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戦没者等のご遺族の皆さまへ 

第十回特別弔慰金が支給されます 
 

◆特別弔慰金の趣旨 

 戦後70周年に当たり、戦没者等の尊い犠牲に思  

 いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すた 

 め、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を  

 支給するものです。第十回特別弔慰金について 

 は、ご遺族に一層の弔慰の意を表すため、償還 

 額を年５万円に増額するとともに、５年ごとに 

 国債を交付することとしています。 

◆支給対象者 

 戦没者等の死亡当時のご遺族や平成27年４月１ 

   日(基準日)において、｢恩給法による公務扶助料｣ 

   ｢戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年 

   金｣等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいな 

   い場合に、次の順番による優先順位のご遺族一   

 人に支給。 

 １．４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護  

   法による弔慰金の受給権を取得した方 

 ２．戦没者等の子 

 ３．戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹 

   ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有して  

    いること等の要件を満たしているかどう  

    かにより、順番が入れ替わります。 

 ４．上記１～３以外の戦没者等の三親等内の親 

         族(甥、姪等) 

   ※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上 

    の生計関係を有していた方に限ります。 

◆支給内容 額面25万円、５年償還の記名国債 

◆請求期間 ４月１日～平成30年３月31日 

       (請求期間を過ぎると第十回特別弔慰 

                  金を受けることができなくなるの 

                  で、ご注意ください) 

◆請求窓口 在住の市区町村の援護担当課 
  

問 申 市介護保険課 45-8123 

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・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 ６月１日(月) 期限厳守 

◆持物 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。 

    ※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。 

◆対象となる障害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 
 

問 申 軽自動車の減免   市税務課 43-2294 普通自動車の減免 筑西県税事務所 24-9190 

      障害者手帳について 市福祉課 43-8352 

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 

下妻市被災住宅等復旧資金利子助成補助金 

申請期間を延長します 
 

東日本大震災により被災した住宅等の復旧資金を借

り入れた方に対し、利子の一部を助成します。実施期

間を平成28年3月31日まで延長しますので活用して

ください。 
 
◆対象となる方 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(消費者金融などを  

  除く)から平成28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。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 

◆対象融資限度額 

 宅復旧のみ      640万円 

 宅地復旧のみ     390万円 

 住宅復旧＋宅地復旧 1,030万円 

◆助成期間 60ヶ月以内 

◆申請期限  平成28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、図面など)※他に書類 

 が必要な場合あり 

◎申請を希望する場合は、下記へご連絡ください。 
 

問 申 市民協働課 43-2114 

道の駅しもつまが新しく生まれ変わります 

改装工事にご協力ください 
 
◆改装期間 ４月～７月下旬(予定) 

 ※改装工事にともない、期間中下記売場一時休業 

◆一時休業 

  ファーストフード陽陽/和風レストラン294/観光物 

  産館/研修室/アートギャラリー 

◆一部営業 

  ・農産物直売所 午前９時～午後６時 

  (５月からは仮設店舗で営業予定)  

  ・そば打ちめいじん亭 午前11時～午後６時 

  ・下妻納豆工場見学 午前９時～正午 

  (毎週月・水・ 金) 

  ・トイレ (通常通り24時間利用可) 
 
問 市建設課 45-8127 

５月は「赤十字運動月間」です。 
 
日本赤十字社は、民族紛争の犠牲者や自然災害

の被災者に対する海外、国内での救護活動等を

行っています。これらの活動は、皆さんからの寄

附(活動資金)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

を募集してますので、ご協力をお願いします。 
 

問 市福祉課 43-8249 

案 内 

案 内 



『はつらつエクササイズ教室』参加者募集 
 
●日時 ５月28日 

６月４日、11日、18日、25日 

７月２日、９日、23日 

(木曜日開催) 

午前10時～11時30分 

●場所 下妻公民館 大会議室  

●講師 染野 友子 氏 

●内容 エアロビクス・骨盤エクササイズ 

●受講対象 市内在住・在勤の方 

●定員 50名 

●参加費 680円/人 ※保険代として事前徴収 

●持物 ヨガマット(バスタオル等)、室内履き 

    タオル、飲み物 

●申込期限 ５月15日(金) 

      ※定員になり次第締切 

●申込方法 市役所生涯学習課へ参加費を添えて 

      申し込み(電話にて仮受付) 
 

問 申 市生涯学習課 45-8997 

『ボーイスカウト隊員』募集 
～自然の中で仲間と楽しく活動しませんか～ 
 
●ボーイスカウト５つの部門構成 

・ビーバースカウト  小学１～２年生 

 ・カブスカウト     小学３～５年生 

 ・ボーイスカウト   小学６年生～中学３年生 

 ・ベンチャースカウト 高校１～３年生 

 ・ローバースカウト  18歳～25歳 
 

見学や体験入隊、リーダー募集も随時受付けてい

ます。女子も入隊できます。興味のある方は、気軽

に、下記までご連絡ください。 
  

問 申 ボーイスカウト下妻１団(須藤) 

     43-6269(FAX兼用)  

ひとり親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、父子家庭の父、寡婦  

                    (以前受講した者を除く) 

       ひとり親家庭等となり、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講する方 

◆募集人員 24名程度 

◆受講期間 ６月７日(日)～11月22日(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 母子・父子福祉センター 

      茨城県母子寡婦福祉連合会 

      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/受講動機を 

      記載し５月24日(日)(消印有効)までに 

      申し込むこと。(申込書とA4原稿用紙 

      は市子育て支援課に備え付けてありま 

      す)※定員を超えた場合は作文選考 

◆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 あり(2歳児以上) 

    ひとり親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

かかる場合あり 

◆申込書 市役所子育て支援課 
 

問 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    

横瀬夜雨記念会 

｢文学講演会｣開催 
 
◆日時 ５月10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 ｢夜雨研究の思い出｣ 

◆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) 44-4663 

写真展｢それぞれのレンズでとらえた自然｣ 

押し花展｢花と遊ぶ｣開催 
  
◆日時 ５月１日(金)～18日(月) 

    午前９時～午後４時30分 

    ※18日(月)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11日(月) 

◆主催 全日本写真連盟下妻支部 

    押し花ファンタジーの会 

    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 

｢用途地域の変更に係る説明会｣開催 
 

市では、都市計画用途地域の変更を予定していま

す。 

◆期日 ５月 14 日(木)午後７時～ 

◆場所 高道祖市民センター 

◆内容 しもつま桜塚工業団地地区(25.0ha)   

    を工業専用地域に用途変更する計画 
  

問 市都市整備課  45-8128 

古河市中央運動公園 

『陸上教室』参加者募集 
 
小学生時代から、身体を使ったさまざまな動きを

体験し、身体を動かす楽しさを覚え、心と体の健康

をはぐくむことを目的とします。 

●日時 ５月30日、６月20日、７月25日 

    ９月12日、10月17日、11月14日 

    12月５日、１月16日、１月30日 

    ２月６日、２月20日、３月19日 

    (全12回 土曜日開催) 

    午前10時～正午 

●場所 古河市中央運動公園 陸上競技場 

●対象 西南地方広域市町村管内(古河市、下妻市 

    坂東市、常総市のうち旧石下町、八千代 

    町、五霞町、境町)に在住する小学生 

●定員 １・２年生30名、３・４年生15名 

            ５・６年生15名 

●参加費 無料 

●申し込み ５月９日(土)午前10時 

      直接、保護者が古河市中央運動公園総 

      合体育館で申込み。 

      ※同意書の記入があるため代理の申込  

       み不可。 

        ※午前９時30分～10時に整理券を配  

                     布。受付開始時間に定員超過の場合  

                     は、抽選により受講者を決定 
 

問 古河市中央運動公園総合体育館 

   0280-92-5555 

『臨時職員』募集 

問 申 市総務課 43-2120 

募集職種 保育士(臨時職員) 

募集人員 ４名 

業務内容 保育業務 

応募資格 保育士資格を有する人 

勤務地 下妻市立下妻保育園または 

きぬ保育園 

勤務時間 午前８時30分～午後５時15分

(昼休み60分) 

賃金等 時給賃金制 

時間単価＠1,000円 

賞与・通勤手当なし 

社会保険・雇用保険加入 

雇用期間 ６月１日～９月30日 

(勤務状況により更新あり) 

試験内容 面接 日時については後日連絡 

募集期間 ５月15日(金)必着 

提出書類 履歴書・保育士証の写し 

近隣市町ビーチボールバレー 

『シニア大会』参加者募集 
 
●日にち ５月31日(日)～８月23日(日)  

             リーグ戦(全４回) 

             ※詳細については監督者会議でお知らせ 

      します。 

●場所 千代川体育館ほか 

●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名でも受付可。その場合、チーム  

 編成はリーグ戦本部で行います。 

●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 

※監督者会議にて徴収 

●申込期限 ４月30日(木) 

●監督会議 ５月10日(日)午後６時 下妻公民館 
 

申 市生涯学習課(千代川庁舎)  

   45-8997 

       ※土・日曜日を除く 

   市総合体育館 

   43-7296 

       ※月曜日を除く 
 

問 ビーチボールバレーリーグ戦事務局(澤部)  

   090-7827-1756 

案 内 案 内 

募 集 

募 集 
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フィットネスパーク・きぬ(ほっとランド・きぬ) 

振替休館日について 
 

５月４日(月)は祝日営業になります。 

振替で５月26日(火)が休館となります。 
 

問 ほっとランド・きぬ 30-4126  

Part.２ おはなし会/５月 
 

参加自由。お気軽にお越しください。 
 
【おはなしの花たば】 

◇日時 ５月９日(土) 

    午前10時30分～11時30分 

午後２時～３時 

【にちようびのおはなし会】 

◇日時 ５月17日(日) 

午前10時30分～11時30分 
 
◆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 

市立図書館 

Part.１ 開館カレンダー/５月 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※５月３日(日)～６日(水)： 

 祝日のため午前９時～午後５時まで開館 

※５月７日(木)：臨時休館日 

※５月21日(木)～６月１日(月)： 

 特別整理期間のため休館 

日 月 火 水 木 金 土 

          １ ２ 

３ ４ ５ ６ 
７ 

休館 
８ ９ 

10 
11 
休館 

12 13 14 15 16 

17 
18 
休館 

19 20 
21 
休館 

22 
休館 

23 
休館 

24 
休館 

25 
休館 

26 
休館 

27 
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５月３１日は市民清掃デーです 
 
◆日時 ５月31日(日)午前８時～ 

    ※小雨決行。荒天の場合、６月７日(日)に  

     延期。防災無線により放送 

◆対象ごみ 

 散乱している｢かん・びん・紙くず｣など 

 ※会社や店舗から出たごみ、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、自治区長を通じ各世帯に配布 

 《企業の方》 

  市生活環境課へ連絡 

◆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)に分別 

◆ごみの収集 

 実施当日ごみの収集は行いません。 
  
※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。 

 

◎当日の都合がつかない場合は、実施日前後の週末

等に自主的な取り組みをお願いします。 
 

問 市生活環境課 43-8289 

｢図書館こどもまつり｣開催 
 
◆日にち ５月５日(祝) 

◆場所 市立図書館 

◆内容 

午前10時～/おはなし会 

 午前11時～/おりがみ工作遊び 

 午後12時30分～/本のリサイクルフェア 

 午後１時～/子ども映画会 

 ｢アニメ世界名作劇場フランダースの犬｣(90分) 

◆全日 

 手づくりしおり配布(先着50名) 

 しかけ絵本の展示 
 

問 市立図書館 43-8811 

ふるさと博物館開館カレンダー/５月 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※５月12日(火)～14日(木)：臨時休館日 
 

問 ふるさと博物館 44-7111 

『下妻市民ゴルフ大会』参加者募集 
 
●日にち ５月26日(火) 

●場所 アジア下館カントリークラブ  

●競技方法  18ホールストローク競技／ペリア方式  

       オール６インチ、完全ホールアウト 

●競技区分  １．一般の部(ネットおよびグロス) 

        ２．シニアの部(60歳以上の部グロス) 

        ３．レディースの部(グロス) 

        ４．アトラクション(DC、NP各２個) 

        ５．団体戦 上位３団体(１団体上位 

                          ５人のネット合計) 

●参 加 費   3,000円 

                  その他プレー費として当日6,000円か 

                  かります(昼食、1ドリンク込) 

●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 

●申込み期間 ５月１日(金)～５月14日(木) 

●申込み方法 参加費を持参の上、下記へ申し込み 
 

申 市生涯学習課(千代川庁舎) 
 

問 市アマチュアゴルフ連盟 

   栗原 090-8850-1869 

   稲葉 090-8682-0677 

｢刃物研ぎボランティア｣開催 
 

家庭でお使いの包丁は切れますか。ご近所の方の

包丁も一緒にお持ちください。 

 

 ◆日にち・場所 

  ５月８日(金) 福祉センター砂沼荘 

  ５月22日(金) JA常総ひかり大形支店 

 ◆時間 午後1時～3時 
 

問 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

案 内 

『パソコン教室～前期～』受講生募集 
 パソコンの初心者からスキルアップを目指す方を対象に、パソコン教室を開催します。 
●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500円(テキスト代含む) 

●その他 ・原則としてパソコンの持ち込みは不可、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) 

●申込方法 ・申込期間５月７日(木)～ ※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 

     ・原則としてエクセル(表計算)、ワード(文書作成)合わせて１人10講座まで 
 

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

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 
５月24日(日) ① エクセル初めて ⑧ パソコン初めて 
５月30日(土) ② インターネット初めて ⑨ ワード初めて 
６月14日(日) ③ エクセル基礎 ⑩ インターネット基礎 
６月27日(土) ④ エクセルで家計簿 ⑪ ワード基礎 
７月12日(日) ⑤ エクセルで名簿作成 ⑫ ワードで表作成 
７月25日(土) ⑥ エクセルで請求書など ⑬ ワードで絵入り文章などⅠ 
８月９日(日) ⑦ エクセルでグラフ基礎 ⑭ ワードとデジカメ写真 

８月22日(土)     ⑮ 仕事のためのエクセル実務編 

日 月 火 水 木 金 土 
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