の個人・

団体にはコスモスの種を無料配布させていただき

ます。お家のお庭やベランダ、学校や会社の花壇

など、みんなで下妻市の秋をコスモスで彩りませ

んか。 
 
【種の配布】 

 期間 ８月１日(金)～31(日) 

    ※各施設が休みの日を除く 

 場所 ・市役所都市整備課 

    ・市役所くらしの窓口課(千代川庁舎) 

    ・下妻市立図書館 

    ・下妻市商工会 

※申込時に、住所・氏名等を記入していただき 

 ます。 

※種が無くなり次第終了 

【プロジェクトへの参加条件】 

・下妻市内で実施できる方 

・種まきから開花後まで、一通り管理していた 

 だける方 

・種以外に管理に必要な物をご準備いただける 

 方 

【コスモスの品種】 

・センセーション(プランター等でも育成でき 

 ます) 

【種まきの時期】 

 8月中に種まきをお願いします。 
 

問 市都市整備課 内線1725 

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 
 
<つくば会場> ※平日夜開催 

◇日時 9月11日(木)午後７時～９時 

◇場所 つくば山水亭 

◇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2,000円(当日徴収) 
 
<古河会場> 

◇日時 9月23日(祝)午後１時30分～４時30分 

◇場所 古河市とねミドリ館 

◇対象者 Aコース 男女とも 30代･40代の方  

     Bコース 再婚者希望 男女とも30代・ 

          40代・50代の方  

     各コース 20名ずつ 

◇参加費：男性4,000円 女性2,000円(当日徴収) 
 
<境会場> ※カレー作り＆出会いパーティー 

◇日時 9月28日(日)午前11時～午後３時30分 

◇場所 境町文化村公民館 

◇対象者 男女とも 30代･40代の方 各15名 

◇参加費 男性4,000円 女性2,000円(当日徴収) 
 
◆申込開始 随時 

◆後援 いばらき出会いサポートセンター 
 

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

ひとり親家庭の方の自立に 

必要な相談を受け付けています 
 
◆相談内容 

・職業能力開発のための講座受講に関する 

 ｢自立支援教育訓練給付金事業｣ 

・自立のための就労を支援する｢自立支援プ 

 ログラム策定事業｣※母子家庭のみ対象 

・児童の修学資金や修業資金等の｢母子福祉 

 資金貸付｣※母子家庭のみ対象 

      …等の制度利用に関する相談 

◆相談時間  

 月～金曜日   

 午前10時～午後3時 

◆予約方法  

 県西県民センター地域 

 福祉室母子自立支援員 

 までお電話ください。 

 相談日時について個別 

 にご案内します。 
 

問 茨城県県西県民センター地域福祉室 

   母子自立支援員(筑西合同庁舎内) 

   24-9156 

男女共同参画チャレンジ支援セミナー開催 

｢人間関係をもっと素敵に!ありのままで♪ 

コミュニケーション｣開催 
 
◆日時 8月27日(水)午前10時～正午 

◆場所 茨城県女性プラザ男女共同参画支援室 

    ※お車で来場の際は、県三の丸庁舎駐車場を 

     ご利用ください。 

◆内容 職場、家庭、地域において、苦手な場面や人に 

    対しても自分らしさを出しながらコミュニケー 

    ションを図る方法を学びます。ワークショップ 

    を通して自分自身の中心にある価値観(心のエン 

    ジン)を探りながら、あたたかい人間関係の築き 

    方を身につけましょう。 

◆講師 川村 貴子 氏 

    (NPO法人雇用人材協会講師、米国CCE, Inc.認 

    定GCDF-Japanキャリアカウンセラー、キャ 

    リアコンサルタント) 

◆定員 30名  

    ※先着順受付。託児あり要予約 

◆参加費 無料 
 

問 茨城県女性青少年課女性プラザ男女共同参画支援室 

   029-233-3982 

｢ぷらっとほーむ定例講座｣開催 
 
〝コミュニティーカフェ・ぷらっとほーむ〟では、赤ちゃんからお年寄りまで、誰もが楽しめる講座をご用

意し、みなさんのお越しをお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※参加費はすべて無料です。 
 

問 申 ぷらっとほーむ 070-1276-2314  下妻市社会福祉協議会 44-0142 

講座 内容 開催曜日 備考 

おはなし会 
図書館ボランティアさんによる読

み聞かせ 

毎月 
第１(火)午前10時30分 

      ～11時30分 
第３(日)午後１時～２時 

  

シルバーリハビリ体操 
いつでも、どこでも、どなたでも

できる介護予防のための体操です 

毎月 
第２・第4(月) 
午前10時～正午 

  

健康相談 
健康や病気のこと、子育てから介

護まで、保健師さんへ気軽に相談

できます 

毎月 
第２(土)午前11時～午後２時 

  

スクエアーステップ 
生活習慣病・介護予防など、あら

ゆる年齢層の体力作りや仲間作り

ができる楽しいエクササイズです 

毎月 
第４(金)午後１時30分 

              ～３時30分 

  

ベビーマッサージ 

赤ちゃんとお母さんが、肌と肌を

通じて〝心のコミュニケーショ

ン〟ができるひとときを過ごして

みませんか 

奇数月 
第１(月)午前10時30分 

      ～11時30分 

要申込10組 
対象：2ヶ月～9ヶ月 
バスタオル持参 

健康＆美活ヨガ 
心と身体をつなぐハワイ生まれの

プラーナチャクラヨガ 
未経験の方でも大丈夫 

毎月 
第３(月)午前10時～11時 

要申込10人 
水・膝かけ用のブラ

ンケット持参 

『パソコン教室～後期～』受講生募集 
  
●日時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●場所  下妻公民館 視聴覚室 

●受講資格 原則として市内在住・在勤の方 

●定員 各講座20名 

●参加費 １講座400円(テキスト代含む) ※⑤⑥講座の年賀状は1000円(テキスト代含む) 

●その他 ・視聴覚室のパソコンをお使いください。 

    ・Windows７、Office2013中心の授業となります。(旧パソコンは補足説明) 

●申し込み ８月22日(金)から ※定員になり次第締切。下妻公民館に直接来館、または電話で申し込み。 

               ※原則として１人７講座まで 
 

問 申 下妻公民館 43-7370 ※午前９時～午後５時。休館日(月曜日、祝日)を除く 

「夏まつり2014」開催 
 
霞ケ浦環境科学センターでは、霞ヶ浦水質浄

化強調月間【7月21日(月)～9月1日(木)】のメ

インイベントとして、夏まつり2014を開催し

ます。｢未来へつなげる霞ケ浦｣をテーマに、

霞ヶ浦や環境問題について楽しく学べる様々な

催しを用意しています。 
 

◆日時 ８月23日(土) 

    午前10時～午後３時30分 

◆会場 茨城県霞ケ浦環境科学センター 

◆内容 ・センター研究室の一般公開 

    ・クイズラリー 

    ・体験学習(おもしろ科学実験教室、 

     メダカ教室) 

    ・環境保全団体等による展示 

    ・飲食コーナー、物産品の販売 

◆入場料 無料 

◆その他 当日は、センター駐車場の利用はで

きません。臨時駐車場・無料送迎バスを用

意しますので、詳しくはお問い合わせくだ

さい。 
 

問 霞ケ浦環境科学センター環境活動推進課 
029-828-0961 

開催日 
午前の部(午前９時～正午) 午後の部(午後１時～４時30分) 

コース名 コース名 
９月13日(土) ① エクセルでテンプレート(雛形)を活用 ⑦ ワードで絵入り文章などⅡ 
９月21日(日) ② エクセルでテンプレート(雛形)を活用 ⑧ ワードで絵入り文章などⅡ 
10月11日(土) ③ エクセル応用編 ⑨ インターネットでいろいろ 
10月19日(日) ④ エクセル応用編 ⑩ インターネットでいろいろ 
11月16日(日)   ⑪ ワードで、テンプレート(雛形)を活用 
11月22日(土)   ⑫ ワードで、テンプレート(雛形)を活用 
12月14日(日) ⑤ 年賀状(午前10時～午後４時30分) 
12月20日(土) ⑥ 年賀状(午前10時～午後４時30分) 
１月18日(日)   ⑬ デジカメ写真整理 

案 内 

案 内 募 集 

mailto:info@bell-support.net
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平成２６年１０月診療分から 

医療福祉費支給制度(小児マル福)対象

者が中学３年生までに拡大されます 
 
 下妻市では、少子化対策の一環として医療福祉費

支給制度を設けています。この制度は、子育て家庭

の負担軽減を図るため医療費の一部を助成する制度

です。 

平成26年10月より、小児マル福の対象が中学３

年生(15歳の年度末)までに拡大となり、『外来のみ

有効』の福受給者証を交付します。 

 該当される方には、個別に通知しますので、手続

きをお願いします。 

※受給には所得制限があり、非該当となる場合があ 

 ります。 
 

◆受付日時 ９月７日(日) 

      午前９時～11時30分 

      午後１時～４時 

◆申請場所 下妻市役所 本庁舎１階 市民ホール 
 
※都合が悪い方は、９月８日(月)以降の開庁日 

 (午前８時30分～午後５時)に手続きをお願いし 

 ます。 

 ◇９月８日(月)以降の申請場所 

  保険年金課・くらしの窓口課(千代川庁舎) 
 
 ◎入院時には別途申請が必要となります。 

⇒お子様の健康保険証、福受給者証、印鑑(ゴム 

 印は不可)を持って窓口にお越しください。 
 
※中学生の入院分は茨城県事業、中学生の外来分は 

 下妻市独自事業です。 
 

問 市保険年金課 内線1514 「オレンジカフェ～認知症カフェ～」開催 
 
オレンジカフェとは、認知症について知り、不安

や悩みを同じ体験をしている人や認知症に詳しい人

に気軽に相談ができ、楽しく交流できる場所です。 
 
◆日時 8月19日(火)午後１時30分～３時30分 

◆場所 千代川公民館レストハウス 

◆対象 どなたでもご参加できます。 

◆参加費 1人100円(お茶・おやつ代) 
 
〈以下のような方にお勧めします。〉 

・ご自分が身近な方が認知症かもと不安・悩みがあ 

 る方 

・認知症について相談したい・介護体験談を聞 

 きたい方 

・認知症のある方とのかかわり方・対応方法を 

 知りたい方 など 

◎ご質問のある方はお気軽にご連絡ください。 
 

問 申 市介護保険課 地域包括支援センター 
内線1543・1544 

『夜間健診』を実施します 
   
◆対象者  

<平成27年3月31日現在の年齢> 

・40歳～75歳未満の下妻市国民健康保険加入者 

・39歳以下の方(健康保険の種類にかかわらず受 

 診できます) 

※社会保険の被扶養者、後期高齢者医療保険にご 

 加入の方はお問合せください。 

◆健診日・会場  

 9月25日(木)、26日(金)下妻市保健センター 

◆受付時間 午後5時～8時 

      (番号札は午後4時30分に出します) 

◆実施項目・自己負担額 

◇健康診査…1,500円 

◇胸部レントゲン(65歳以上)…無料 

 (40歳～64歳)…300円(39歳以下)…700円 

 ◇大腸がん検診(30歳以上)…300円 

◇前立腺がん検診(40歳以上の男性)…500円 

◇肝炎ウイルス検査(40歳以上の今までに検査 

 を受けたことがない方)…500円 

◇肺がん喀たん検査(40歳以上で胸部レントゲ 

 ンを受診する方)…容器代＋検査代 800円 

◆申込期限 9月 5日(金)まで   

      ※定員になり次第締切 

◆申込方法 電話または下妻市保健センター窓口 

      でお申込みください。 

◎予約制となりますので、ご希望の方は必ずお申 

 し込みください。 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

特定健康診査・基本健康診査「集団健診」について ～後半日程～ 
 

◆対象者・検査項目・自己負担額 ※年齢は、平成27年3月31日現在(75歳になる方を除く) 

 40歳～75歳未満(下妻市国民健康保険加入者)および39歳以下 

身体測定、血圧測定、尿検査、眼底検査、心電図検査、血液検査(血中コレステロール・肝機能・血糖・貧 

血・尿酸・クレアチニン)…1,500円 

 75歳以上 

  身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査(血中コレステロール・肝機能・血糖・クレアチニン)…無料 
                
《次の検診は、加入している健康保険の種類にかかわらず受診できます》 

 ◇胸部レントゲン(65歳以上)…無料  (40～64歳)…300円 (39歳以下)…700円 

 ◇大腸がん検診(30歳以上)…300円  ◇前立腺がん検診(40歳以上の男性)…500円 

 ◇肝炎ウイルス検査(40歳以上の今までに検査を受けたことがない方)…500円 

 ◇肺がん喀たん検査(40歳以上で胸部レントゲンを受診する方)…容器代＋検査代 800円 
                   
◎今年度75歳になる方は、受診日の年齢により健診内容、自己負担額が変わります。詳しくは、お問合せく  

 ださい。 

◆持参するもの 保険証、受診券、自己負担金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎受診券は4月下旬に送付済みです。 

 40歳～74歳(国保加入者)、35歳～39歳の方…全員に送付済み。 

   30歳～34歳の方…国保加入者および前年度受診者に送付済み。 

 75歳以上、29歳以下の方…前年度受診者に送付済み。 

 新たに希望する方…保健センターにお申込みください。 
 
【育児中でなかなか健診を受けられない方へ】 

 9月８日(月)午前中限定で「育児応援サポート健診」を実施します。健診の間、別室でお子様をお預かりしま

す。育児中の方も安心して健診にお越しください。 

※ご希望の方は、事前に保健センターにお申込みください。 
 
【社会保険の扶養の方へ】 

 健康保険の種類によっては、市の集団健診を受診できない場合がありますので、事前に健康保険証の発行元

に確認してください。 

 ※39歳以下の方であれば、健康保険の種類にかかわらず、市の集団健診が受けられます。 
 

問 市保険年金課 内線1515  市保健センター 43-1990 

月日 会場 
受付時間 (番号札は30分前に出します) 

午前9時30分～11時30分 午後1：30～3：00 
9月 １日(月) 小野子町・小野子・坂本・陣屋 坂本新田・大木新田・旭・大町 

２日(火) 新町・本宿・本宿町 上町・西町・三道地・栗山・峰 

３日(水) 本城町・不動宿・新屋敷・相原山 上宿・田町・仲町・浦町 

４日(木) 長塚(東部)・石の宮・横町・下町 長塚(西部)・砂沼新田・下子町 

７日(日) <全地区 未受診者> 
８日(月)            <全地区 未受診者> 
 24日(水) <全地区 未受診者> 
25日(木) 夜間健診 受付時間 午後5時～8時 

【予約制】保健センターまでお電話ください。  26日(金) 

下
妻
市
保
健
セ
ン
タ
ー  

｢食品の表示ってどうみるの？｣ 
～ＪＡＳ法による食品表示について～ 
  
｢表示｣は、食品を選ぶ重要なてがかり！しっかり

見て選んでいますか。食品表示にご興味のある方、

ぜひご参加ください。 
 
◆日時 ９月９日(火)午後１時30分～ 

◆場所 下妻公民館 ２F学習室 

◆受付期間 ８月11日(月)～９月５日(金) 

◆講師 関東農政局  

    土浦地域センター職員 

◆参加費 無料 

◆主催 下妻市消費者友の会 
 

問 申 市消費生活センター 44-8632 
    ※月・火・木・金曜日(祝日を除く) 

       午前９時～正午・午後１時～４時30分 

案 内 

案 内 



『健康に関する標語』募集 
 
●テーマ  

 ①健康づくり(健診を受ける大切さなど)について 

 ②国保税の収納率向上(め忘れの防止など)について 

●応募資格 県内在住・在勤の方 

●応募方法  

 ①標語(一人3点まで) ②郵便番号 ③住所 ④氏名

(ふりがな) ⑤年齢 ⑥電話番号をご記入のうえ、郵

便・Fax・メールのいずれかでご応募ください。 

※作品公表時は｢1.住所の市町村名 2.氏名｣での

公表。氏名以外での公表を希望の場合はペンネー

ムも記入のうえ応募 

●締切日 ９月30日(火)当日消印有効 

●賞品 最優秀賞 １名 １万円のクオカード 

優秀賞  ２名 ５千円のクオカード 

良賞   ３名 ３千円のクオカード 
 

問 申 茨城県国民健康保険団体連合会  

     保健事業課｢標語募集｣係 

     029-301-1552 
     Fax029-301-1575 

     [水戸市笠原町978 番地26] 

kokuho@ibarakikokuhoren.or.jp 

ひきこもりがちな青年のための 

｢フレンズの会｣を開催します 
 

数ヶ月以上に渡って、外出することなく自宅や

自室で生活をしたり、昼夜逆転の生活や家族との

接触も避け、自室に閉じこもったりしていません

か。このような悩みを抱えているご本人やご家族

のために相談支援をおこなっています。フレンズ

の会は、ご本人やご家族が安心してご自身の体験

や思いを語りあうことができる場です。 
 

◆日時 隔週金曜日の午後７時～９時 

◆場所 下妻基督会会堂[下妻乙217番地] 

◆内容 自由な話し合い 

◆費用 無料 

    (内容によっては材料費等の実費負担あり) 
 

問 下妻市小友幼稚園内(浅野) 44-2810 
火・金曜日 午後1時～４時 

『いばらき高齢者優待制度』協賛店舗募集 
 
・65歳以上の高齢者を対象に、料金割引やポイント  

 加算等の特典が受けられる高齢者優待カード制度 

 を12月から実施します。 

・協賛店舗の募集をおこないますので、ぜひご協力 

 願います。お申し込みは、茨城県長寿福祉課の専 

 用ホームページから9月上旬より登録ができます。 
 
～協賛店舗になると～ 

 ・｢高齢者に優しい店舗｣としてイメージアップに! 

 ・店舗情報が県のホームページ等に掲載 

 ・協賛店舗の目印として、ステッカーを配付 

※料金割引等の特典は協賛店が自由に設定 

～優待カードとは～ 

 ・提示することで料金割引等特典が受けられる 

 ・カード裏面は緊急時の連絡用として活用 

 

◎詳しくは、長寿福祉課のホームページをご覧くだ 

 さい。 

 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/ 

 kofuku/kofuku.htm 
 

問 茨城県保健福祉部長寿福祉課 

   029-301-3326 

児童扶養手当の現況届を 

ご提出ください 
  
児童扶養手当を受けている方は、今後の受給

資格要件を確認するために毎年8月に現況届の

提出が必要です。この届により、受給者および

扶養義務者の前年の所得の状況と児童の養育状

況を確認します。現在所得制限等により手当を

受給していない方も届出が必要です。 

 対象の方には市子育て支援課より通知しま

す。下記により受付をしますので、手続きにお

いでください。 

 この届をお忘れになると手当の支払の一時差

止めがおこなわれます。ご注意ください。 

 また、２年間提出がされないときは、時効に

より受給資格喪失となります。 
 
※児童扶養手当はひとり親家庭または養育者家 

 庭の方が受給する手当です。 
 
◆受付日時 

8月7日(木)～29日(金)平日のみ受付 

 午前9時～11時30分・午後 1時～4時30分 

◆受付場所 

 市役所第2庁舎１階 子育て支援課 

◆持参するもの 

 ・現況届の用紙 

 ・養育費等に関する申告書 

  (養育者家庭を除く) 

 ・住民票上の世帯分離について(調書) 

 ・印鑑(ゴム印以外のもの) 

 さらに次に該当する方は、指定のものをご持 

 参ください。 

 ①平成26年1月2日以降に下妻市に転入され 

  た方は、平成26年度課税証明書(所得・控 

  除額・扶養人数のわかるもの) 

 ②受給開始より5年等経過した方および平成 

  26年7月から平成27年6月までに5年等満 

  了する方(対象者には個別に通知します)は 

  ｢一部支給停止適用除外事由届｣および、事 

  由を証明する添付書類。 

 ③前年の12月31日において年齢が16歳以上 

  19歳未満の所得税法上の扶養親族がある場 

  合(対象と思われる方には個別に通知しま 

  す)は、｢16歳以上19歳未満の控除対象扶 

  養親族に関する申立書｣ 
 
◎上記のものは一部を除きどなたにも必ずご持 

 参いただくものです。面談の結果、他にも個 

 別に必要書類を持参していただく場合があり 

 ます。あらかじめご了承ください。 
 

問 市子育て支援課 内線1595 

『10月生』募集 
 

放送大学では、平成26年度第2学期(10月入学)

の学生を募集しています。放送大学はテレビ等の

放送やインターネットを利用して授業をおこなう

通信制の大学です。心理学・福祉・経済・歴史・

文学・自然科学など、幅広い分野を学べます。 
 

●出願期間 8月31日(日)まで 
 
 資料を無料で差し上げています。お気軽にご請

求ください。なお、放送大学ホームページでも受

け付けています。 
 

問 放送大学茨城学習センター  

   029-228-0683 

『自衛官』募集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

問 自衛隊茨城地方協力本部 筑西地域事務所 22-7239 

募集種目 募集人員 資格 
受付期間 

(締切日必着) 試験期日 合格発表 

航空学生 

参考(25年度) 
海 約70名 

(うち女子若干名) 
空 約40名 

(うち女子若干名) 

高卒(見込

含)21歳

未満の者 

8月1日 

 ～9月9日 

1次 9月23日 

2次 10月18日～23日 

3次 11月15日～12月18日 

1次 10月10日 

2次 (海)11月12日 

(空)11月7日 

最終27年1月21日 

一般 

曹候補生 

参考(25年度) 
陸 約2,100名 

(うち女子約80名) 
海 約1,000名 

(うち女子約40名) 
空 約750名 

(うち女子80名) 

18歳 以

上 27歳

未満の者 

8月1日 

 ～9月9日 

1次 9月19・20日 

2次 10月9～15日 

(いずれか一日) 

1次 10月2日 

最終 11月7日 

自衛官 

候補生 

男

子 

参考(25年度) 
陸 約5,340名 

海 約895名 

空 約1,435名 

18歳 以

上 27歳

未満の者 

年間を通して

受付 
受付時にお知らせします。 

合格発表日は試験日

にお知らせします。 

女

子 

参考(25年度) 
陸 約500名 

海 約 80名 

空 約130名 

18歳 以

上 27歳

未満の者 

8月1日 

 ～9月9日 

9月25～29日 

(いずれか一日) 11月7日 

『受講生』募集 
 

◆実施日 10月24日(金)、25日(土)、26日(日) 

     午前9時～午後５時 

◆セミナー名 アーク溶接特別教育Ｂ 

◆内容 労働安全衛生法に基づく講習 

◆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 ９月24日(水)必着 

◆受講料 2,980円 
 

問 申 茨城県立筑西産業技術専門学院  

     24-1714 [筑西市玉戸1336-54] 

募 集 案 内 

案 内 

mailto:kokuho@ibarakikokuhoren.or.jp
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/


生ごみ処理機購入補助金 
～ごみの減量化にご協力ください～ 
 

市では、生ごみの減量化と堆肥化の促進を図るため 

生ごみコンポストや機械式処理機を購入した方に助成 

をしています。 
  
◆補助金額 

 １)コンポスト ：購入金額の1/2 上限3,000円 

                            (1世帯2基まで) 

２)機械式処理機：購入金額の1/3上限20,000円 

           (1世帯1基まで) 

※前回の購入日から5年以内は補助金の交付は 

 受けられません。 

◆申請手続(必要書類等) 

補助金交付申請書(生活環境課)、領収書・仕様書(カ 

タログ可)、印鑑、通帳(口座振込先の分かるもの) 

◆申請期限 購入後60日以内または当該年度の3月 

      31日までのいずれか早い日 
 
※機械式処理機とは、一般的に電気で生ごみの水分 

 を飛ばし、堆肥化・ごみの減量をおこなうもので 

 す(乾燥式)。主に屋内で使用するもので、その他に 

 もバイオマス式、ハイブリッド式などがあります。 

 電気店、ホームセンター、大型店舗等でお買い求 

 めいただけます。 
 

問 市生活環境課 内線1425・1426 

『臨時職員』募集 
 
●応募職種 一般事務 

●募集人員 １名 

●業務内容 博物館管理業務(植栽管理等を含む) 

●応募資格 ・健康に自信のある方 

      ・普通運転免許を有する方 

●勤務先 下妻市ふるさと博物館 

●勤務時間 １日７時間45分 

      (午前８時30分～午後５時15分) 

      ※途中60分の休憩あり 

         週４日勤務(ローテーションにより 

       土、日、祝日の勤務あり) 

●賃金等 時給賃金制 時間単価 810円 

     賞与・通勤手当なし 

     社会保険加入・雇用保険加入 

●提出書類 履歴書 

●雇用期間 平成26年10月１日～平成27年３月 

      31日(期間更新する場合あり) 

●試験内容 <面接>  

      日時 ９月18日(木)  

         ※時間別途連絡 

      場所 市役所千代川庁舎2階会議室 

●申込期限 ９月３日(水)まで 
 

問 申 市生涯学習課(千代川庁舎)  
     内線2835 瓦チップの無料配布について 

 
瓦チップの無料配布は平成26年9月25日(木)

までとなります。配布を希望する方は事前に申

請書(認印必要)を市役所生活環境課へ提出してく

ださい。 

※申請書は生活環境課備え付け、または市ホー 

 ムページよりダウンロードできます。 
 
◆配布時間 毎週木曜日(祝祭日除く) 

      午後１時～３時 

◆配布場所 下妻市リサイクルセンター 

      (クリーンポート南側) 

 ※搬出作業は各自でおこなっていただきま 

  す。機材等の貸し出しもありません。 

 ※瓦チップがなくなり次第終了となります。 
 

問 市生活環境課 1425・1426 

飲用井戸の衛生確保について 
 
井戸水は、井戸周辺の環境に影響を受けやすく、

また、施設の管理が不十分なことにより飲用に適さ

ないおそれがあります。個人の飲用井戸は、自己責

任で管理・飲用することになっているので、設置者

および管理者は適正な管理に努めてください。 
 

《施設の管理》 

○井戸のフタに施錠したり柵を設けるなど、井戸・ 

 取水場所やその周辺に人や動物が入らないように 

 しましょう。 

○井戸・取水場所や、その周辺を定期的に点検し、 

 清潔にしておきましょう。 

《水質検査》 

○定期検査：1年に1回、定期水質検査を受けま 

       しょう。 

○臨時検査：飲用に適さないことが疑われる場合は    

      臨時の検査を実施することとし、飲料 

      水の安全を確認できない場合は、早急 

      に市上水道に切り替えましょう。 

◎検査の詳細については、市役所生活環境課にご確 

 認ください。 
 

問 市生活環境課 内線1423 

浄化槽をお使いの方へ 
 
浄化槽は微生物などの働きを利用して生活排水

をきれいにする装置ですが、下記の点検・検査が

必要です。 
 

◆保守点検とは 

浄化槽内の点検調査をおこない、放流先が不衛 

生にならないように消毒剤を定期的に補充しま 

す。 

◆清掃 

浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取ります。 

◆法定検査とは 

浄化槽からきれいな水が放流されているかを検 

査します。使用開始から3～8ヶ月以内に初め 

の検査をおこない、その後は毎年1回受ける必 

要があります。 

◆一括契約システムをご利用ください 

上記の検査等を一括して契約できる｢一括契約 

システム｣があります。お申込みは、現在契約 

されている保守点検業者、清掃業者または(公 

社)茨城県水質保全協会へ。(029-291- 
4004) 

 

※合併処理浄化槽に転換しましょう。従来の単独 

 処理浄化槽はトイレの汚水のみを処理しますが 

 合併処理浄化槽は、生活排水の全てを処理する 

 ことで水の汚れの量を約1/8に減らします。 
  

問 茨城県生活環境部環境対策課 

   029-301-2966 
  市生活環境課 内線1424 
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しもつま 広
報 

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 

農家の皆さんへ 

平成２６年産の米の放射性物質検査を 

実施します 
 

放射性物質検査の結果、安全性が確認されるま

で、出荷・販売・譲渡はおこなわないようお願い

します。 
 
・検査は、市町村単位で実施します。 

・検査結果が、国が定めた食品中の放射性セシウ 

 ムの新基準(100Bq/Kg)以下であることを確 

 認できるまで、米の出荷・販売・譲渡をしない 

 ようにお願いします。 

・農家の皆さんには安全性が確認されましたら、 

 ホームページ等で公表します。(出荷の際は、 

 集荷業者にお問い合わせください) 
 

問 水田農業支援センター(下妻市農政課内)  

   内線2642～2645 

住宅改修等補助事業実施について 
 
 昨年に引き続き住宅改修関連工事の補助(最高 

10万円)をおこないます。 
 
◆期日  

 ９月１日以降に着工し翌年３月15日までに完 

 成した工事が対象。 

◆対象住宅  

 市民が市内に所有する個人住宅または、店舗

併用住宅や共同住宅の内、自己の居住の用に

供する部分 

◆対象工事  

 リフォーム・増改築・模様替え等(消耗品の交 

 換、震災修復工事は除く) 

◆補助金の額  

 工事費用(税別)の10％最高10万円(千円未満 

 は切り捨て) 

◆申込窓口  

 下妻市商工会本所および千代川支所(９月１日 

 から受付開始・先着順) 
 

問 下妻市商工会 43-3412 

募 集 

案 内 



個人事業税第一期分の納付について 
 
個人で事業をおこなっている方は、一定の所得を

超えた場合に、個人事業税が課税されます。 

個人事業税の第一期分の納税通知書を８月中旬に

送付しますので、９月１日(月)の納期限までに必ず

納付願います。 

※納税に便利な口座振替制度もあります。詳細は茨 

 城県筑西県税事務所までお問い合わせください。 
 

問 <課税について>  
  課税第一課 24-9192 
 <口座振替について> 

 総務課管理担当 24-9184 

｢甲種防火管理再講習会｣開催 
 
◆日時 10月９日(木)午後２時～４時 

◆場所 古河市生涯学習センター総和 

    (とねミドリ館) 

◆受講料 1,700円(テキスト代を含む) 

※申請受付時に徴収します。 

◆定員 7０人 

◆申請受付 9月8日(月)８時30分～ 

      ※印鑑持参。定員になり次第締切 
 

問 申 古河消防署予防係 
     0280-47-0120 
     下妻消防署予防係  

     43-1551 
     坂東消防署予防係 

     0297-35-2129 

使用済小型家電のリサイクルにご協力を 
 
◆対象品目 17品目 

携帯電話・PHS、ビデオカメラ、デジタルカメ 

ラ、携帯用ゲーム機器、携帯音楽プレーヤ、電 

子辞書、カーナビ、ACアダプタ、卓上計算機、 

ICレコーダ、ヘアドライヤー、電子体温計、 

CD・MDプレーヤ、電気アイロン、電気かみそ 

り、電話機、ラジオ 
 
◆使用済小型家電回収ボックス設置場所 

 市役所本庁舎・千代川庁舎、市立図書館 

 下妻・千代川・大宝公民館、総合体育館、千代 

 川運動公園ふれあいハウス、勤労青少年ホーム 

 働く婦人の家、ふるさと博物館、ビアスパーク 

 しもつま、ほっとランド・きぬ、小貝川ふれあ 

 い公園ネイチャーセンター、イオンモール下妻 

 ホームセンター山新下妻店、熊倉電気 
 
※施設、店舗が休業の時はご利用できません。 

※個人情報が含まれるものは、あらかじめ消去し

てください。 

※回収ボックスに入らないものは、従来通りの処

理をしてください。(投入口の大きさ：縦15㎝

×横30㎝) 

※取出し可能な電池やバッテリー類、メモリー

カード類は外してください。また、袋や箱は

ボックスにいれないでください。 

※一度投入されたものは返却できませんので、ご

注意ください。 

※対象品目以外のものや家電4品目(エアコン、テ

レビ、冷蔵庫および冷凍庫、洗濯機及び衣類乾

燥機)、パソコンは出せません。 

※処分費用はかかりませんので、リサイクルにご 

 協力ください。 
 

問 市生活環境課 内線1425・1426 

消火器の訪問販売等にご注意ください 
 
消防署やその指定業者を装い、消火器の点検

や訪問販売をおこなう行為が横行しています。 

「法が改正された。古いから交換が必要」な

どと言葉巧みに購入させようとします。 

消防署では、消火器の購入あっせんや業者指

定はおこなっていませんので、十分にご注意く

ださい。 
 

問 下妻消防署 43-1551 

｢オープンキャンパス｣開催 
 
本校は｢開かれた大学校｣としてITのプロ

フェッショナルを育成しています。ITに関心を

お持ちの方、技術を身に着けたいと考えている

方は、ぜひこの機会にご参加ください。 
 

◆開催日 ９月27日、10月18日 

     11月15日、２月28日  

     ※すべて土曜日 

◆対象者 ITに関心をお持ちの高校生および 

     保護者 

◆内容 学校見学・体験授業(ゲーム・スマホプ 

    ログラミング等)をおこないます。 

◆申込方法 電話もしくは、ホームページをご 

      覧ください。 

◆申込期限 各開催日の３日前まで 
 

問 茨城県立産業技術短期大学校  

   029-269-5500 
ホームページ 

http://www.ibaraki-it.ac.jp 

適正な農地の管理をお願いします 
 
適正な管理をしていない農地は、雑草・雑木が生い

茂り、生活環境や景観の悪化、害虫や火災の発生源と

なることがあります。 

農地の所有者または管理者は、責任を持って定期的

な草刈等の適正な管理をして頂けますようお願いしま

す。 
 

問 市農政課(千代川庁舎) 内線2623 

下妻市農地賃借料について 
 
 平成26年の農地の賃貸借における賃借料(10a当た

り)は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

平成26年1月～7月農地利用集積計画集計より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
・情報は、賃借料の目安として提供するものです。 

・データ数は、集計に用いた筆数です。 

・賃借料を物納支給(玄米)としている場合は、１俵 

 (60kg)あたり11,700円に換算しています。 

・金額は算出結果を四捨五入し、100円単位としてい 

 ます。 

・下妻市平均は全地域の金額をデータ数により平均し 

 た値です。 

・水利費等の経費支払いは相対となっています。 
 

問 市農業委員会事務局 内線2132 

地区名 
田         (単位：円) 

平均額 最高金額 最低金額 データ数 
下妻 21,700 23,400 17,550 7 
大宝 17,900 23,400 5,850 128 
騰波ノ江 21,000 23,400 2,967 46 
上妻 16,900 23,400 3,000 76 
総上 20,800 23,400 11,700 105 
豊加美 21,000 23,400 10,000 49 
高道祖 19,500 23,400 5,850 40 
蚕飼 21,500 23,400 11,700 86 
宗道 20,500 23,400 11,700 100 
大形 18,800 23,400 7,000 21 

下妻市平均 19,700       

地区名 
畑         (単位：円) 

平均額 最高金額 最低金額 データ数 
下妻 3,600 3,625 3,625 1 
大宝 7,300 10,000 5,000 4 
騰波ノ江 12,800 14,800 10,000 3 
上妻 8,500 15,000 5,000 38 
総上 22,800 32,400 5,000 15 
豊加美 20,400 23,300 17,550 2 
高道祖 9,200 11,500 7,000 5 
蚕飼 19,000 30,000 7,000 7 
宗道 16,900 20,600 11,700 4 
大形 10,300 15,000 5,000 13 

下妻市平均 12,200       

公共下水道事業に係る現地調査に 

ご協力をお願いします 
 
公共下水道事業実施設計に係る現地調査を実施

します。市の委託業者が、測量並びに現地調査に

立ち入る場合がありますので、ご協力をお願いし

ます。 
 
◆調査期間 ８月中旬～10月中旬 

◆調査区域 下妻(下子町・藤越・不動宿・本峰・ 

      小野子)地内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市上下水道課 44-5311 

不動産取得税について 
 

土地や家屋を売買、贈与、交換等により取得し

たときや、家屋を新築等したときは、不動産取得

税が課税されます。 

税額は、課税標準額(固定資産課税台帳に登録

されている価格または固定資産評価基準により評

価し決定した価格)に、平成21年４月１日以降に

土地または住宅を取得された場合は３％、同じく

住宅以外の家屋を取得された場合は４％をそれぞ

れ乗じた額です。 

ただし、宅地および宅地評価土地を平成27年

３月31日までに取得した場合は、課税標準額が

２分の１に軽減されます。なお、住宅や住宅用土

地を取得した方は、一定の要件のもとで税額が軽

減される場合があります。 

詳細は茨城県筑西県税事務所までお問い合わせ

ください。 
 

問 茨城県筑西県税事務所 課税第二課  

   24-9197 

案 内 

http://www.ibaraki-it.ac.jp

