
お知らせ版  
10 

No.１ 

 

 
 

１/３枚 

2016 

６ 
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 

『花と緑の環境美化コンクール』 

参加花壇募集 
 

地域住民および児童・生徒の環境美化に対す

る関心・意欲を高め、花いっぱい運動を推進す

ることを目的に、花いっぱい運動で素晴らしい

成果を上げている地域・団体・職場・学校を表

彰します。 
 
◆申込期限 7月1日(金)まで 

◆応募先 市役所第二庁舎 ２階 都市整備課 

 ※応募用紙は、大好きいばらき県民会議にお 

  問い合せください 
 

『花いっぱい運動定着化促進事業』 

応募団体募集 
 
 環境美化教育や地域コミュニティーの活性化

を図るため、花いっぱい運動に継続して取り組

んでいる、または取り組もうとしている各種団

体・学校に対して支援を行います。 
   
◆申込期限 ８月26日(金) ※必着 

◆応募先 市役所都市整備課または直接、大好 

     きいばらき県民会議まで提出してく 

     ださい。 

※詳しい募集内容は、大好きいばらき県民会 

 議へお問い合わせください 
 
問 申 市都市整備課 43-8128 

     大好きいばらき県民会議  

     029-224-8120 

『市民ステージ』参加団体募集  
 

◆日時 ７月17日(日)午前10時～正午 

◆場所 砂沼サンビーチ イベントステージ 

◆内容 市内で活動する団体に発表の場を提供します。 

    詳細は、募集要項をご確認ください。 

※個人・市外の団体は、参加不可 

◆募集要項 下記の問い合せ窓口、市ホームページで入 

      手してください。 

◆募集期間 ６月10日(金)～23日(木) 

◆参加申込 募集要項の参加申込書により申し込み 

                  (持参・FAX・郵送・メール可) 

      ※持参での申し込みは平日のみ 
 

問 申 市都市整備課 43-8356 

砂沼サンビーチ 

『地元産品』販売者募集 
 
◆出店期間 ７月16日(土)～８月31日(水) 

◆出店場所 入口前広場 

◆対 象 者  市に関係する公共的・公益的団体お 

       よび市内事業所(農家等を含む) 

◆出店料など 占用利用料(１日あたり) 

       平日 １㎡あたり100円 

       土・日曜日、祝日、お盆期間  

                   １㎡あたり200円 

 ※売上額に応じ出店料がかかります。その 

  他、出店条件などがあります 

 ※出店場所には限りがあり、出店数、店舗面 

  積を制限する場合があります。応募多数の 

      場合は抽選になることもあります 

◆申込受付期間 ６月10日(金)～21日(火) 

        午後３時まで 
 

問 砂沼広域公園管理事務所 43-6661 

古布回収BOXを設置しました 
 

古布回収BOXを下記の施設に設置しました。 

ご家庭で不用となった古布がありましたら、リ

サイクルにご協力をお願いします。 
 
◆設置場所 市役所千代川庁舎、下妻公民館、   

      大宝公民館、働く婦人の家、勤労 

      青少年ホーム 

◆回収品目 洋服、肌着、シャツ、タオル、 

      カーテンなど 

◆排出方法 透明か半透明の袋に入れて出して 

      ください    

※出せないもの 

 毛布・布団・座布団・こたつ布団・ぬいぐる

み・スキーウェア・ゴム製品・革製品・中に

綿の入っているもの（ダウンジャケットな

ど）・汚れのひどいもの 

※施設が休館の場合は、ご利用できません 
 

問 市生活環境課 43-8289 

平成28年度指定ごみ袋の引換について 
 
 平成28年度指定ごみ袋引換券は、取扱店で必ず

引換期間内に交換してください。 

 ｢引換券①｣は、平成28年6月30日が引換期限と

なりますので、期限内の引き換えをお願いします。 
 

問 市生活環境課 43-8289 

6月23日～29日は 

男女共同参画週間です 
 

互いを尊重し、共に責任を担うことができる

男女共同参画社会の実現をめざして｢男女共同参

画社会基本法｣の理念に基づき実施されます。 
 
●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 

 

 

 
 
◎支え合い 男女に広がる 笑顔の輪 

 (平成27年度川柳・標語入賞作品) 
 
問 市民協働課 43-2114 

道路への倒木・枝の張り出しにご注意 
 

 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多数見受けられます。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。 
 

◇道路・歩道へ樹木が張り出している 

◇枯れ木・折れ枝などによる通行障害がある。また 

 は、その恐れがある 

◇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 

 

上記のような状態が見られる土地または樹木の所 

有者の皆さまには、その樹木の伐採または枝払いな 

どをお願いします。なお、強風や大雨の後には、特 

に注意してください。 

 

【作業時の注意事項】 

 ◇電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う 

  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、立会いのもとで行ってくださ 

  い。 

 ◇通行車両、自転車および歩行者の安全を確保し 

  てください。 

 ◇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】 

 ◇国道・県道については、茨城県常総工事事務所 

  に問い合わせください。 

 ◇当市に住んでいない土地の所有者については、 

  親戚・知人の方からお知らせください。 
 

問 市建設課 45-8125 
    県常総工事事務所 道路管理課  

    0297-42-2505 

総合型地域スポーツクラブ 

サンドレイククラブ 

｢季節のハイキング｣開催 
 
日光高山から千手ヶ浜を歩きます。 
 

◆日時 ６月26日(日)午前７時出発 

◆集合場所 下妻市総合体育館裏駐車場 

◆参加費  

◇平成28年度クラブ会員 １人2,800円   

◇非会員１人3,300円 

 ※共にバス代、雑費、保険料など含む 

◆募集人数 40人 

        ※定員になり次第締切 

◆募集対象 付き添いなく１人でハイキングできる方 

◆申込 会費を添えて申し込みください。 

◆態度決定 午前６時 

※各自サンドレイククラブに確認 
 

問 サンドレイククラブ 43-0174(井上) 

  ※当日の問い合せは、サンドレイククラブに連 

   絡してください 

  市生涯学習課 45-8997 



職種 年齢 受験資格 

消防職 昭和63年4月2日～平成11年4月1日に

生まれた人 

学歴不問 

項目 男性 女性 

身長 おおむね160㎝以上 おおむね150㎝以上 

体重 おおむね50kg以上 おおむね45kg以上 

胸囲 身長のおおむね２分の１以上 

視力 視力(矯正視力を含む)が両眼で0.7以上、かつ一眼で

それぞれ0.3以上であること 

聴力 左右とも正常であること 

その他 心身ともに健康で消防官として職務を遂行するため

に必要な能力と体力があると認められること 

第1次試験日 試験科目・会場・持参品 

９月17日(土) 

受付  午前８時～ 

試験  午前８時30分～ 

正午終了予定 

[体力試験] 

会場 古河市生涯学習センター総和 

   (とねミドリ館) 

持参品 受験票、運動着、運動靴、 

          体育館シューズ 

９月18日(日) 

受付 午前８時～ 

試験 午前８時30分～  

   正午終了予定 

[教養試験・適性検査] 

会場 古河市立総和南中学校 

持参品 受験票、筆記用具 

第2次試験日 試験方法・会場 

10月下旬(予定) 
[面接試験・パソコン操作] 

会場 未定 

『消防官』募集 
 
平成29年４月１日採用の消防官を募集します。 
 
◆採用予定人数 消防職 25人程度 

◆受験資格 
 
 

 
 
※上記の資格に該当する方であっても、次の一つに該当 

 する人は受験できません 

◇成年被後見人、被保佐人 

◇禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでま 

 たはその執行を受けることがなくなるまでの人 

◇日本国憲法の施行日以後、日本国憲法またはその下 

 に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政 

 党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人 

◇日本国籍を有しない人 

◇茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員として懲戒 

 免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過し 

 ない人 

【身体的要件】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆申込期間 ７月８日(金)～８月２日(火) ※消印有効 

◆試験日・試験科目・試験会場 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※合格者の発表は、合否にかかわらず郵送で各個人に通 

 知します 

◆申込書などの請求 

消防本部および古河消防署、総和消防署、下妻消防 

署、坂東消防署、広域圏内の各消防分署にあります。 

 
問 申 茨城西南地方広域市町村圏事務組合 

  消防本部 総務課 0280-47-0124 

『シルバー人材センター』会員募集 
 

シルバー人材センターは、｢健康維持や生き

がいのために働きたい｣という意欲ある高齢者

の方々に、その希望と経験に合った臨時的・

短期的な仕事を紹介しています。会員として

シルバーの仕事をしてみませんか。 

 会員になるには次の要件が必要です。 
 
◆市内、八千代町にお住まいで、当センター

の目的に賛同され、健康で働く意欲のある

おおむね60歳以上の方 

◆入会説明会を受け、入会申込書を提出し、

定められた会費を納入した方 

◆申込方法  シルバー人材センターに電話 

        で申し込み 

 

問 申 公益社団法人  
           下妻地方広域シルバー人材センター 
           44-3198 

｢正社員就職面接会｣開催 
 

正社員を目指す若者や離職された方を対象と

して、就職機会の拡大および人材確保を支援す

るため｢正社員就職面接会｣を開催します。 
 
◆日時 ７月26日(火) 

受付 午後0時30分～ 

開催時間 午後１時～４時15分 

◆場所 アルテリオ 1F 集会室 

    [筑西市丙372番地] 
 

問 筑西公共職業安定所 22-2188 『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18日(木)、19日(金) 

               午前９時～午後４時(２日間 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 

    ※申込者が定員を超えた場合は抽選 

◆申込締切 ７月20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、受講手続きを行う必要があります。 
 

問 申 県立筑西産業技術専門学院 在職者訓練担当 

     〒308-0847 [筑西市玉戸1336-54] 

     24-1714 

             HP http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/   

                    chikusansen/kunren/index.html  

退職金の悩みを 

中退共で解決しませんか 
 
 ｢中小企業退職金共済制度｣(中退共)は、中

小企業が加入しやすい国の退職金制度です。 

 掛金の一部を国が助成します。掛金は、全

額非課税となり、手数料もかかりません。社

外積立で管理や運用の手間もかかりません。 

詳細は、お気軽にお問い合せください。 
 

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 

弁護士による臨時無料電話相談 

女性の権利110番 
 
 女性に対する暴力(ドメスティック・バイオ

レンス、セクシュアル・ハラスメントなど)や

離婚に関する諸問題、職場における差別、同性

婚に関することなど、女性の権利一般に関する

無料電話相談を実施します。お気軽にご相談く 

ださい。 
 
◆日時 ６月23日(木)午後1時～４時  

◆相談電話番号  

 029-233-5135 029-233-5136 

◆主催 茨城弁護士会・日本弁護士連合会 
 

問 茨城県弁護士会 029-221-3501 

｢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。 

切れる包丁で楽しい料理をしましょう。 

 

◆日時 ６月24日(金)午後１時～２時30分 

◆場所 JA常総ひかり騰波ノ江 

 

問 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

 

試験区分 受験資格 

男性警察官A 
昭和62年４月２日以降に生まれた人で、学校教

育法による大学(短期大学を除く)を卒業した人も

しくは平成29年３月31日までに卒業見込みの

人または人事委員会がこれと同等と認める人 
女性警察官Ａ 

男性警察官Ｂ 昭和62年４月２日から平成11年４月１日まで

に生まれた人で、上記警察官Ａの受験資格(学歴

部分)に該当しない人 女性警察官B  

平成28年度茨城県警察官採用試験(第２回) 
 
◆試験区分、採用予定人員および受験資格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※上記資格以外に欠格事項および身体基準があります。 

  詳しくは、警察官採用試験広報ホームページ(http:// 

  www.pref.ibaraki.jp/kenkei/saiyo/ibarakipc_site/ 

  index.html )を確認してください 
 
◆受付期間 

 ◇郵送・持参 ７月１日(金)～８月23日(火) 

  ≪郵送・持参先≫ 県警察本部 警務課 採用係 

           最寄りの警察署・交番・駐在所 

 ◇電子申請 ７月１日(金)～８月22日(月)午後５時 

◆第１次試験日 ９月18日(日)教養試験、論(作)文試験 

 

◎下妻警察署では、採用試験説明会を開催します。説明会 

   の詳細、採用試験に関するお問い合わせは、下妻警察署 

   までお願いします。 

   

問 下妻警察署 43-0110  

 

『道路里親・道路除草』 

ボランティア募集 
 

茨城県では、県が管理している道路 (国

道、県道)の清掃(ゴミ拾い)、除草、花壇の手

入れなどを、県に代わって行う団体や個人を 

募集しています。 
 
◆道路里親 

県が管理している道路において、100ｍ以  

上の区間の清掃などの美化活動を、年間４ 

回以上行なえる団体(地域住民団体、企業 

およびその従業員の団体など) 

◆道路除草ボランティア 

道路里親となって継続して活動することは

できないが、道路の除草作業(刈払機を使 

用)を１回でも実施できる団体・個人 
 
 県では、上記団体・個人に対する支援とし 

て、活動に必要な消耗品の支給(道路里親団

体に限る)や傷害保険加入費用の負担をして

います。 

 
問 県常総工事事務所 道路管理課    

    0297-42-2505 
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｢子どもの人権110番｣強化週間 
 

法務省と全国人権擁護委員連合会は、｢いじめ｣や児童虐

待など子どもをめぐるさまざまな人権問題に積極的に取り

組むことを目的として、全国一斉｢子どもの人権110番｣

強化週間を実施し、悩みを持ったお子さんや保護者の方か

らの相談に応じます。秘密は守られますので、安心してご

相談ください。 
 
◆日時 6月27日(月)～7月3日(日) 

午前8時30分～午後7時 

    ※土・日曜日は午前10時～午後5時 

◆相談員 法務局職員・人権擁護委員 
 

問 水戸地方法務局・茨城県人権擁護委員連合会 

 0120-007-110(全国共通フリーダイヤル) 

献血にご協力を 
 

献血は最も身近なボランティア。あなたのわ

ずかな時間で救える命があります。 
 
◆日時 ６月21日(火) 

    午前10時～午後１時 

◆場所 市役所千代川庁舎 １階 ホール 
 

※400ml献血を優先させていただきます 

※献血カードのある方は持参してください 
 

問 市保健センター 43-1990 

｢福祉の店ナイスハートバザール｣開催 
 

県内の障害者施設や福祉センターなどで制作してい 

る、心のこもった手づくり製品を販売します。 
 
◆日時 ６月24日(金)～27日(月) 

    午前10時～午後７時  

    ※最終日は午後４時30分まで 

◆場所 イオン下妻店 １階 セントラルコート 
 

問 一般社団法人 茨城県心身障害者福祉協会 

  029-244-7461 

開催日 学習内容 

７月10日 開講式、笑いヨガを始めよう 

７月24日 笑いのエクササイズと呼吸法 
８月28日 笑いの生理的・心理的効果 
９月11日 笑いの国へようこそ 
９月25日 １人でできる笑いヨガ 

10月23日 笑いヨガ瞑想(リラクゼーション) 

11月13日 笑いヨガ まとめ、閉講式 

『笑いヨガ教室』受講生募集 
 

笑いヨガは、誰にでもできる体操として行う

笑いの健康法です。笑いの体操とヨガの呼吸法

を組み合わせたことから笑いヨガと呼ばれてい

ます。酸素がたくさん取り入れられ、健康と活

力が実感できます。 
 
◆日時・内容など 

 ◇各日曜日 

 ◇全日 午前10時30分～11時50分開催 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆場所 大宝公民館 

◆受講資格 原則市内在住・在勤の方 

◆定員 20人 

◆参加費 500円 

◆申込期間 ６月14日(火)～23日(木) 
 
※定員になり次第締切。大宝公民館に直接来 

 館、または電話で申し込み 
 

問 申 大宝公民館 43-6884  

       
大腸がん 乳がん(マンモグラフィ) 子宮頸がん 

対象者 
※平成29年3月

末日現在 

40、41歳の方 

・41歳の女性 
・46、51、56、61歳の方 

 で、前回送付したクーポン券 

 を利用しなかった女性 
※上記年齢以外の年齢の方は今 

 年度は対象となりません 

・21、26、31、36、41歳 

 の女性 
※上記年齢以外の年齢の方は今 

 年度は対象となりません 

有効期間 
市の集団健診実施日 

～平成29年２月28日 
６月１日～平成29年２月28日 

検診場所 
市の集団検診(特定・ 
基本健診会場)で受付 

・茨城県医師会登録の医療機関 
・市の集団検診(乳がん・子宮がん検診は要予約) 

大腸がん検診、乳がん・子宮頸がん検診の無料クーポン券をご活用ください 
          

対象者には、５月末日までに無料クーポン券を個別に送付します。この機会にぜひ検診を受けましょう。 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
               
※４月20日現在、下妻市に住民登録のある方に発送します 
      

問 市保健センター 43-1990 

｢不妊に関する市民公開講座｣開催 
 
◆テーマ 

 ｢不妊症を考える～はやく気づいて！不妊症｣ 

◇簡単な不妊治療から高度生殖補助医療(体外受精)まで 

◇それでも妊娠しないときは 

   ◇新しい不妊治療費助成事業の案内 

◆日時 6月26日(日)午前10時～正午 

◆場所 茨城県開発公社 3階 大会議室 

    [水戸市笠原町978-25] 

◆参加費 無料 
 

問 茨城県産婦人科医会事務局 029-241-1130  

場所 県央(県三の丸庁舎) 県南(県南生涯学習センター) 
週 １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

曜日 日 木 木 日 木 日 木 日 

時間 
午後２時

～５時 
午後５時

～８時 
午後５時

～８時 
午後２時

～５時 
午後６時

～９時 
午前9時

～正午 
午後６時

～９時 
午前9時

～正午 
６月 ５ ９ 16 - ２ - 16 - 
７月 ３ 14 - 24 ７ 10 - 24 

８月 ７ - 18 28 ４ - 18 28 

９月 ４ ８ 15    25★ - 11 15 25 
10月 ２ - 20 23 ６ ９ 20 23 
11月 ６ 10 - 27 ３ 13 17 27 
12月 ４ ８ 15 - １ - 15 - 
１月 - 12 19 22 ５ ８ - 22 
２月 ５ - 16 26 ２ - 16 26 
３月 ５ ９ 16 - ２ 12 16 - 

従事 
職種 

第２木曜・第４日曜：医・助 
第１日曜：医・助または助・カ 
第３木曜：助・カ 

第１・第３木曜：医・助 
第２日曜：医・助または助・カ 
第４日曜：助・カ 

開設回 
(72回) 

個別相談 36回、グループ相談 １回 個別相談 35回 

不妊専門相談センター個別相談について 

 

不妊専門相談センターでは、不妊治療専門の産婦人科・泌尿器科医師、カウンセラー、助産師が、無料で相談

をお受けしています。お気軽にご相談ください。 
 
◆日時・その他 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※従事職種 医：産婦人科・泌尿器科医師、助：助産師、カ：不妊カウンセラー 

       ★：グループミーティングの実施 

※相談は完全個別面接方式 

 

◆申込受付 月～金曜日の午前９時～午後３時 

 

問 申 茨城県産婦人科医会(電話予約) 029-241-1130 



新しい出会いを探してみませんか 
 

<下妻会場>  

◇日時 ７月３日(日)午後１時30分～４時30分 

    ※受付 午後１時15分～ 

◇場所 ビアスパークしもつま 

    [下妻市長塚乙70-３] 

◇対象 独身男女 42歳以下の方 各15人程度  

◇参加費 男性3,000円 女性1,000円 
 

<結城会場>  

◇日時 ７月16日(土)午後１時30分～４時30分 

    ※受付 午後１時15分～ 

◇場所 結城市民文化センターアクロス 

    [結城市中央町2-2] 

◇対象  

 Aコース 独身男女35歳以下の方 各15人程度        

 Bコース 独身男女36～45歳の方 各15人程度 

◇参加費 男性3,000円 女性1,000円 
 

<守谷会場>  

◇日時 ７月30日(土)午後１時30分～４時30分 

            ※受付 午後１時15分～ 

◇場所 守谷市民交流プラザ 

            [守谷市御所ヶ丘5-25-1] 

◇対象  

   独身男女 30～40代の再婚希望の方 各15人程度  

◇参加費 男性3,000円 女性1,000円 
 
◆申込締切 各会場とも開催日の3日前まで 

◆後援 いばらき出会いサポートセンター 

※前日、当日、無断キャンセルは、キャンセル料発生 

 

問 申 NPO法人ベル・サポート(月曜休)  

0280-87-7085  

自動車税の納税はお済みですか 
 
 平成28年度の自動車税の納期限は、５月31日

(火)です。納期限を過ぎると、納める税額のほかに

延滞金もあわせて納めることになります。 

納めていただけない場合は、財産(預金、給与、自

動車、不動産など)の差押など、滞納処分を行うこと

になりますので、ご注意ください。 

納税がお済みでない方は、至急納めてくださるよ

うお願いします。 
 
◎詳しくは、県税事務所におたずねください。 
 

問  茨城県 筑西県税事務所 収税第一・二課 

        24-9190・9157 

茨城県立下妻特別支援学校 

Part.1｢学校公開｣開催 
 

本校では、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、学校公開を開催しますので、 

皆さまご参加ください。 
 
◆日時 ７月５日(火) 

    午前９時15分～午後２時30分 

◆会場 茨城県立下妻特別支援学校 

◆対象 教育関係者、福祉関係者、地域の方など 

◆内容 小・中学部、高等部の授業公開 

    ※詳細は、ホームページ参照 

http://www.shimotsuma-sh.ed.jp/ 

◆申込方法 6月24日(金)までに電話またはFAX 

      で申し込み 

 

茨城県立下妻特別支援学校 

Part.2｢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。関係職員の皆さまも、お気

軽に参加ください。 
 
◆日時 ７月22日(金) 

    午前９時45分～11時35分  

※悪天候の時は中止 

◆会場 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 遊び体験・学校紹介・情報交換など 

◆申込方法 ７月15日(金)までに電話またはFAX 

      で申し込み 
 

問 申 茨城県立下妻特別支援学校 

44-1800 FAX 43-9174 

茨城県自閉症協会県西地区 

Part.1｢定例会と食事会｣開催 
 
◆テーマ  

 ｢障害年金申請の手続きと書き方の勉強会｣ 

 障害年金の勉強会を行いますが、その他にもお 

 子さんの悩みなどの情報交換を行う予定です。 

◆日時 ７月15日(金)午前10時～正午 

◆場所 結城市民情報センター ２階 スペースＣ 

    [結城市国府町1-1-1] 

◆参加費 無料(食事代は各自負担) 

◆申込期限 ７月10日(日)まで ※先着10人 

 

◎託児はありませんが、お子さんと一緒でも大丈 

 夫です。 

 

茨城県自閉症協会県西地区 

Part.2｢ダンスと音楽練習｣開催 
 

県西地区では、毎月親子でダンスと音楽練習を

行っております。ぜひお気軽にご参加ください。 
 
◆日時 ６月26日(日) 午前10時～正午 

    ７月24日(日) 午前10時～正午 

◆場所  大島みのる宅[桜川市富谷807]  
 
問 申 茨城県自閉症協会 県西地区役員 

     080-6559-1594(大島) 

『戦没者遺児による慰霊友好親善事業』 
参加者募集 
 

この事業は、厚生労働省からの補助を受けて実施

しており、先の大戦で父などを亡くした戦没者の遺

児を対象として、父などの戦没した旧戦域を訪れ、慰

霊追悼を行うとともに、同地域の住民と友好親善を

図ることを目的としています。 
 

◆実施地域  

 フィリピン、ミャンマー、ニューギニアなどの東南 

 アジアの各地域 
◆日程など  
   年間20回程度実施  
 ※日程の詳細は、日本遺族会事務局にお問い合せ 
      ください 

◆参加費 10万円 
 
申 市介護保険課 

45-8123 

 
問 日本遺族会事務局 

03-3261-5521 

下妻市公式Facebook 

『いやどうも下妻』市民投稿者募集 
 

下妻市公式Facebook｢いやどうも下妻｣

は、市民協働型Facebookで、市民投稿者

と市役所職員で運営されています。 

｢いやどうも下妻｣には下妻のイベント情

報やお知らせ、美味しいものや美しい景色

の写真などが投稿者によって随時掲載され

ています。 

あなたも市民投稿者になって一緒に下妻

市の魅力を発信しませんか。 

 

◆申込方法  

 ①住所、②氏名、③生年月日、④電話番 

 号、⑤自分のFacebookアドレス、⑥自 

 分のFacebookに登録しているメールア 

 ドレスを記入し、市役所秘書課にメール  

 を送信してください。 

 

問 市秘書課 43-2112  

  Eメール  

  hisyo@city.shimotsuma.lg.jp 

  いやどうも下妻 

  https ://www.facebook.com/ 

  iyadoumo.shimotsuma 

下妻市公式ツイッター 
 

市では、災害やイベントなどの行政情報を、より早

く、より広く伝えるために、twitter(ツイッター)を利

用して情報を発信しています。 

アカウントは｢＠shimotsuma_city｣。 

ぜひご覧の上、登録してください。下妻市公式ツ

イッターの閲覧は、登録をしていなくても可能です。 

    

 

 

                    

       

 

問 市秘書課 43-2112 

 

女性相談窓口のご案内 
 

県女性相談センターでは、配偶者や交際相

手からの暴力に関する相談など、女性の方か

らのさまざまな相談をお受けしています。 
 
◆時間  

   ◇電話相談  

      平日 午前９時～午後９時 

  土・日・祝日 午前９時～午後５時 

  ◇面接相談  

     午前９時～午後５時 ※要予約 

※12月29日(木)～ 

   平成29年１月３日(火)は休み 
 

◆場所 県女性相談センター 

           [水戸市三の丸1-5-38] 
 
◆料金 無料 

 

問 県女性相談センター 

 029-221-4166 



有害鳥獣捕獲にご協力を 
 

収穫前の果実(スイカ・メロン)や野菜(かぼちゃ・

とうもろこし)をカラス・ドバトの食害から守るた

め、銃器による捕獲を茨城県猟友会鬼怒支部千代川分

会の協力により実施します。 
 
◆日時 ～６月28日(火)まで 

※日の出から日の入りまで実施 

◆対象地区 千代川地区全域  

〈重点地区〉別府、皆葉、五箇、村岡 
 

問 市農政課 44-0729 

農地の利用状況調査にご協力を 
 
 ６月上旬～８月下旬までの期間、市内の農地を対象 

とした農地利用状況調査を実施します。 

 この調査は、農地の有効利用を図るために、荒廃農

地などの実態把握を行うものです。地区担当の農業委

員が地域を巡回して調査を行うため、調査時に皆さま

の所有地に入る場合もありますので、ご理解ご協力を

お願いします。 

 農地の耕作を放棄すると、雑草の繁茂、病害虫の発 

生、有害鳥獣の繁殖等の原因となる恐れがありますの 

で、耕起、草刈り、除草などを行い適正な管理をお願 

いします。 
 

問 市農業委員会事務局 45-8991    

   市農政課 44-0729 

野外焼却は禁止 
 

家庭ごみ、雑草、枝・葉、野菜くず、店舗や会社

からでたごみを、野外で燃やしていませんか。野外

焼却(野焼き)は｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣

で一部の例外を除いて禁じられており、罰則規定が

あります。 

 

◆野焼きの問題点 

◇火災の原因になります。 

◇煙、灰、すす、悪臭、有害物質などの発生によ 

 り、ご近所の方の生活環境や健康を損なうこと 

 があります。 

◆市民の皆さまへのお願い 

◇ドラム缶やブロック積みなど簡易な焼却炉によ 

 る焼却もやめてください。 

◇家庭から出るごみは市指定のごみ袋に入れ、各 

 地区の集積所に出すか、クリーンポート・きぬ 

 へ直接搬入してください。 

◇会社や店舗から出るごみは事業系一般廃棄物、 

 もしくは産業廃棄物として処理してください。 

◇産業廃棄物は専門の処理業者にご依頼くださ 

 い。 
 

問 生活環境課 43-8234 

緊急地震速報訓練に伴う 

防災行政無線の訓練放送実施 
 
 全国瞬時警報システム(J-ALERT)による情報伝達訓

練として、防災行政無線で訓練放送(緊急地震速報)を

行います。 

 実際の災害とお間違えのないようお願いします。 
 
◆実施日時 ６月23日(木)午前10時15分頃 

◆放送内容   

 こちらは、防災下妻です。 

 只今から訓練放送を行います。 

｢（緊急地震速報チャイム音）緊急地震速報。大地 

震です。大地震です。これは訓練放送です。｣ 

(※３回繰り返し)        

これで訓練放送を終わります。 

こちらは、防災下妻です。 

 

※J-ALERTとは、地震・津波や武力攻撃などの災 

害時に国から送られてくる緊急情報を人工衛星な 

どを活用して瞬時に情報伝達するシステムです。 
 

※災害の発生状況、気象状況などによっては、訓練 

を中止する場合があります。 
  

問 市消防交通課 43-2119 
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しもつま 広
報 

鬼怒川築堤工事(前河原地内)に伴う 

工事車両の通行にご協力を 
 

 鬼怒川築堤工事(前河原地内)に伴い、鬼怒川堤防

上の道路(駒城橋から前河原地内)を工事車両が通行

します。 

 工事期間中は、大型工事車両の通行が多くなるた

め、すれ違いなどが困難になることが想定されま

す。通行のご配慮とご協力をお願いします。 
 
◆期間 6 月上旬～ 9 月下旬 

問 国土交通省 下館河川事務所 伊讃出張所 

 0296-28-0742 

『近隣市町男子・女子ビーチボール 

 バレー大会』参加チーム募集 
 

◆日時 ７月17日(日)午前８時30分 

◆試合会場 下妻市立総合体育館 

◆種目  

 ◇一般男子の部 

  ※参加チームが５チーム以下の場合は、 

   中止となります 

 ◇一般女子ヤングの部 

      ミドルの部(40歳以上) 

  ※参加チームが５チーム以下の場合は、 

   部門は一つになります 

  ※年齢は大会当日を基準日とします 

◆参加条件  

 ◇近隣市町在住在勤者およびこれに準ずる 

  チームであること 

 ◇参加選手全員がスポーツ傷害保険に加入 

  すること 

◆参加費  

 1,500円 ※締切後の返金はしません 

◆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 

◆申込締切 ７月５日(火)午後５時まで 

◆申込場所  

 市役所千代川庁舎 2階 生涯学習課、 

 下妻市立総合体育館  

 受付時間は、午前８時３０分～午後５時 

◆組み合わせ抽選会   

 ７月９日(土)午後７時  

 下妻公民館(チーム代表者が出席) 
 

問 下妻市ビーチボールバレー連盟事務局  

090-4074-6659(山本) 

 

目指せITのプロフェッショナル 

｢県立IT短大オープンキャンパス｣開催 
 
◆開催日 ７月23日(土)、８月４日(木) 

 
◆場所 茨城県立産業技術短期大学校 

[水戸市下大野町6342] 
 

◆内容 学校見学や体験授業を行います。 

 

◆対象者 ITに関心のある高校生および保護者 

 

◆申込方法  

 電話で問い合わせるか、ホームページ(http:// 

 www.ibaraki-it.ac.jp)をご覧ください。 
 
◆申込締切 各開催日の前日まで 
 

問 申 茨城県立産業技術短期大学校  

029-269-5500  

 

県西地区 

｢生活学校連絡会研究集会｣開催 
 

下妻生活学校では、｢食品ロスを考える｣を

テーマに、県西地区生活学校が一堂に会した

研究集会を開催します。 

当日は一般の方の参加もできますので、皆

さまお気軽にご参加ください。 
 
◆日時 ６月21日(火)午後１時～３時 

◆場所 下妻公民館 ２階 大会議室 
 

問 市生涯学習課 45-8995 


