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しもつま 広
報 

市立図書館 映画会/11月 
 
《子ども映画会》 

◇日時 11月８日(日)午後2時～ 

◇上映作品 世界名作劇場 ふしぎな島のフローネ 
 

◇日時 11月15日(日)午前11時～ 

◇上映作品 アイスエイジ３ ティラノのおとしもの 

◆場所 市立図書館 ２階 映像ホール 
 
《図書館映画会》 

◇日時 11月15日(日)午後１時30分～ 

◇上映作品 グーニーズ 
  

◇日時 11月28日(土)午後１時30分～ 

◇上映作品 橋のない川 

◆場所 市立図書館 ２階 映像ホール 
 
※15日の子ども映画会・図書館映画会は、｢図書館ま 

   つり｣で上映します 
 

問 市立図書館 43-8811 

市立図書館 おはなし会/11月 
  
参加は自由です。気軽にお越しください。 
  

 ｢おはなしの花たば｣ 

 ◇日時 11月14日(土) 

     午前10時30分～11時30分 

 ｢にちようびのおはなし会｣ 

 ◇日時 11月22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 

水道管布設工事にご協力を 
 

工事期間中は、施工箇所において全面通行止め(昼

間のみ)などの交通規制を行います。 

   皆さんのご理解ご協力をお願いします。  
 
◆工事期間 11月上旬～平成28年２月下旬まで  

◆工事箇所 下図のとおり【高道祖地内】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市上下水道課 44-5311  

コミュニティサイクルの試験運行を 

行っています～砂沼周辺地区事業～ 
  

市では、砂沼周辺地区都市再生整備計画事業の一

環として、コミュニティサイクルの試験運行を実施

しています。自転車は、市内３か所の各サイクルポー

トで貸出、返却ができます。手軽で便利なコミュニ

ティサイクルをご利用ください。 

 コミュニティサイクルを利用した皆さまには、｢利

用時アンケート｣にご協力ください。 
 
◆実施期間 10月15日(木)～11月15日(日) 

◆運行時間 午前９時～午後７時 

◆サイクルポート設置場所  

 ①下妻駅 

   ②市立図書館 

   ③砂沼サンビーチ砂沼広域公園管理事務所 

◆利用料金 無料 

◎キーロックの解除には、100 円硬貨が必要になり 

 ます。100 円硬貨は使用後、自転車をポートに戻 

 し、施錠すると返却されます。 

◎利用状況のデータなどは簡易 GPS により記録さ 

 れます。ルールを正しく守り、大切に使用しましょ 

   う。 
 

問 市都市整備課  45-8128  

ごみの不法投棄にご注意を 
 

耕作していない農地や雑草が生い茂る空き地は、格

好の不法投棄場所になってしまいます。雑草を除去す

るなどしてごみを捨てられないように注意しましょ  

う。 

 不法投棄された廃棄物の処理については、投棄者が

不明の場合、土地の所有(管理)者が行うことになって

います。日頃から看板を設置するなどの対策を講じて 

ください。 

 市では、不法投棄などを未然に防ぐためにボラン

ティア監視員がパトロールしています。しかし、不法

投棄は多くの人の目を避けて、夜間や人気のないとこ

ろで行われます。美しい環境を守るため、地域ぐるみ  

で監視しましょう。 
 

問 市生活環境課 43-8289  

図書館まつり｢メオトよみ絵本ライブ｣開催 
 

11月14日、15日の図書館まつりで、｢メオトよみ

絵本ライブ｣を開催します。入場は無料です。 

絵本作家・平田昌広さんと景さん夫妻による読み聞

かせとライブパフォーマンスを行います。当日、平田

さんの絵本を持参した方に、お二人からサインと似顔

絵のプレゼントがあります。似顔絵は、来館した方だ

けでなく、写真や画像から依頼することもできます。 
 

◆日時 11月14日(土)午後2時～3時10分 

    (開場 午後１時30分～) 

◆場所 市立図書館 ２階 映像ホール 

◎図書館まつり主なイベント 

 ◇14日 本の修理見学体験、対面朗読見学体験 

 ◇15日 おりがみ工作遊び、子ども映画会   など    

      詳しくは、図書館にお問い合わせください。 
 

問 市立図書館 43-8811   

任期満了による 

｢下妻市議会議員一般選挙｣が行われます 
 

◆投票日時 12月6日(日)午前７時～午後６時 

      ※午後６時に投票所を閉鎖します。ご注 

       意ください 

◆投票所 市内31か所   

     ※郵送される入場券に投票所が記載されて 

      います 

◆期日前投票のできる期間と場所 

◇期間 11月30日(月)～12月5日(土) 

◇時間 午前8時30分～午後8時 

◇場所 市役所 本庁舎１階 市民ホール  

市役所 千代川庁舎 １階 ホール 

若者による『期日前投票立会人』募集 
 
◆対象者 選挙権を有し、原則として20歳代の方 

◆募集人数 延べ24人 

       11月30日(月)～12月５日(土)各日4人 

◆報酬 日額9,500円 ※昼食付 

◆申込方法 印鑑、報酬振込先口座が分かるものを持  

      参の上、市選挙管理委員会に申込 

◆申込期限 11月9日(月) 
 

問 申 市選挙管理委員会(総務課内)  

               43-2115 

日 月 火 水 木 金 土 
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市立図書館開館カレンダー/11月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３日(火)、22日(日)、23日(月)は、祝日のため午前 

 ９時～午後５時まで開館 

※10日(火)、24日(火)は、臨時休館日 

※18日(水)は、館内整理日のため休館 
 
問 市立図書館 43-8811 

ふるさと博物館は長期休館します 
  
 ９月10日の大雨により、浸水被害を受けたため、し

ばらくの間、休館します。 
 

問 市ふるさと博物館 44-7111 

関東・東北豪雨による被害を受けた皆さまへ 

国税の申告・納税などの期限延長を 

申請することができます 
 

9月の関東、東北豪雨により、国税についての申

告、申請、納税などを期限までにできないときは、

所轄税務署長に対し、申告、納税などの期限延長を

申請することができます。 

詳しくは、関東信越国税局ホームページをご覧に

なるか、最寄りの税務署へお問い合わせください。 
 

問 下館税務署 24-2121 

  http://www.nta.go.jp/kantoshinetsu/    

  index.htm(関東信越国税局ホームページ) 

工事個所 



ダメ、不正軽油 
 

ディーゼル自動車に使用する軽油には、１

リットルあたり32.1円の軽油引取税が課税され

ており、皆さんの生活の向上のために使われて

います。 

 軽油に灯油や重油などを混ぜて｢不正軽油｣を

製造している人、それを販売・購入している

人、または灯油や重油などをディーゼル自動車

の燃料に使用している人がいます。 

 不正な軽油を製造・販売・使用する行為は、

環境を汚染するとともに脱税行為でもあり、刑

事罰の対象となります。 

不正軽油を使用している疑いのあるトラック

やガソリンスタンドの情報があれば、連絡して

ください。 
 

問 茨城県筑西県税事務所 課税第一課 

       24-9192 

       不正軽油110番 0120-241-744 

社会保障・税番号制の導入 
 
 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により、

平成27年10月以降、個人番号および法人番号の通知が開始

され、平成28年から順次、税務署へ提出いただく申告書・

法定調書などにも個人番号・法人番号(マイナンバー)の記載

が必要になります。 
 
◎具体的には、 

①所得税や贈与税については、平成28年分の申告書から 

②法人税については、平成28年1月1日以降に開始する事業 

 年度に係る申告書から 

③消費税については、平成28年1月1日以降に開始する課税 

 期間に係る申告書から 

④相続税については、平成28年1月1日以降の相続または遺 

 贈に係る申告書から 

⑤酒税・間接税については、平成28年1月分の申告書から 

⑥法定調書については、平成28年1月以降の金銭などの支払 

 いなどに係るものから 

⑦申請・届出書などは、平成28年1月以降に提出するものか 

 ら 

個人番号・法人番号を記載していただきます。 
 
◎詳しい情報は、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)内の 

 ｢社会保障・税番号制度について｣をご覧ください。 

   ｢社会保障・税番号制度について｣のページは、国税庁ホー 

  ムページのトップページにある｢社会保障・税番号制度〈マ 

  イナンバー〉｣の入口からアクセスすることができます。 
 

問 マイナンバーのコールセンター(全国共通ナビダイヤル) 

   0570-20-0178 ※通話料がかかります 

   内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページ 

  http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangouseido/ 

    index.html 

『陸上自衛隊 高等工科学校生徒』 

(推薦・一般)募集 
 

一般の高等学校と同じ学科を学び、３年間

の教育終了時に卒業資格を取得できます。 
 
◆受付期間(締切日必着) 

 11月１日(日)～平成28年１月８日(金) 

 ※推薦は12月４日(金)まで 

 ◆応募資格  

  中卒(見込み含む)17歳未満の男子 

 (平成11年４月２日～平成13年４月１日に 

  生まれた者) 

◆試験日  

   ◇推薦 平成28年１月９日(土)～11日(月) 

     の指定する１日  

     ※場所 神奈川県 

   ◇１次試験日   平成28年１月23日(土)  

                     ※場所 下妻市 

   ◇２次試験日 平成28年２月４日(木)～７ 

        日(日)の指定する１日 

◆生徒手当 月額96,000円 

◆期末手当 年２回(６月・12月) 

◎応募方法など詳しくはホームページをご覧 

 ください 
 

問 自衛隊茨城地方協力本部 筑西地域事務所  

       22-7239 

   自衛官募集ホームページ  

       http://www.mod.go.jp/gsdf/ 

       jieikanbosyu/ 

個人事業税第二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。 

第二期分の納付書を11月中旬に送付しますの

で、11月30日(月)の納期限までに必ず納付し

てください。 

なお、台風18号などにより被害に遭われた方

には，損害の状況により県税の救済措置があり

ますので、ご連絡ください。 
 

問 茨城県筑西県税事務所 課税第一課  

   24-9192 

『自由研削といし特別教育』受講生募集 
 
◆日時 12月5日(土)、12日(土) 

    午前9時～午後４時(2日計12時間) 

◆内容 労働安全衛生法で定められた 

            自由研削といし特別教育 

◆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 10人(申込者が定員を超えた場合は抽選) 

◆申込締切 11月4日(水)まで ※必着 

◆受講料 2,980円 

※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 茨城県立筑西産業技術専門学院 在職者訓練担当 

     24-1714 

     [〒308-0847 筑西市玉戸1336-54] 

就職説明会｢就勝！２０１５｣開催 
 
◆日時 11月５日(木)午後1時～4時 

    (受付 午後０時30分～) 

◆場所 石岡運動公園体育館[石岡市南台3-34-1] 

◆対象 大学・短大・専門学校などを平成28年３月に  

            卒業見込みの方と既卒で未就職の方 

    (おおむね３年以内) 

※履歴書・事前申込は不要、既卒者はハローワークの登 

 録が必要です 

※高校(ハローワーク石岡・土浦・笠間・水戸管内)を平 

 成28年３月に卒業見込みの方は、事前に学校の進路 

 指導担当の先生に参加希望を伝えてください 

◎参加企業は、県内に事業所のある企業です。なお、高

校生への面接は、石岡・小美玉市に事業所のある企業

のみになります。 

◎参加費無料。上履きなどを持参してください。詳細は 

 ホームページをご覧ください。 
 

問 石岡市経済部商工課        

   0299-23-1111 

   小美玉市産業経済部商工観光課  

       0299-48-1111 

       石岡市 http://www.city.ishioka.lg.jp 

       小美玉市 http://www.city.omitama.lg.jp 

女性の活躍、再就職を支援します 

「いばらき女性いきいき就職面接会」開催 
 

女性の一層の活躍や再就職の促進を図るため、｢いば

らき女性いきいき就職面接会｣を開催します。 

育児支援、ワーク・ライフ・バランスの推進、女性の

採用に積極的な企業など、県内企業約20社の企業説明

や面接を受けることができますので、ご参加ください。 

事前予約不要・参加費無料・託児サービスがありま

す。当日は、企業へ提出する履歴書を複数枚お持ちくだ

さい。 
 
◆日時 11月27日(金)  

    ◇プレセミナー 午前11時～11時40分  

            ◇面接会 午後1時～３時 

◆場所 ホテルグリーンコア土浦[土浦市港町1-8-26] 

◆対象 主に、出産・育児を理由とした離職後の再就職

を希望する女性や、育児と仕事の両立を目指す

女性、働く意欲の高い女性を対象としますが、

どなたでも参加可能です。(学生を除く) 

※参加予定企業などの最新情報はホームページをご覧く 

 ださい 
 

問 茨城県労働政策課 雇用促進対策室  

   029-301-3645 

       http://www.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/  

       ikiiki/index.html 

就職の悩みは｢サポステ｣で解決 
 

相談支援から本人に合わせた色々なサポー

ト実施により、就職決定のお手伝いをしてい

ます。 

まずは、出張相談会にお越しください。 
 
◆日時 11月26日(木)午後2時～４時 

◆場所 下妻市勤労青少年ホーム 

◆費用 無料 

◆相談員 いばらき県西若者サポートステー 

               ション相談員 

◆対象 就職で悩んでいる15～39歳までの 

            若者または保護者・関係者 

※予約制(25日(水)までに電話予約) 
 

問 申 厚労省認定事業 いばらき県西 

               若者サポートステーション 

               54-6012    

「社会人基礎力養成講座」開催 
 
◆日時 11月５日(木)、６日(金) 

            午前9時30分～午後4時30分 

◆場所 いばらき就職・生活総合支援センター 

            [水戸市三の丸1-7-41] 

◆対象者 おおむね15歳～40代前半の求職者 

     で全日程参加可能な方 ※先着20人  

◆内容  ※内容を変更する場合あり 

 １日目 考え抜く力・チームで働く力 

 ２日目 前に踏み出す力・チームで働く力 
    

問 申 特定非営利活動法人 雇用人材協会  

                029-300-1738 

  s-college@koyou-jinzai.org 

       ※氏名、電話番号を入力し送信して 

                  ください 

http://www.nta.go.jp
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangouseido/index.html
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangouseido/index.html
http://www.city.ishioka.lg.jp
http://www.city.omitama.lg.jp
mailto:s-college@koyou-jinzai.org


わらべうた・あそびランド  

『芋煮会』参加者募集 
 
 自然の中でフィールド遊びをした後に、丸々

と育った里芋を使った芋煮会を開催します。 
 
◆日時 11月29日(日)午前９時30分集合 

◆場所 小貝川ふれあい公園ネイチャーセン 

     ター前  ※雨天の場合は中止 

◆参加資格 ３歳～小学６年生までの親子 

◆募集人員 100人程度 

◆参加費 無料 

◆持参品 おにぎり、おわん、おはし、 

               レジャーシート 

◆申込締切 11月24日(火)まで 
 

問 申 市生涯学習課 45-8995 

｢ママ・パパのための子どもに気持ちが伝わるコミュニケーション講座｣開催 
～子どもの上手なほめ方・しかり方のヒント～ 
 

子育て奮闘中のママ＆パパ、お子さんとのかかわり方に悩んでいませんか。赤ちゃんから大人まで通用する親

子のためのコミュニケーション術…それが親業です。 

子育て中のパパ＆ママが知っていると気持ちに余裕ができて子育てがちょっぴり楽になる、そんなお話を聞い

てみませんか。 
 
◆日時 11月18日(水)午前10時～11時30分(受付９時45分～) 

◆場所 下妻保健センター 

◆対象 ◇市内在住の０歳～小学校入学前のお子さんを持つご家族(先着25人) 

     ※希望者には保育します。申し込み時に受付してください(先着20人) 

    ◇市内在住の妊婦さん 

◆講師 親業訓練協会インストラクター 安 のり子 氏 

◆申込受付開始 10月26日(月)～               問 申 市保健センター 43-1990 

働く婦人の家・勤労青少年ホーム 

｢合同文化祭｣開催 
 
◆日時   11月21日(土)午前９時～午後５時 

       22日(日)午前９時～午後３時 

◆場所 働く婦人の家  

◆作品展示 

 クレイフラワー、フラワーボトル、筆ぺン習字、華道  

 絵手紙、千代紙人形、パッチワーク、砂山教室 

◆実技公開 

 21日 スイーツクラブ  午後１時～５時 

 22日 スイーツクラブ  午前11時～午後３時 

 22日 着付け              午前10時～正午 

 22日 茶道                 午前10時～午後２時 

◆体験コーナー 

 21日・22日 千代紙人形 午前10時～午後３時 

                      ※材料費100円～負担あり 

 21日・22日 クレイフラワー 午前10時～午後３時 

                      ※材料費各400円(器代込)  

                      ※定員各10人(定員次第締切) 

 22日 フラワーボトル 午前10時～午後２時 

           ※材料費500円～(器代込み)、定員15人 

◆発表(演奏) 

 22日 大正琴講座 午前11時～11時15分 

             秋桜会       午前11時15分～11時45分 

 22日 ソレイユ  午後２時～２時30分 
   

問 働く婦人の家   43-7929 

   勤労青少年ホーム 43-7423 

子宮がん・骨粗しょう症集団検診 
 

対象年齢の女性であれば健康保険証の種類に関係なく予

約なしで受診できます。ぜひ受診しましょう。 
 

【子宮がん検診】頸部検査 

   ◇対象者…20歳以上の女性(H28.3.31現在の年齢) 

 ◇自己負担額…500円   

・当日はスカートを着用するか、ご持参願います。 

・月経中は検診ができない可能性がありますので、日

程変更をお勧めします。 

・平成27年度に市の医療機関検診受診券や、子宮頸

がん無料クーポン券を使って、子宮がん検診を受診

済みの方は受けられません 

・妊娠・出産などの経験がなく、子宮がん検診が初め

ての方は、医療機関検診を受診してください(詳細は

お問合せください) 

【骨粗しょう症検診】かかとでの超音波検査 

 ◇対象者…25・30・35・40・45・50・55・60・ 

      65・70歳の女性(H28.3.31現在の年齢) 

 ◇自己負担額…500円  

    ・対象年齢であれば骨粗しょう症検診のみの受診も可  

  ※骨粗しょう症検診のみの方および子宮がん検診とあ 

   わせて受診する方は、地区割に関わらず【骨粗】印 

   がついている日程で受診してください。 

◆受付時間 午後0時45分～１時15分 

      (番号札は午後０時30分に出します) 

◆受診券について 

受診券は、平成26年度の子宮がん集団検診受診者お  

よび、平成27年度に39・41・43・45歳の女性 

(H28.3.31現在の年齢)に送付します。新たに希望する

方はお申込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

◎該当地区の日程で都合のつかない方は、該当地区以外の 

 日でも受診可 
 

問 申 市保健センター  43-1990 

日程 場所 対象地区 
11月20日(金) 
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田下・下栗・本宗道・宗道・渋田・鬼怒 

24日(火) 
原・羽子・唐崎・見田・長萱・伊古立    

【骨粗】 

25日(水) 
蚕飼地区・大形地区            

【骨粗】 
26日(木) 豊加美地区・総上地区 

 27日(金) 上妻地区 
12月 ７日(月) 大宝地区・長塚   

 ８日(火) 下妻乙・下妻戊・下妻丙         

  ９日(水) 
下妻甲・本城町・本宿町・砂沼新田・ 

石の宮 

10日(木) 
下妻丁・小野子・坂本新田・大木新田    

【骨粗】 

 11日(金) 
高道祖地区・騰波ノ江地区         

【骨粗】 

今すぐできる、無理なく続けられる 

アイディアがいっぱい 

｢クッキング＆らくらくエクササイズ｣開催 
 

手軽な運動と、ヘルシーな食事を体験すること 

で、生活を変えるポイントを学びましょう。 
 
◆日時・その他  

 11月18日(水)午前９時30分～午後１時 

 

 

 

◆内容 手軽なエクササイズ 

            (インストラクターによる運動) 

ヘルシーな食事(簡単な調理と試食) 

◆受付時間 午前９時15分～９時30分 

◆定員 25人(予約制) 

◆対象 市内在住、74歳以下の男女 

◆参加費 無料 

◆その他  

 ◇動きやすい服装、室内靴、調理用エプロン、 

  バンダナ、水分補給できるものを持参  

 ◇味噌汁の塩分濃度測定を実施します。 

  ※味噌汁の汁のみ、20cc程度を持参 

◆申込締切 11月４日(水) 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

｢県民のための健康管理講座｣開催 
 

生活習慣病(高血圧・糖尿病)や認知症につ

いて、予防法や付き合い方を、この機会に学

び、自分の生活・自分のからだを見直しま

しょう。  
 
◆日時 11月22日(日)午後１時～４時 

             (開場 午後０時30分～) 

◆場所 下妻市民文化会館 

◆内容 筑波大学附属病院の専門スタッフに 

            よる講演 

①認知症にならないために 

 ～運動と食事がなぜ大切か～ 

 臨床医学域精神医学 准教授 新井 哲明 氏 

②認知症や癌の予防にも大切な糖尿病の予防 

 内分泌代謝・糖尿病内科 病院教授    

 鈴木 浩明 氏 

③食べることで、予防できる～生活習慣病～ 

 病院栄養部 副部長 管理栄養士  

 岩部 博子 氏  

④生活不活発病をやっつけろ！ 

 ～動いて、そして生きがいを～ 

 病院リハビリテーション部 理学療法士  

 鈴木 康裕 氏 

◆講習料 無料 

◆申込方法  

 電話、ファックスまたは、ホームページか 

 ら事前申込 

 029-858-0128   

 Fax029-858-3351 

 http://www.tohjinkai.jp/ 
 

問 市保健センター 43-1990 

場所 運動指導士 調理指導 
千代川公民館 
ホール・調理室 

木本 裕 氏 
管理栄養士、 
食生活改善推進員 

お知らせ版  No.2 
 

 
 

２/３枚 

10 

25 

2015 

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
報 



Ｓマーク（標準営業約款制度）を 

ご存知ですか 
 

Sマークのある理容店、美容店、クリーニング店、め

ん類飲食店、一般飲食店は、厚生労働大臣認可の安心 

全・安心なお店です。 
                  
◆標準営業約款(Ｓマーク) 

消費者の利益保護の観点から提供する役務の内容や 

施設や設備の表示の適正化などを図り、利用者や消 

費者が営業者からサービスや商品を購入する際の選 

択の利便を図ることを目的として、厚生労働大臣が 

認可した制度です。 

※｢Ｓマーク｣は、Safety(安全)Sanitation(清潔) 

    Standard(安心)の３つの頭文字を表わしていま  

  す。 

Safety＝保険加入で安全 

 Ｓマーク登録店は、万一事故が発生した場合、業種 

   ごとに定められた事故賠償基準に基づいて賠償が行 

   えるよう、損害賠償保険に加入しています。 

Sanitation＝衛生基準遵守で清潔 

 消費者・利用者が、常に衛生的なサービスが受けら 

   れるよう、営業施設または設備についての基準を定 

   めています。 

Standard＝確かな技術(標準)で安心 

 標準的なサービスを提供できるよう、提供する役務 

   の内容、基準を細かに定めています。 
 
◆設定業種(５業種) 

現在、クリーニング業、理容業、美容業、めん類飲 

食店営業、一般飲食店営業について設定されていま 

す。 

◆登録について 

標準営業約款に従って営業を行いたい営業者は、茨 

城県生活衛生営業指導センターへ登録の申し込みを 

行います。 

審査の結果、登録された営業者は、標準営業約款登

録店である旨を表示する「Ｓマーク」と同約款の要 

旨を掲示します。 
 

問 公益財団法人  

   茨城県生活衛生営業指導センター  

   029-225-6603 

『公民館移動教室』参加者募集 
   
 移動教室｢戦後70年を振り返る旅｣を開催します。 
 
◆日時 12月5日(土)午前８時30分下妻公民館出発 

◆定員 38人 ※定員次第締切 

◆行先 阿見町｢予科練平和記念館｣ 

         ｢阿見プレミアムアウトレット｣ 

◆内容 日本が経験してきた戦争と平和を考える上 

     で、忘れることのできない多くの事柄と歴史 

     を振り返ります 

◆対象者 市内在住・在勤の一般成人の方 

◆参加費 2,000円 ※昼食代含む 

◆申込期間 11月5日(木)～11日(水) 

                  午前9時～午後5時 

◆申込方法 参加費を添えて、千代川公民館に直接来

館して申込   
 

問 申 千代川公民館 44-3141 

｢中之島流大正琴琴ひろ会｣発表会開催 
 
◆日時 11月８日(日)午後０時30分開演 

◆場所 市民文化会館 

◎入場無料(お楽しみ抽選会あり) 
 

問 コンドー楽器 43-2155 

～地域の味覚も味わえる大人婚活～ 

｢下妻deトキメキwalkラリー婚｣開催  
 

ウォークラリーで運動を楽しんだあと、地域の味覚を

堪能しましょう。長時間だからこそ、理想の相手もじっ

くり探せるワクワクがいっぱいな大人婚活です。 
 

◆日時 11月28日(土) 

    午後０時45分～午後６時30分 

    (受付開始 正午～)  

◆場所 砂沼広域公園 

◆対象者 男女 各30人 

     男性 24～43歳の独身者 ※下妻市、八  

                        千代町、常総市に在住の方 

            (今後この地域に住む予定の方も可) 

     女性 24歳～39歳の独身者 

◆会費 男性5,000円 女性3,000円 

◆申込方法 ネット予約のみの受付  

      ※応募者多数の場合は抽選 
 

問 申 下妻青年会議所  

     090-3061-5426(結束) 

     いばらき出会いサポートセンター  

     029-224-8888 

     http://www.ibccnet.com 

秋の“おもてなし作り”で婚活パーティー 

｢新米で彩いなり、茶巾寿司を 

楽しくつくろう｣開催 
 
◆日時 11月28日(土)午前10時～午後３時 

            (受付 午前９時30分～) 

◆場所 下妻公民館(調理室・学習室) 

◆内容 ◇彩いなり、茶巾寿司、秋の野菜サラダ、 

     かぼちゃデザート作り 

    ◇対面アプローチとフリータイムの交流 

◆対象 独身男女 45歳以下 各15人 

            ※応募多数の場合は抽選 

◆参加費 男性2,000円 女性1,000円 

◆申込締切 11月20日(金) まで 
 

問 申 いばらきマリッジサポーター 

               県西地域活動協議会 

     090-8891-1893(塚越) 

     090-3212-0221(倉持) 

｢フォトコンテスト作品展｣開催  
 

｢あなたの心を癒してくれる身近な生き物｣をテーマ

に作品を募集しました。幼児からベテランの撮った作

品で心を癒されてみてはいかがでしょうか。 
 
◆日時 10月31日(土)～11月29日(日) 

    午前９時～午後４時 

    ※休館日:11月23日(月)を除く月曜日および 

               11月24日(火) 

◆場所 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター  

    ギャラリー１ 
 

問 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター  

   45-0200 

茨城県民の日 

パークゴルフ場を無料開放します 
 

小貝川ふれあい公園では、茨城県民の日にパークゴ

ルフ場を無料開放します。 
 

◆開放日時 11月13日(金)茨城県民の日 

◆利用可能時間 午前９時～午後４時 

                       (受付は午後３時まで) 

◆対象者 県内在住者 

※無料となるのは、パークゴルフ場使用料・クラブ使 

   用料・ボール使用料 

※当日は、住まいが確認できるものを持参 
 

問 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター  

   45-0200 

｢いばらき結婚、 

  子育てわくわくキャンペーン｣開催 
 

茨城県地域活動連絡協議会(母親クラブ)では結婚・

出産を促進し、子育て支援や地域間交流を目的とし

て、茨城県委託事業を県内4箇所で実施します。 
 
◆日時  11月7日(土)午後１時～３時30分 

◆場所  坂東市民音楽ホール ベルフォーレ  

◆内容  

   ◇第1部   音楽&ピアノとお話の世界 

                 ナレーター  沙亜耶  氏 

                 ピアノ  金藏 直樹 氏 

   ◇第2部   親子に贈る愛のふれあいコンサート 

                 シンガーソングライター  松本 隆博 氏 

   ◇ワークショップ｢木のおもちゃ広場mini&手作りお 

           もちゃワークショップ｣ 

※申込不要、参加無料 

◎詳しくは、茨城県ホームページをご覧ください。 
 

問 茨城県子ども課少子化対策室   

   029-301-3261 

『下妻市長杯市民パークゴルフ大会』 

参加者募集 
 
◆日時 11月８日(日)受付 午前８時15分～  

    ※小雨決行 

◆場所 小貝川ふれあい公園パークゴルフ場 

◆参加資格 市内在住・在勤の方および会員の方 

◆試合方法 36ホール ストロークプレー 

◆参加費 500円  

◆申込締切 11月５日(木)  

◆定員 90人 ※先着順、定員次第締切 

        ※当日の参加申込不可 

◆申込先 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター  

     45-0200 

 ※参加費を添えてお申し込みください 
 

問 下妻市パークゴルフ協会 44-4334 

｢市民健康麻雀大会｣開催 
 

NPO法人ゆいの会では、誰でも気軽に参加できるみ

んなの集いの場を開設しています。毎週火曜日には

「飲まない・賭けない・呆けない」健康麻雀を楽しん

でいます。 

市民健康麻雀大会を開催しますので、会員以外の方

もご参加ください。 
 

◆日時 11月20日(金)午前9時～午後4時 

◆場所 たまり場 ゆい[見田1153番地] 

◆参加費 1,500円(弁当込み) 

◆締切日 11月13日(金) 

◆定員 先着16人 ※定員次第締切 

※必要経費を差し引いた残額は、常総市の災害見舞金 

 として寄付します 
 

問 NPO法人ゆいの会  

  080-4853-4578(市川) 

｢刃物研ぎボランティア｣開催 
 

ご近所の方の包丁も一緒にお持ちください。 

 切れる包丁で楽しい料理をしましょう。 
 
◆日時 11月6日(金)午前９時30分～11時30分 

◆場所 福祉センター 砂沼荘 
 

問 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

http://www.ibccnet.com


｢農用地区域の除外・編入申出｣ 

受付開始 
 

 農業振興地域整備計画の変更にかかる申し出を受

け付けします。 
 

◆受付期間 11月２日(月)～30日(月)  

◆受付場所 市役所 千代川庁舎１階 農政課 

◎申請書類は、市役所農政課に問い合わせ、または  

   市ホームページからダウンロード 

※平成28年度『農用地区域の除外・編入』受付 

   は、農業振興地域整備計画の見直しのため受け 

 付けません。計画変更を検討している方は平成 

 27年度中に申請してください 
 

問 市農政課 45-8992 

   http://www.city.shimotsuma.lg.jp/ 

下妻特別支援学校 

｢ふれあい教室｣開催 
 

就学前のお子さまと保護者の方を対象に｢ふれあ

い教室を｣開催します。 
 
◆日時 11月1６日(月) ※悪天候時は中止 

    午前９時45分～11時40分  

◆場所 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 学校紹介、見学、友達と交流など 

◆申込方法 11月９日(月)までに電話または  

      ファックスにて申し込み 
 
 ｢第２回学校公開｣開催 
 

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、平成27年度も学校公開を開催します。 
 

◆日時 11月17日(火)～11月20日(金) 

    午前10時～午後２時30分 

◆場所 茨城県立下妻特別支援学校 

◆対象 地域の方々、教育、関係機関担当者など 

◆内容 小・中学部、高等部の授業公開 

◆申込方法 11月６日(金)までに電話またはファッ 

       クスにて申し込み 
 

問 下妻特別支援学校   44-1800  

                                   Fax43-9174 

｢講演と地域芸能の集い｣開催 
 
◆日時 11月15日(日) 

            午前９時30分～午後３時30分 

◆場所 千代川公民館 ホール 

◆内容  

 ◇演芸 午前９時30分～ 開会式、開演 

 ◇講演 午後０時30分～  

     ｢骨粗しょう症について&簡単な予防体操｣ 

    〈講師〉下妻保健センター 保健師  倉持 有希 氏   

   ◇演芸 午後１時10分～  

◆演芸内容 舞踊、フラダンス、フラメンコ、 

                  コーラス、カラオケなど 

◆費用 無料 
  

問 はつらつ百人委員会 44-6095(近藤) 

11月は茨城県男女共同参画月間です 
～認めよう だれもがもってる 自分らしさ～ 
   (平成26年度下妻市川柳・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 43-2114 
 

「多重債務者のための無料法律相談会」 

開催 
 

借金の返済でお困りの方を対象に無料法律相談会を

開催します。弁護士、司法書士、消費生活相談員が相

談に応じます。(秘密厳守) 

 各会場で｢心の健康相談｣も実施します。希望される

方はお気軽にお申し付けください。 
 
◆日時 11月12日(木)午後1時～４時30分 

◆場所 筑西合同庁舎[筑西市二木成615] 

◆対象 多重債務者(借金の返済にお困りの方) 

◆定員 10人 ※事前予約制、定員次第締切 

◆申込方法 11月2日(月)～11日(水)  電話にて申込 
 

問 申 県生活文化課 029-301-2829                       

｢小中学校講師｣募集 
 

市内小中学校の講師として働ける方の登録をお願いし

ます。 

 教職員に欠員が生じたときなどに、採用する講師を募

集しています。講師の登録により、採用する必要が生じ

た場合、随時連絡をします。 
 
◆職種 

   ◇常勤講師(産休育休教職員の代替や欠員の補充な 

  ど)、勤務時間は教職員に準じます。 

   ◇非常勤講師(体育代替など)、勤務時間は種類によ 

      り異なります。 

   ※給与は、茨城県の給与規定に準じます 

◆応募資格 

◇教育職員免許法に基づく教諭の免許状を有する方 

◇地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない方 

◇市内小中学校に通勤可能な方 

◆講師登録方法 

 下記書類を市役所学校教育課へ提出してください。 

 (郵送可) 

①採用志願書(市ホームページからダウンロード可) 

②教員免許状の写し 

◎採用志願書は随時受け付けています。年度ごとに登録 

 をお願いします。 

※登録しても採用されるとは限りません。 
 

問 申 市学校教育課 44-0740  

     [〒304-8555 下妻市鬼怒230番地]  

結城特別支援学校「学校公開」開催 
 
◆日時 11月２日(月)、４日(水)、５日(木) 

    午前９時30分～午後２時30分 

◆場所 茨城県立結城特別支援学校 

    [結城市鹿窪1357-10] 

◆内容 授業公開、生徒による喫茶サービス、研修  

    講座開催 

◆対象 本校に関心のある地域の皆さま、どなたで  

    も参加可  

◆申込方法 電話にて申し込み 
 

問 申 結城特別支援学校 32-7991(鈴木) 
 
霞ヶ浦聾学校｢学校公開｣開催 
 
◆日時 11月30日(月)午後1時25分～3時 

◆場所 茨城県立霞ヶ浦聾学校 

    [稲敷郡阿見町上長3-2] 

◆内容 幼稚部、小学部、中学部の授業公開 

◆対象 どなたでも参加可 

◆申込方法 11月25日(水)までにファックスまた 

       は電話にて申し込み 
 

問 申 茨城県立霞ヶ浦聾学校 

     029-889-1555(貝塚) 

      Fax029-889-2413 

｢行政無料相談｣開催 
 
 行政について、お困りになって 

いることはありませんか。 

   行政書士が無料で相談に応じます。 

 予約は不要です。 
 
◆日時 11月10日(火)午後１時～４時30分 

◆場所 下妻市役所 千代川庁舎 １階ロビー 

◆相談料 無料 

◆相談内容  相続・遺言手続き、建設業許可などの各 

       種営業許可、農地・土地活用、法人設立、 

                 などの業務に関わる相談 

      ※台風18号など被災者相談も専門セン 

         ターと連携し、受け付けます 
 

問 茨城県行政書士会県西支部 25-2919 

『わがやのにんきものコーナー』 

広報しもつま掲載希望者募集 
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１～３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 43-2112 

｢調停相談会｣開催 
 
身の回りの事でお困りの方は、秘密は厳守しますの

で、ぜひ相談ください。裁判所の調停委員がお待ちし

ています。相談料は、無料です。ただし、裁判中、調

停中の案件はご遠慮ください。 
 
◆日時 11月15日(日)午前10時～午後３時  

    ※先着順 

◆場所 八千代町 中央公民館(八千代町役場向かい側) 

            [結城郡八千代町菅谷1027]  

◆受付時間 午前９時30分～午後３時 

◆相談内容 夫婦関係・親子関係・相続関係・扶養関 

      係・金銭関係・土地関係・交通事故関係 
 

問 下妻調停協会(水戸地方家庭裁判所 下妻支部内)    

        43-7193 
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