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しもつま 広
報 

『シニア元気クラブ』参加者募集 
 

参加者は、3カ月間にご自身の都合の良い日に

個別メニューに添って、筋力トレーニング器械を

使用した計10回の運動を実施します。 

いつまでも元気で生きがいのある生活ができる

ようぜひご参加ください。 
  
◆期間 10月５日(水)～12月31日(土) 

 ※10月５日(水)、11月２日(水)、12月７日 

  (水)は、体力測定などで全員参加 

◆時間 午後２時～４時 

◆場所 ほっとランド・きぬ 

◆募集人数 15人 ※先着順 

◆対象者  

 ◇65歳以上の要介護認定を受けていない市民の

方 

 ◇今まで筋力トレーニング器械を使用したジム

などに参加したことがない方 

 ◇付き添いがなくても一人で参加できる方 

 ※最後まで継続して参加できる方 

◆実施内容  

 体力測定、筋力トレーニング器械を使用した 

 運動、介護予防の話 

◆持参する物  

 汗拭き用タオル、トレーニングシューズ(室内 

 用)、水やお茶など飲物 

◆参加費 保険料300円   

◆申込方法  

 ９月14日(水)午前９時から受け付けします。 

 保険料を添えて介護保険課までお申し込みく 

 ださい。 

 ※電話では受け付けしません(運転免許証または

健康保険証、印鑑をご持参ください) 

 ※整理券を当日午前８時30分より配布します 
 

問 申 市介護保険課 43-8338 

＜注意＞ 

マイナンバーカードは、交付通知書を送付した日から

６カ月保管し、その後廃棄処理を行います。お早めに

予約してください。 

９月のマイナンバーカード(個人番号カード)

の交付日 
 
マイナンバーカード(個人番号カード)を申請した

方には、地方公共団体情報システム機構よりカード

が市民課に届き、準備ができ次第、順次『個人番号

カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(はが

き)』(以下、交付通知書)を転送不要郵便で送付して 

います。 

 マイナンバーカード交付には、窓口混雑と待ち時

間軽減のため交付日時の予約が必要となります。交

付通知書が届いた方は交付通知書に記載される専用

電話番号にて予約をとり、その時に受け取りをお願

いします。平日の時間外および休日の交付日を設け

ています。９月の交付日は下記のカレンダーのとお 

りです。 

※交付通知書は、マイナンバーカードを申請されて

からおおむね１カ月程度で送付されます。マイナ

ンバーカードの交付を受ける際に必要になるもの 

 ですので、失くさないでください 

※予約専用電話は、予約が集中すると繋がりにくく

なる場合があります。時間をおいて、おかけ直し 

 ください 

 

 

 

 

 
 

９月のマイナンバーカード交付日カレンダー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【交付受付時間】 

●平日日中のみ  

 午前９時～11時30分、午後１時30分～４時 

▲平日時間外交付日  

 上記に加え、午後５時～６時 

■休日交付日  

 午前９時～11時30分、午後１時30～４時 

×交付は行いません 

 

問 市民課 43-8196 

日 月 火 水 木 金 土 
        

  
１ 
● 

２ 
● 

３ 
× 

４ 
× 

５ 
● 

６ 
▲ 

７ 
● 

８ 
● 

９ 
● 

10 
× 

11 
× 

12 
● 

13 
▲ 

14 
● 

15 
● 

16 
● 

17 
■ 

18 
× 

19 
× 

20 
▲ 

21 
● 

22 
× 

23 
● 

24 
× 

25 
■ 

26 
● 

27 
▲ 

28 
● 

29 
● 

30 
● 

  

〝みんなの研ぎやさん〟による 

｢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。会場まで来

られない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 ９月２日(金)午前９時30分～11時 

◆場所 千代川公民館 
 
問 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

【追加募集】 

先着200人限定で『夜間健診』実施 
   
 日中、仕事や家事で忙しく、なかなか時間が 

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、ご希望の方はお早め 

に必ずお申し込みください。 
  

◆対象者 ＜平成2９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い合わせください 

◆健診日 9月13日(火) 

◆会場 下妻保健センター 

◆受付時間 午後４時～８時  

※番号札は午後３時30分に出します 
◆実施項目・自己負担額 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
◆申込期間 9月８日(木)まで  

      ※定員になり次第締め切り 

◆申込方法  

 電話または下妻保健センター窓口にてお申し込 

 みください。 
  

問 申 市保健センター 43-1990 

９月15日から 

｢子宮がん･骨粗しょう症｣ 

集団検診予約開始 
 

 今年度からどちらの検診も予約制となりました。

対象年齢の女性であれば健康保険証の種類に関 

係なく受診できます。 
 
【子宮がん検診】頸部検査 

◇対象者  

 20歳以上の女性(H29.3.31現在の年齢) 

 ◇自己負担額 500円   

※月経中は検診ができない可能性があります 

※平成２８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(詳細はお問い合わせください) 

【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(H29.3.31現在の年齢) 

 ◇自己負担額 500円                  
 
◆受付時間 午後０時45分～１時15分 

◆会場 下妻保健センター 

◆予約方法   

１．下記日程から受診希望日を決める。 

 ◎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、＊印がついてい 

     る日程で受診してください。 

 

 

 

 
 

＊印：骨粗しょう症検診日 
 

２．下妻保健センターに電話または来所して申し 

  込む。 

３．各検診日の約２週間前に保健センターから受 

  診券を郵送します。 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

 11月22日(火)  12月13日(火) 

 11月25日(金) ＊12月14日(水) 

＊11月28日(月) ＊12月15日(木) 

 12月12日(月)  12月16日(金) 

健(検)診項目 自己負担額 

特定健診・基本健康診査 
＋心電図検査・眼底検査・貧血検査 

1,500円 

胸部レントゲン 

39歳以下     

 700円 

40～64歳    

 300円 

65歳以上  

       無料 

前立腺がん検診(40歳以上男性)  500円 

肝炎ウイルス検査 

(40歳以上の未実施者) 
 500円 

大腸がん検診(30歳以上)  300円 



｢高齢者・障害者の人権あんしん相談｣強化週間 

一人で悩んでいませんか 
 

人には皆、人権があります。それぞれが個人とし

て人権が尊重されなければなりません。しかし、残

念ながら依然として高齢者・障害者に対する人権侵

害が発生しており、大きな社会問題となっていま

す。  

水戸地方法務局および茨城県人権擁護委員連合会

は、従来からさまざまな活動を通じて高齢者・障害

者の人権問題に取り組んできました。 

 高齢者・障害者に対する暴行・虐待などのあらゆ

る人権侵害について、電話で相談を受け付けていま

す。 

◎秘密は厳守します。 
 
◆期間 9月5日(月)～11日(日) 

◆時間 午前8時30分～午後7時 

 ※ただし、土・日曜日は午前10時～午後5時 

◆電話番号  

   0570-003-110(全国共通人権相談ダイヤル) 

◆相談員 人権擁護委員・法務局職員 
  

問 水戸地方法務局 人権擁護課  

   029-227-9919 

未就学児の保護者さまへ 

ふるさと交流館リフレこかいであそぼう  
 

ふるさと交流館リフレこかいの室内遊具が新し

くなりました。ふるさと交流館の魅力を感じても

らえるよう無料開放デーを設けました。 

ぜひこの機会にご利用ください。 
 
◆開催日  

 ◇８月29日(月)、 

 ◇９月２日(金)、５日(月)、９日(金)、 

  12日(月)、16日(金)、19日(月・祝)、 

  23日(金)、26日(月) 

◆開催時間 午前９時～正午 

◆利用規則  

 原則、保護者１人につきお子様は２人まで。 
 
※お子さまだけの来場お断りします。詳細は、お 

 問い合わせください 
 

問 ふるさと交流館リフレこかい 30-0070 

石油の処分方法 
 

灯油やガソリンなどの石油が原因によるごみ

収集車の火災が発生しています。石油は、専門

の処理業者またはガソリンスタンドなどに処理

を依頼してください。たとえ少量であってもス

トーブやポリタンクなどに残ったまま処分する

ことのないようお願いします。ポリタンクなど

の石油の入っていた容器を処分する場合には、

中をよくすすいでから出すようにしてくださ

い。 
 

問 市生活環境課 43-8289 

生ごみダイエットにご協力を 
 

生ごみダイエットとは、私たち一人一人の気遣い

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、よ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 

犬を飼う心構え 
 
Part１ 

生後90日を過ぎた犬を飼うときは、 

登録義務があります 
 
 あなたは、愛犬の登録をしていますか。 

 狂犬病予防法により、飼い犬の登録が義務付

けられています。お済みでない方は、手続きを

しましょう。 

※登録手数料2,000円 
 
Part２ 

狂犬病予防接種を受けましょう 
 
 狂犬病予防法により、年1回の予防接種を受け

ることが義務付けられています。かかりつけの

動物病院で予防接種を受けましょう。 

予防接種を受けた証明を持って、｢注射済票｣

の交付を受けましょう。 

※交付手数料350円 
 
Part３ 

ご近所を犬のトイレにしていませんか 
 

 多くの地域の人たちが、他人の飼い犬のフン

で困っています。飼い主は、食事の世話と同様

にフンを始末しなければなりません。 

 ｢愛犬のフンは持ち帰る｣フンの処理から目を

そむけずに、地域へのご配慮をお忘れなく。 

持ち帰ったフンは、臭いなど衛生面に配慮をし

て｢可燃ごみ｣の収集日に出しましょう。 
 

問 市生活環境課 43-8234 

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

する法律第16条の2(焼却禁止)｣で一部の例外を除

いて禁じられており、罰則規定(５年以下の懲役ま 

たは1,000万円以下の罰金)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、専門の処理業者に依頼してく 

 ださい。 
 

問 市生活環境課 43-8234 

身体障害児者生活相談・ 

補装具巡回相談 
 
身体障害者相談員が身体障害児者の生活等全

般の相談に応じます。また、補装具(補聴器・義

肢・装具など)の巡回相談も併せて受け付けます

ので、お気軽にお越しください。 
 
◆日時 ９月６日(火)午後１時～３時 

◆場所 市役所第二庁舎 ２階 中会議室 
 

問 市福祉課 43-8352 

 

｢茨城県障害者福祉の集い｣開催 
 

茨城県身体障害者福祉団体連合会では、障害者

と障害者福祉の活動に携わる多くの人々が一堂に

集い、障害者の自立と自主性を確立し、積極的に

地域における自立生活と社会参加促進を図るた

め、研鑽を深める機会を設けることにより障害者

福祉の一層の理解と認識を深めていくために、

｢茨城県障害者福祉の集い｣を開催します。 
 
◆日時 10月12日(水)午後１時30分～３時 

(受付 午後０時30分～) 

◆場所 ひたちなか市文化会館 大ホール  

    [ひたちなか市青葉町1-1] 

    ※当日は各自での参加となります 

◆参加者  

 障害者、身体障害者相談員、知的障害者相談 

 員、精神障害者相談員、民生・児童委員、ボラ 

 ンティア、福祉団体等の関係者および一般県民 

◆講師 野澤 和宏 氏 

    (毎日新聞社論説委員 社会保障担当) 

◆申込締切 ９月７日(水)まで 
 

問 申 市福祉課 43-8352 

こころの健康相談 
 

こころの問題について、本人はもちろん、家族な

ど周囲の人も気軽に相談できる窓口です。皆さまの

悩みに専門家が相談に応じます。 

ひとりで悩まずに、ぜひご相談ください。 
 
<カウンセラーによる、こころの健康相談> 

◆日時 毎月水曜日 

    (偶数月は1回、奇数月は2回実施) 

午後１時～５時(予約制) 

◆場所 市役所第二庁舎 ３階 小会議室 
 
<精神科医による、こころの健康相談> 

◆日時 予約制 ※予約時に日程調整します 

◆場所 市役所内会議室 
 

問 市福祉課 43-8352 

こころの電話相談 
 

こころの健康についてお悩みの方の電話相談をお

受けします。 
 
◎元気が出ない、気分が落ち込む、感情が不安定に 

 なる、物忘れが多くなった 

◎眠れない、アルコールの問題がある、疲れがとれ 

 ない 

◎本人や家族、高齢の方の様子の変化に悩んでいる 

◎どこへ相談すればよいかがわからない など 

※秘密は厳守します 
 
◆電話相談日時 ９月12日(月) 

 午前８時30分～午後５時15分 
 

問 市福祉課 43-8352  
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『市民ソフトテニス大会』 

参加者募集 
  
◆日時  

◇一般女子の部(中学生以上) 

10月２日(日)午前８時30分集合 

※雨天の場合 10月10日(月・祝) 

 ◇一般男子の部(中学生以上)および初級の 

  部(社会人男女) 

10月９日(日)８時30分集合 

※雨天の場合 10月16日(日) 

◆会場 市営柳原球場テニスコート 

◆種目 ◇一般女子の部(中学生以上) 

    ◇一般男子の部(中学生以上) 

    ◇初級の部(社会人男女) 

 ※参加チーム数により試合種目に変更有り 

◆試合方法  

 ダブルスによるリーグ戦もしくはトーナメ 

 ント戦 

◆参加資格  

 市内在住、在勤または在学する社会人およ 

 び学生、もしくは下妻市ソフトテニス連盟 

 に加入している者 

◆参加費 １チーム 1,000円 

◆申込期限 ９月11日(日)まで ※期日厳守 

◆申込方法  

 下記への電話連絡による申し込み 

 

問 申 下妻市ソフトテニス連盟 

     090-4835-5226(市川) 

市立図書館おはなし会/９月 
 

参加は自由です。お気軽にお越しください。 
 
｢おはなしの花たば｣ 

◇日時 ９月10日(土) 

午前10時30分～11時30分 

午後２時～３時 
 
｢あかちゃんのためのおはなし会｣ 

◇日時 ９月21日(水) 

午前11時～11時30分 

◇対象 ０～２才児(保護者同伴) 
 
｢にちようびのおはなし会｣ 

◇日時 ９月25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 

『下妻市ボランティア監視員』募集 
 

ボランティア監視員は、地域でパトロールを実

施し、不法投棄などの現場を目撃した時や不法投

棄された廃棄物を発見した時には、市や警察へ連

絡することで不法投棄などの早期発見を図りま

す。詳細は、お問い合わせください。 
 

問 市生活環境課 43-8289 

文化祭『市民美術展』作品募集  
 

下妻市文化祭における作品を募集します。出品

資格は、市内に在住・在勤の方です。出品希望の

方は、在住・在勤する地区の会場にお申し込みく 

ださい。 
 
◆申込期間 ８月29日(月)～９月16日(金) 

◆展示期間 10月28日(金)～30日(日) 

◆展示時間 午前９時～午後５時  

      ※最終日は、午後４時まで 

 

＜下妻地区＞ 

◆展示会場 市立総合体育館・下妻公民館 

◆募集作品 油絵・水彩画・版画・写真・書・ 

       貼り絵・その他 

◆申込方法  

 出品希望の方は、下記へ連絡してください。 

 ◇洋画(油絵・水彩画)  

  44-3290(絵遊会 青木) 

◇貼り絵 44-2847(八色会 塚原) 

 ◇写真 43-4107(フォトクラブ歩 大久保) 

 ◇陶芸 44-5350(陶芸クラブ 青木) 

 ◇書 44-5362(書道同好会 柳) 

 ◇その他 45-8996(文化祭事務局) 

 

＜千代川地区＞ 

◆展示会場 千代川公民館 

◆募集作品 絵画・写真・書・貼り絵・その他 

◆申込方法  

 出品希望の方は、下記へ連絡してください。 

 ◇絵画・写真・書  

  44-3672(千代川地区委員 小島) 

 ◇貼り絵・その他  

  43-3613(千代川地区委員 神田) 
 
※両会場ともに、１人２点以内 

※展示会場の準備・片付けがあります 
 

問 下妻市文化祭実行委員会事務局   

市生涯学習課 45-8996 

～あらたな市民活動を応援します～ 

『市民協働の 

 まちづくり推進交付金』募集 
 
｢市民協働のまちづくり推進交付金｣は、地域の

活性化や課題解決のために、市民活動をはじめる
団体を助成する仕組みです。 
 市民の皆さまのアイディアや意欲を生かした、
まちづくりの活動のためにお役立てください。 
 
◆交付金額 

１団体・新規事業で交付対象経費の３分の２以
内、10万円まで交付します。 

◆対象となる団体 
 次の(１)と(２)を満たす団体 
 (１)市内で活動する10人以上の構成員からなる 
    団体で、その過半数が市内在住・在勤・在学 
        している。 

(２)規則・会則などがあり、団体の運営方針・活 
   動内容などが明確である。 
※宗教活動、政治活動、選挙活動などを目的と

している団体は対象外になります。 
◆対象となる事業 
 地域の活性化や課題解決につながる公共性のあ

る新規事業で、持続的な効果が期待できるも
の。 

   ※物品購入や施設等の修繕を目的としたものは  
      対象外 
◆申請方法等 
 所定の様式により申請ください。様式は、市民

協働課窓口備え付けのもの、または市ホーム
ページからダウンロードしたものをご利用くだ
さい。 

 

問 市民協働課 43-2114 

市立図書館開館カレンダー/９月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※９月１日(木)、28日(水)は、館内整理日の 

 ため休館 

※９月19日(月)、22日(木)は、祝日のため、 

 午前9時から午後5時まで開館 

※９月20日(火)は、臨時休館日 
 

問 市立図書館 43-8811 

日 月 火 水 木 金 土 

  
  
  

    
１ 

休館 
２ ３ 

４ 
５ 

休館 
６ ７ ８ ９ 10 

11 
12 
休館 

13 14 15 16 17 

18 19 
20 
休館 

21 22 23 24 

25 
26 
休館 

27 
28 
休館 

29 30   

楽しく運動☆野菜をたべよう  

『クッキング＆らくらくエクササイズ』 

参加者募集 
 

無料で、エアロビクスと野菜たっぷりの食事

が体験できる、お得な教室です。 
 
◆日時 ９月29日(木)午前９時30分～午後１時 

    (受付 午前９時15分～30分) 

 

 

 

 
 
◆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) 

◆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、調理用エプロン、バンダ 

 ナ、水分補給できるものをお持ちください。 

◇味噌汁の塩分濃度測定を実施します。(味噌 

 汁の汁のみ、20cc程度をお持ちください) 

◆申込期限 ９月20日(火)まで 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

会場 運動指導士 調理指導 
下妻公民館 
２階 大会議室 

１階 調理室 
高塚 和子 氏 

管理栄養士、 

食生活改善推進員 



日時 幼稚園・学校名 
９月10日(土) 
午前８時～ 

下妻中学校 

９月10日(土) 
午前８時30分～ 

東部中学校 
千代川中学校 

９月17日(土) 
午前８時30分～ 

下妻小学校 
大宝小学校・幼稚園 
騰波ノ江小学校・幼稚園 
上妻小学校・幼稚園 
総上小学校 
豊加美小学校・幼稚園 
高道祖小学校・幼稚園 
宗道小学校 

10月８日(土) 
午前９時～ 

ちよかわ幼稚園 

市立幼稚園・小中学校運動会 
  
◆日時・開催場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
※雨天順延 
  

問 市学校教育課 44-0740 

｢イクボス養成講座｣開催 
 

女性の活躍を促進するため、部下のワーク・ラ

イフ・バランスを考え、活躍を後押しすることが

できる上司｢イクボス｣を養成するための講座を開

催します。 
 
◆日時 10月７日(金)午後１時30分～４時30分 

◆場所  

 つくばみらい市会場 きらくやまふれあいの丘  

   世代ふれあいの館 会議室 

 [つくばみらい市神生530] 

◆講師 川島 高之 氏 

            NPO法人ファザーリング・ジャパン理事 

◆内容  

 ◇第１部 講演 

  ｢女性が活躍できる職場、活躍させる上司｣ 

 ◇第２部 ワークショップ 

  ｢部下の時間管理術｣ 

 ◇第３部 実践に向けたふりかえり 

  ｢効率アップ！１日のスケジュールの立て方｣ 

◆参加費 無料 

◆申込方法  

 https://www.pref.ibaraki.jp/bugai/josei/ 

 danjo/ikubosu.htmlから申し込み用紙をダウ  

 ンロードし、必要事項を記入の上、FAXまたは 

 Eメールで申し込み 

◆申込期限 ９月30日(金) 
 

問 申   

県知事公室 女性青少年課 男女共同参画グループ 

029-301-2178 

FAX 029-301-2189 

Eメール josei1@pref.ibaraki.lg.jp 

素敵な出会いは、ここに！ 

｢ときめきパーティーinちくせい｣開催 
 
◆日時 10月２日(日)午後1時～４時30分 

    (受付 午後０時30分～) 

◆場所 しもだて地域交流センター  

    アルテリオ[筑西市丙372] 

◆対象 独身男女 25～45歳 各20人  

    ※応募多数の場合は抽選 

◆参加費 男性2,000円 女性1,000円 

◆申込期間 ９月１日(木)～14日(水) 

◆申込方法 電話またはメール 

 ※メール申し込みの場合、件名に｢筑西パー 

  ティー｣、本文に｢①氏名②性別③生年月日 

  ④現住所⑤連絡先(携帯番号)｣を記載 

◆後援  

 筑西市、茨城県、いばらき出会いサポートセ 

 ンター 
 

問 申  

いばらきマリッジサポーター 

県西地域活動協議会 

090-1039-9811(森川) 

090-1100-1316(野口) 

※電話受付時間 正午～午後７時 

Eメール yui0104@outlook.com 

がんばれ子育て応援講座  

『お菓子作り』参加者募集 
 

 手作りお菓子でハロウィンパーティーを華や

かにしてみませんか。 

 託児をもうけていますのでどなたでも安心し

てご参加ください。 
 
◆日時 9月13日(火)午前10時～正午 

◆会場  下妻公民館 １階 調理室 

◆募集人員 20人 ※先着順 

◆講師   為我井 幸子 氏 

◆参加費 500円 

◆持ち物  

 ①エプロン②三角巾③ふきん④パック 

 ⑤サランラップ 

◆申込期限 9月5日(月) 

◆その他 託児あり ※要予約 
        

問 申 下妻市社会福祉協議会  

               44-0142 

不妊専門相談センター 

｢おしゃべり会｣開催 
 

日ごろ言えない不妊の思いについて、同じ悩

みを感じている人と話をしてみませんか。 

参加される方の個人情報は厳守します。皆さ

まのご参加をお待ちしています。 
 
◆日時 ９月25日(日) 

     午後２時20分～４時20分 

◆テーマ ｢不妊について語ろう｣ 

◆会場 県三の丸庁舎(旧県庁) １階 相談室 

    [水戸市三の丸1-5-38] 

◆募集対象  

 現在治療中の方で悩みをお持ちの女性 

◆定員 15人 

◆スタッフ 助産師・不妊カウンセラー 

◆参加費 無料 

◆参加方法  

 ９月21日(水)までに、電話でお申し込みくだ 

 さい。 

※軽く身体を動かしますので、動きやすい服装 

 でお越しください 
 

問 茨城県産婦人科医会  

   029-241-1130 

(月～金曜日 午前９時～午後３時まで) 

小貝川ふれあい公園  

絵画展｢身近な花と自然の風景｣開催 
 

身近にある花と美しい自然の魅力を感じられる

風景画を展示します。ぜひご来館ください。 
 
◆開催期間 ９月10日(土)～19日(月・祝) 

      午前９時～午後４時30分 

※12日(月)は休館       

※19日(月・祝)は午後３時まで 

◆入館料 無料 

◆場所 ネイチャーセンター ギャラリー１ 

◆共催 下妻水彩画クラブ 

    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 

 

平成29年度『茨城県立農業大学校』入学生募集 
 

農業の実践力を養います。大学への編入資格も得られます。 
 

◆募集 

 

 

 

 

 

 
 
◆願書受付・入学試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆授業料など 

◇入学試験手数料(2,200円)、入学料（5,650円）、授業料(年118,800円)、自治会費他 

◇学科１年生は全寮制(１人食費月額約30,000円)、学科２年生および研究科は希望入寮制 

 

問 茨城県立農業大学校 入試事務局 029-292-0010 

 

学科名 募集人員 受験資格 修業年限 専攻コース 
農学科 40人 

高校等を卒業した者または平成29年３月に卒業

もしくは修了見込みの者 

２年 普通作・露地野菜・果樹 
畜産学科 10人 ２年 畜産 
園芸学科 30人 ２年 施設野菜・花き 

研究科 10人 
農業大学校卒または短大等卒以上もしくは卒業見

込みの者 
２年 作物・園芸・畜産 

試験区分 願書受付期間 試験日 選抜方法 

推薦入試 
(各学科) 

10月3日(月)～10月21日(金) 11月2日(水) 
小論文 
口述試験(個別面接) 
調査書等 

一般入試 
(各学科) 

前期 11月14日(月)～12月7日(水) 12月15日(木) 筆記試験 
口述試験(個別面接) 
調査書等 後期 平成29年2月6日(月)～2月24日(金) 平成29年3月3日(金) 

研究科一般入試 11月14日(月)～12月7日(水) 12月15日(木) 
筆記試験 
口述試験(個別面接) 
調査書等 

https://www.pref.ibaraki.jp/bugai/josei/danjo/ikubosu.html
https://www.pref.ibaraki.jp/bugai/josei/danjo/ikubosu.html
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<チケット好評発売中> 

会館オープン４０周年記念事業 

｢渡辺えり ろまんちっくコンサート  

～歌とおしゃべりをあなたとともに～｣開催 
 

市民文化会館では、『渡辺えり ろまんちっくコ

ンサート ～歌とおしゃべりをあなたとともに～』

を開催します。 

ＮＨＫ朝ドラ｢あまちゃん｣で披露したシャンソン

が大好評。舞台に映画、ＣＭに大活躍中の実力派女

優 渡辺えりさん。芸人よりおもしろい!?爆笑トーク

と表現力あふれる艶美声で贈るロマンチックなス

テージをご堪能ください。 
 

◆日時 ９月３日(土) 

開場 午後３時～ 開演 午後３時30分～ 
 
◆場所 市民文化会館 大ホール 
 
◆入場料  全席指定 

◇シングル券 3,500円(3,000円) 

◇ペアー券  6,000円(5,000円) 

※( )内は友の会会員料金 

※未就学児の入場はお断りします 
 

問 市民文化会館 43-2118 

河川・砂沼の水質検査結果 
 

市では、生活環境における水質保全の参考とするため、河川水や事業所からの排水および下水路などの水

質検査を実施しています。今回は、小貝川、鬼怒川、糸繰川、砂沼の水質検査を実施したので、その結果を

公表します。 

今回の結果では、鬼怒川、小貝川、糸繰川および砂沼ともに基準値以内でした。引き続き、きれいな河川

を守るため水質保全に対するご理解とご協力をお願いします。 

 

１．小貝川 ※採取日７月６日             ２．鬼努川 ※採取日７月21日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．糸繰川 ※採取日７月６日             ４．砂沼 ※採取日７月6日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※pＨ以外は㎎/ℓ単位 

※砂沼は環境基準が適用されないため、利用目的が高い農業用水(河川)の基準を参考としました 

※小貝川、鬼怒川と糸繰川は、利水目的により異なる基準が設定されています 
 
◆用語解説 

 (環境基準)人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、国が定 

      めたもので基準値は行政上の目標 
 
 ◇pＨ(水素イオン濃度) 

  ０～14の数値で示され、７が中性、数値が小さくなるほど酸性が強く、反対に大きくなるとアルカリ 

  性が強いものとなる。 

 ◇ＢＯＤ(生物化学的酸素要求量) 

  水中の有機物が微生物により、分解されるときに消費される酸素の量で、数値が大きいと汚濁が進んで 

  いることを示す。 

 ◇ＳＳ(浮遊物質量) 

  粒径2㎜以下の水に溶けない懸濁性の物質を指し、水の濁りの原因となる。 

 ◇DO(溶存酸素量) 

  水中に溶け込んでいる酸素の量のことで、数値が大きいほど魚介類のためにも、水質が良いことにな 

  る。 
 

問 市生活環境課 43-8234 

検査 

項目 

環境 

基準 

採取場所 

小貝大橋 

(貝越) 

祝橋 

(比毛) 

豊原橋 

(柳原) 

愛国橋 

(大園木) 

pＨ 

6.5 

～

8.5 

7.7 7.7 7.6 7.6 

ＢＯＤ 
２ 

以下 
0.6 0.7 0.7 0.8 

ＳＳ 
25 

以下 
13 12 11 ９ 

ＤＯ 
7.5

以上 
９ 8.6 8.7 7.9 

砂沼サンビーチ 

『プリザーブド・フラワーアレンジ教室』 

受講生募集 
 

  プリザーブド・フラワーとは、生花でもドライで

もない新しい花の形です。 

 生花に独特の技術をほどこし、フレッシュなまま

の柔らかさと発色を長期間お楽しみ頂けます。永遠

の美しさを演出してみませんか。 
 
◆期日 第１回 ９月30日(金)芸術の秋 

第２回 10月14日(金)お楽しみレッスン 

第３回 11月25日(金) 

    メリークリスマス！ 

第４回 12月16日(金)迎春 

◆時間 ◇午前の部 午前10時～正午 

    ◇午後の部 午後１時30分～３時30分 

◆場所 砂沼サンビーチ エントランス内 

◆定員 午前・午後各20人 ※先着順 

◆受講料 １受講につき2,500円(花材費など含む) 

◆持ち物  

 新聞紙1枚、はさみ(文具用でOK)、ピンセット 

◆申込期限 各開講日の一週間前まで 
 

問 砂沼広域公園管理事務所 43-6661 

検査 

項目 

環境 

基準 

採取場所 

駒城橋 

(尻手) 

長塚橋 

(長塚) 

大形橋 

(鎌庭) 

pＨ 

6.5

～

8.5 

7.6 7.5 7.5 

ＢＯＤ 
２ 

以下 
1.2 1.5 1.9 

ＳＳ 
25 

以下 
10 ６ ９ 

ＤＯ 
7.5 

以上 
8.5 7.8 7.9 

検査 

項目 
環境 

基準 

採取場所 
大神橋 
(神明) 

平橋 
(平沼) 

江尻橋 
(堀込) 

寿久橋 
(比毛) 

pＨ 
6.5

～

8.5 
7.6 7.5 7.5 7.5 

ＢＯＤ 
５ 

以下 
1.1 2.1 2.5 2.1 

ＳＳ 
50 

以下 
15 13 19 10 

検査 

項目 
環境 

基準 

採取場所 
越戸の 

流入口 
砂沼大橋 

長塚水門 

の流出口 

pＨ 
6.0

～

8.5 
8.0 8.1 8.3 

ＢＯＤ 
8 

以下 
0.6 1.9 1.7 

ＳＳ 
100 

以下 
９ ８ ７ 

ＤＯ 
２ 

以上 
9.8 10.5 9.7 

   ◆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) 

平成28年度下期『認定農業者』募集 ～認定農業者になりましょう～ 
 
 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・市など関係機関から重点

的に支援を受けられます。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 ９月１日(木)～ 16 日(金) 

◆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 

 

 

問 市農政課 43-0729 


