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身体障害児者生活相談 

補装具巡回相談について 
 

身体障害者相談員が身体障害児者の生活など

全般の相談に応じます。また、補装具(補聴器・

義肢・装具など)の巡回相談もあわせて受け付け

ますので、お気軽にお越しください。 
 
◆日時 ９月１日(火)午後１時～３時 

◆場所 市役所 第二庁舎 中会議室 
 

問 市福祉課 43-8352 

｢高齢者の健康増進について｣ 

講演会開催 
    
◆日時 ９月10日(木)午後1時30分～３時 

◆場所 千代川公民館 ホール 

◆講演 茨城県理学療法士会会長(医学博士・専  

    門理学療法士) 斉藤秀之 氏 

  ｢高齢者の健康増進について～介護予防 

   におけるシルバーリハビリ体操への期 

   待～｣    

◆参加費 無料 

◆主催 下妻シルバーリハビリ体操指導士会  

※参加希望者は、当日会場に直接来場  
 

問 市介護保険課 43-8338 

『小規模保育施設設置、 

 運営事業者』募集 
 
 市では、平成27年度から施行の｢子ども・子

育て支援新制度｣に位置付けされる｢小規模保育

事業｣を円滑に実施するため、小規模保育施設を

設置運営する事業者を募集します。 
 
◆応募申請期間 ８月11日(火)～28日(金) 

◆施設数 １施設(事業類型Ａ型またはＢ型) 

◆開設日 10月１日(木)  

※募集要項などの詳細は、市ホームページを参 

   照してください。 
 

問 申 市子育て支援課 45-8120 

案 内 高堀橋(村岡地内)測量調査について 
 

高堀橋(村岡地内)の測量調査および周辺の地質調査な

どを実施します。調査期間中、委託業者が橋梁付近で作

業を行いますので、ご理解ご協力をお願いします。 
 
◆期間 8月中旬～平成28年3月 

◆調査委託業者 国際航業株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市建設課  45-8125 

下妻市 

八千代町 

村岡 

苅橋 
中野 

下妻市 

八千代町 

村岡 

苅橋 
中野 

公共下水道事業にかかる現地調査に 

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ならびに現地調査の

ため、立ち入る場合がありますので、ご理解ご協

力をお願いします。 
 

◆調査期間 12月下旬まで 

◆調査区域 下妻(小野子・新屋敷・田町・下子町) 

問 市上下水道課 44-5311 

舗装復旧工事について 
 
原・羽子地内において舗装復旧工事を実施しま

す。工事期間中は、片側交互通行などの交通規制

を行いますので、ご理解ご協力をお願いします。 
 

◆工事期間 ８月中旬～10月上旬 

◆工事内容 舗装復旧工事 

◆工事場所 原・羽子 地内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
問 市上下水道課 44-5311 

水道加入分担金の一部を減免します 
 

水道加入促進のため、加入分担金の一部を減免し

ます。平成28年３月末までの受け付けとなります。  

安心、安全な水道に加入をお願いします。 
 
◆受付期間 平成28年３月末日まで 

◆対象者 ◇新規加入申込者 

     ◇口径変更(増径)申込者 

◆加入分担金 

新たに水道に加入する方が支払う負担金のことで 

す。水道施設を整備する費用の一部になります。 

※口径変更(増径)とは、既水道加入者が増築、新築 

 などで給水管の口径を大きくすることです。納付 

 済の加入分担金との差額が発生します。 

※工事費は、加入者の負担となります。直接、市の 

 指定工事業者に工事を依頼してください。 

◎詳細は、市役所上下水道課にお問い合わせくださ 

 い。 

◎水道水は、皆さんが安心して使えるよう、水道法 

 による水質基準に基づき、専門の検査機関で、厳 

 しい検査を行っています。 
 

問 市上下水道課  44-5311 

区分 給水管口径 減免前(税込) 減免後(税込) 

新設 

13ｍｍ 120,000円 115,000円 
20ｍｍ 180,000円 170,000円 
25ｍｍ 280,000円 270,000円 
30ｍｍ 380,000円 370,000円 
40ｍｍ 630,000円 620,000円 
50ｍｍ 950,000円 940,000円 
75ｍｍ 2,050,000円 2,040,000円 

100ｍｍ 3,600,000円 3,590,000円 

増径 口径増各種   
口径変更差額より

5,000円減免 

水道料金と下水道料金の支払いは、 

口座振替が便利です 
 
 口座振替にすると、支払いに行く手間が省けて、

大変便利です。支払いを忘れてしまうこともありま

せんので安心です。手続きも簡単ですので、口座振

替をご利用ください。 
 
◆口座振替日 毎月25日(金融機関が休業日の場 

           合、翌営業日になります) 

◆取扱金融機関  

 常陽銀行本支店、筑波銀行本支店、茨城県信用組 

 合本支店、結城信用金庫本支店、中央労働金庫、 

 常総ひかり農業協同組合、ゆうちょ銀行 

◎申し込みの手続きは、上記取扱金融機関窓口に 

 て、行ってください。 
 

問 市上下水道課 44-5311 

｢敬老福祉大会｣開催 
  
第45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。 
  

◆日時 ９月13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)・芸能発表の申込み方法 

◇老人クラブ会員 単位老人クラブ会長に申し込み 

◇老人クラブ会員以外 市役所介護保険課に申し込み 

※申込書は、市役所介護保険課で配布しています。 

※申込多数の場合には抽選となります。 

◆申込締切 ８月21日(金)まで 
  

問 市介護保険課  45-8123 

募 集 

相 談 

案 内 



荒廃した農地を再生してみませんか 
 

農地を耕作放棄にすると、雑草の繁茂、病害虫の発

生などの原因となる恐れがありますので、適正な管理

をお願いします。 

耕作放棄地の除草などを行い、農地として再生・利 

用する取組に対しての支援があります。 

これから再生作業をお考えの方は、市役所農政課ま 

でご相談ください。 
 
◆主な支援内容 

・荒れた農地の再生作業+土壌改良(土づくり)     

 50,000円/10ａ 

・営農定着(種苗など資材)               

 25,000円/10ａ 

※｢主食米、麦、大豆、そばなどを作付する場  

 合｣と｢米および水田活用の直接支払交付金の 

 交付対象農地｣は支援対象外 

◆主な条件 

・再生利用計画を作成すること 

・再生経費が10万円/10ａ以上であること 

・再生した農地を５年間以上耕作すること 
 

問 市農政課 44-0729 

個人事業税第一期分の納付について 
 

個人で事業を行っている方は、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、８月31日(月)の納期限までに必ず納付

してください。 

※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 

認定農業者になりましょう 

～下期『認定農業者』募集～ 
  

認定農業者制度とは、自らの農業経営を向

上していこうという意欲のある農業者が立て

た計画を市が認定し、その実現に向けて支援

措置を講じていこうとするものです。認定農

業者になると、県・市などの関係機関から重

点的に支援を受けることができます。 

これから規模拡大をお考えの方は、ぜひお

問い合わせください。 
  

◆申込期間 ８月 24 日(月)～９月 16 日(水) 
 
◆認定の基準(５年後の目標)  

①年間総労働時間が、主たる従事者１人あ 

 たり2,000時間以内 

②年間農業所得が、主たる従事者１人あた 

 り580万円以上 
 

◆認定農業者への主な支援 

・低利資金の融資 

・農業者年金の保険料の国庫補助(青色申 

   告をして40歳未満の方) 

・畑作物の直接支払交付金(数量払、営農 

   継続支払) 

・米、畑作物の収入減少影響緩和対策(ナ 

   ラシ対策) 
  

問 市農政課 44-072９ 

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

恐れがあります。 

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 

         上水道への加入をおすすめします。 
 
◎検査の詳細については、市役所生活環境課に確認し 

 てください。 
 

問 市生活環境課 43-8234 

農家の皆さまへ  
 

 茨城県では、平成27年産についても米の 

放射性物質検査を実施します。 

 安全性が確認され、市町村から連絡があ

るまで、出荷・販売・譲渡は行わないよう 

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 

 ないようお願いします。 

○農家の皆さまには安全性が確認されまし 

 たら、市ホームページなどで公表しま 

 す。(出荷の際は、集荷業者にお問い合わ 

 せください) 
 

問 市農政課 44-0724 

『パソコン教室～後期～』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 

◆受付開始日時 ８月19日(水)から受付 

        午前９時～午後５時 

        (休館日・月・祝日を除く) 

        ※定員になり次第締切 

        ※下妻公民館に直接来館または電話 

                           申込 

◆定員 各講座20人 

◆参加費 １講座500円  

     ※⑦、⑧年賀状講座1,000円(各講座テキ 

      スト代込) 

◆その他 

◇１人７講座まで申し込みできます。 

◇原則としてパソコンの持ち込みはぜず、視聴覚 

 室のパソコンをお使いください。 

◇Windows７、Office2013の操作が中心の授業 

 となります。(旧パソコンは補足説明) 
 

問 下妻公民館 43-7370 

日時(午後１時～

４時30分) 

 
コース 

 
内容 

９月 ６日(日) ① デジカメ写真整理 
 26日(土) ② ワードで絵入り文章などⅡ 

10月17日(土) ③ インターネット応用 
24日(土) ④ パソコンでゲームを楽しむ 

11月 ８日(日) ⑤ エクセルでテンプレート(雛型) 
15日(日) ⑥ ワードでテンプレート(雛型) 

12月 ６日(日) ⑦ 年賀状 
13日(日) ⑧ 年賀状 

  １月16日(土) ⑨ エクセルの応用関数編 
31日(日) ⑩ 仕事の為のワード実務編 

２月 ６日(土) ⑪ パワーポイント入門 

ご存知ですか建退共制度 
 
◆加入できる事業主 建設業を営む方 

◆対象となる労働者 建設業の現場で働く人 

◆掛け金 日額310円 

※掛け金の一部を国が助成します。掛金は事業 

 主が負担し、法人は損金、個人では必要経費 

 として扱われ、税法上全額非課税となりま 

 す。 
 

問 独立行政法人 勤労者退職金共済機構 

   建設業退職金共済事業本部事業推進課 

03-6731-2866 

退職金の悩み中退共で 

解決しませんか 
 
 ｢中退共｣は、中小企業が加入しやすい国の退

職金制度です。掛け金の一部を国が助成しま

す。掛け金は、全額非課税となり、手数料もか

かりません。 

   また、社外積立で管理や運用の手間がかかり

ません。詳細については、お気軽にお問合せく

ださい。 
 

問 独立行政法人 勤労者退職金共済機構 

   中小企業退職金共済事業本部 

03-6907-1234 

技術力アップ 

『能力開発セミナー』受講者募集 

問 ポリテクセンター茨城 

 0297-22-8819  

 FAX0297-22-8822 

 [〒303-0033 常総市水海道高野町591]  

No コース名 日程 受講料(円) 

M0

06 

設計作業効率化

のための設計環

境の構築技術 

 
9月15日(火)

～17日(木) 

 

14,500円 

M0

28 

フライス盤精密

加工応用技術 

9月15日(火)

～18日(金) 

 
16,000円 

M0

39 

プレス順送金型

設計の要点 

9月16日(水)

～18日(金) 

 
14,000円 

◆対象 主に在職中の方     

◆時間 午前９時30分～午後４時30分 

◆場所 ポリテクセンター茨城 

◆申込方法 開講２週間前までに電話または受講申 

      込書を郵送 

募 集 

募 集 

募 集 

案 内 案 内 



案 内 
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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28年3月31日現在(ただし、平成27年度中に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、お問い合わせください) 

 ◇40歳以上(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(後期高齢者医療保険加入者) 

  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 

  心電図検査、眼底検査、貧血検査(希望制)…1,750円 
                
《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 
                   
◆持参するもの 保険証、受診券(お手元にない場合は、下妻市保健センターまでご連絡ください)、自己負担金 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

～育児でなかなか健診を受けられない方へ～ 

９月７日(月)限定で、健診の間、別室でお子さまをお預かりします。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、事前に下妻市保健センターにお申込みください。各予約時間帯でお子さま10人までお預か 

 りできます。定員になり次第締め切ります。 

 予約時間 ①午前９時30分～ ②午前10時30分～ ③午後１時30分～ ④午後２時30分～ 
 
～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 45-8124 市保健センター 43-1990   

｢夜間健診｣を実施します 
   

日中、仕事や家事で忙しく時間が取れない方の

ために夜間健診を実施します。予約制となります

ので、ご希望の方は必ずお申込みください。 
  

◆対象者 <平成2８年3月31日現在の年齢> 
◇40歳から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 ９月24日(木) 

◆場所 下妻市保健センター 
◆受付時間 午後３時～７時  

 ※番号札は午後２時30分に出します 
◆実施項目・自己負担額 

◇健康診査…1,500円 
◇胸部ﾚﾝﾄｹﾞﾝ(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 

◆申込期間 ９月14日(月)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に 

      てお申込みください。 
  

問 申 市保健センター 43-1990 

生ごみダイエットにご協力ください 
 

生ごみダイエットとは、私たち一人ひとりの気遣

いやちょっとした工夫で、生ごみの減量化を促進し

ていく取り組みです。生ごみの約80％は水分であ

り、きちんと水切りを行うことができれば、大幅な

減量化につながり、少ないエネルギーでごみを処理

することができます。 

※水分が多く絞りにくいものは、日当たりの良い場 

 所に｢天日干し｣や一晩置いておくだけで、かなり 

 の水分を取り除くことができます。 

※空き缶やペットボトルなどを押しつけて水切りす 

 ることで、直接触れずに生ごみをダイエットでき 

 ます。  
 

問 市生活環境課 43-8289 

しもつま砂沼フェスティバル part.2 

『事業者広場参加者』募集 
 
◆日時 10月17日(土) 

    午前10時～午後４時 

10月18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 ５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12日(水)午前９時～８月28 

      日(金)午後５時(土・日除く) 

      ※参加事業所の調整会議を９月４日 

       (金)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。 

       会議に出席できない場合は、参加 

       を取り消す場合があります。 

◆申込方法 参加希望事業所は、電話にて市役所 

      産業振興課にお申し込みください。 
 

問 申 市産業振興課 45-8993 

しもつま砂沼フェスティバル part.1 

『市民ステージ』参加団体募集 
 
◆日時 10月17日(土) 

    正午～午後３時30分(予定) 

◆場所 砂沼サンビーチ ステージ 

◆内容 演奏・踊りなどのジャンルは問いませ 

     ん。参加団体の皆さまに発表の場を提供 

     します。※カラオケを除く 

◆募集団体数 10団体 

◆募集期間 ８月12日(水) 

       午前９時～８月28日(金)午後５時 

      ※応募多数の場合は、応募期間終了 

       前でも締め切る場合があります。 

※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４日(金)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。当日、代表者が出席できない場合は、出演 

 を取り消す場合があります。 

◆発表時間 参加団体代表者会議で調整を行いま 

      す。 

◆申込方法 参加希望団体は、電話にて市役所産 

      業振興課にお申し込みください。 
 

問 申 市産業振興課 45-8993 

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時30分～３時 
9月  １日(火) 

下
妻
市
保
健
セ
ン
タ
ー 

小野子町･小野子･坂本･陣屋･千代川地区 坂本新田･大木新田･旭･大町･総上地区 
２日(水) 新町･本宿･本宿町･豊加美地区 上町･西町･三道地･栗山･峰･高道祖地区 

 ３日(木) 本城町･不動宿･新屋敷･相原山･上妻地区 上宿･田町･仲町･浦町･騰波ノ江地区 
 ４日(金) 長塚(東部)･石の宮･横町･下町･大宝地区 長塚(西部)･砂沼新田･下子町 

５日(土) ＜全地区 未受診者＞ 
７日(月) ＜全地区 未受診者＞＜育児応援サポート健診【予約制】＞ 

 24日(木) 夜 間 健 診【予約制】受付時間 午後３時～７時【全地区】 
11月28日(土) ＜全地区 未受診者＞ 

募 集 案 内 



｢男女共同参画ネットワーク講座｣開催 

｢しか｣から｢でも｣へ 
～男女共同参画“途中の一歩”～ 

 
◆日時 ９月２日(水) 

    午後１時30分～３時30分 

◆場所 茨城県県西生涯学習センター 

◆講師 奥山 和弘 氏 

            モモタロー・ノー・リターン＆サルカ

ニ・バイオレンス作者 

◆定員 50人(先着順) 

◆参加費 無料 
 

問 申 レイクエコー生涯学習相談コーナー 

  0299-73-2300 

新しい出会いを探してみませんか 
 

<つくば会場> ※20代女性も参加可 ※平日夜開催 

◇日時 ９月10日(木)午後７時～９時 

    (受付 午後６時30分～) 

◇場所 つくば山水亭 

◇対象 独身男女30代・40代の方 各15人程度 

◇参加費 男性4,000円 女性2,000円 
 

 〈古河会場>  

◇日時 ９月12日(土)午後１時30分～４時30分  

           (受付 午後１時～) 

◇場所 古河市 とねミドリ館 

◇対象 Aコース 独身男女30代の方 各15人程度 

                          ※20代女性も参加可 

   Bコース 独身男女40代の方 各15人程度 

◇参加費 男性4,000円 女性2,000円 
 
<結城会場> 

◇日時 ９月19日(土)午後１時30分～４時30分 

            (受付 午後１時～) 

◇場所 結城市民文化センターアクロス 

◇対象 Aコース 独身男女30代・40代の方  

                           各15人程度  

  ※20代女性も参加可 

 Bコース 独身男女50代の方 各15人程度 

◇参加費 男性4,000円 女性2,000円 
 
◆参加費 各日とも当日徴収 

◆申込開始 随時 
 

問 申  NPO法人ベル・サポート(月曜休) 

      0280-87-7085  

『アロマセラピー教室』 受講生募集 
 

 植物から採れる精油の働きで、心や体をリラッ

クスさせ、アロマ(香り)に満ちた心地よい暮らしを

楽しんでみませんか。 
 
◆日時 午前10時～11時30分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆場所 働く婦人の家 

◆対象者 原則として市内在住・在勤の方 

◆定員 20人 ※定員になり次第締切 

◆申込期間 ９月１日(火)～10日(木) 

◆申込方法 働く婦人の家へ直接来館または 

      電話で申し込みください。 

◆受付時間 午前９時～午後５時 ※休館日を 

      除く、火・木・土が受付日 

                  ※休館日(月曜日と祝日の翌日) 

◆資料代 500円 ※教材費は実費個人負担 
 

問 申 働く婦人の家 43-7929 

フィットネスパーク・きぬ(ほっとランド・き
ぬ)臨時、振替休館について 
 

 プールの水入替え、清掃および機械設備点検な

どに伴い臨時休館します。ご迷惑をお掛けします

が、ご理解ご協力をお願いします。 
   

◆臨時休館日 ９月７日(月)～９日(水)  

※９月10日(木)から通常利用できます。 

※９月21日(月)は祝日営業です。９月29日(火) 

 に振替休館します。 
  

問 ほっとランド・きぬ 30-4126 

｢下妻保育園創立60周年を 

 祝う会｣開催 
 

下妻保育園が創立60周年を迎え、祝いの会を開催

します。卒園生およびご家族の皆さん、ぜひご参加

ください。 
 

◆日時 ９月５日(土)午前９時15分～ 受付 

     午前10時 開会 

           一部…式典 

           二部…お楽しみショー 

   午前11時 終了予定 

◆場所 下妻市民文化会館 
 

問 下妻保育園  44-2245 

｢子育て支援協力会員養成講座｣開催 
 

今年度の講座を下記の日程で開催しますので、子育て支援に関心のある方、自分の子育てに生かしたい方、

事業の協力会員として活動をしてみたい方、ぜひご参加ください。 

※締切は各講座１週間前まで(ただし、定員になり次第締切)９月９日(水)救命救急は８月17日(金)までの申 

 込受付、各講座定員20人(無料)  

問 申 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

期日 時間 講習項目 講師 場所 
 
 

９月１日(火) 

 
午前９時～９時30分 

ファミリーサポートセンター

とは 
ファミリーサポートセンター 

アドバイザー 
 

下妻公民館  

学習室 午前９時30分～11時30分 子どもの発育と病気 下妻市保健センター 保健師 
午後１時30分～３時30分 子どもの事故防止と応急手当 日本赤十字社 

 
９日(水) 

 
午前９時～正午 

 
救命救急 

 
下妻消防署職員 

下妻市 

保健センター 
 

15日(火) 
 
午後１時30分～３時30分 

 
子どもの心の発達 

元つくば国際短期大学保育科長 

浅野 房雄 氏 
下妻公民館  

学習室 
 

24日(木) 
 
午前９時30分～11時30分 

 
障がいのある子どもの理解 

元つくば国際短期大学保育科長 

浅野 房雄 氏 
下妻公民館  

学習室 
 

29日(火) 
午前９時30分～11時30分 保育の心 親業訓練インストラクター  

安 のりこ 氏 
下妻公民館  

学習室 午後１時30分～３時30分 子どものコミュニケーション 

『ビーチボールバレーリーグ戦』  

参加チーム募集 
 
◆期間 10月～平成28年３月(全５回) 

◆場所 下妻市千代川体育館 他  

            (１チーム30～40試合) 

◆種目 男女混合の部 女子の部 

◆参加条件  ◇参加選手全員がスポーツ傷害保険加入 

                 ◇１チーム８人以上(男女混合の部は男４ 

                    人・女４人以上、女子の部は８人以上) 

◆参加費 男女混合の部 8,000円 

     女子の部 7,000円 

     (監督者会議の際に納入) 

◆申込方法  申込用紙にメンバーを記入の上、お申し 

                  込みください 

◆申込期限 ８月31日(月)まで 

◆申込場所 市役所 生涯学習課(千代川庁舎２階)     

                  市総合体育館  

◆監督者会議 ◇日時 ９月12日(土)午後６時  

       ◇場所 下妻公民館 
 

問 市ビーチボールバレー連盟 リーグ戦事務局   

   090-7827-1756(沢部) 

素敵な予感 BBQパーティー 

『恋するBBQ～友達からでもいいです

か～』 
 
◆日時 ９月27日(日)午前10時～午後２時 

            45分(受付 午前９時30分～) 

◆場所 あすなろの里(常総市) 

◆対象者 独身男女各30人(年齢制限なし) 

◆参加費 男性 4,000円  

     女性 2,000円 

◆申込締切 ８月31日(月)まで 
 

問 申 市民協働課 43-2114 

｢刃物研ぎボランティア｣開催 
 
 切れる包丁で楽しい料理をしましょう。 
 
◆日時 ８月28日(金)午後１時～３時 

◆場所 JA常総ひかり 豊加美支店 
 

問 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

募 集 案 内 

開催日 学習内容  
 

10月10日(土) 
開講式 

エアーフレッシュナー 

        24日(土) スクラブ 

11月14日(土) ローション 

28日(土) ハンド＆フットクリーム 

12月12日(土) かぜ対策スプレー 

26日(土) バスボム 

1月  9日(土) サシェ 

  23日(土) フットマッサージ 

2月13日(土) グリセリンSoap 

  27日(土) ヘアスタイリング＆コロン 

案 内 


