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しもつま 広
報 

全国瞬時警報システム(Jアラート)の 

全国一斉情報伝達訓練実施 
 

防災行政無線を用いた全国瞬時警報システム

(Jアラート)の全国一斉情報伝達訓練を実施し

ます。訓練は、全国瞬時警報システムと防災行

政無線放送のテスト放送となります。 
 
◆実施日時 11月29日(火)午前11時頃 
 
◆放送内容  

 〈チャイム音〉 

  これはテストです。(３回繰り返し) 

 こちらは防災下妻です。 

 〈チャイム音〉 
 
◎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。 
 
※災害の発生や状況、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 肺がんドックの補助について 
 

医療機関で肺がんドックを受ける方に受診料の２

分の１(限度額15,000円)の補助をします。【定員

にまだ余裕があります】 

 

◆対象者 次の全ての要件に該当している方 

◇市内在住 

◇受診日時点で40～74歳 

◇平成2９年２月末日までに受診可能 

◇医療機関で肺がんドックを受診する者 

◇市税を滞納していない 

 ◇喫煙歴があり肺がんドックを受診する (平成

28年度から喫煙指数を廃止しました) 
 
◆定員 10人 ※定員になり次第締め切り 
 
◆助成対象の検診内容 

CT(コンピュータ断層撮影)を中心とした胸部レ 

ントゲン・喀痰細胞診など肺がん関連検査が対 

象になります。 

※健康保険証を利用して受診した場合(治療行為) 

   は、該当になりません 
 
◆受付 

   印鑑、健康保険証を持参の上、下妻保健セン 

 ター窓口でお申し込みください 
 

問 市保健センター 43-1990 

下妻市男女共同参画推進事業 

｢川柳・標語｣作品展開催中 
 

夏休み期間中、市内小学校５年生～中学校

３年生親子を対象に募集した作品を図書館の

ギャラリーにて展示しています。 

ぜひご来館ください。 
 
◆展示期間 11月１日(火)～30日(水)  

      ※図書館開館日 

◆場所 市立図書館 2階 ギャラリー 

    [砂沼新田35-１] 
 

問 市民協働課 43-2114 

防災行政無線の保守点検実施 
 

下妻地区で防災行政無線の点検を実施しま

す。点検は、音声を出さずに行います。 

点検期間中は日中、防災ラジオの電源が入

り切りを繰り返しますが、故障ではありませ

んのでご注意ください。また、電源の入り切

り時に頻繁に雑音が発生し、ご迷惑をおかけ

しますがご理解ご協力をお願いします。 
 

◆点検期間 11月14日(月)～24日(木)終日 
 

問 市消防交通課 43-2119  

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 12月１日(木)午前10時～午後４時 

◆場所 市役所本庁舎 １階 市民ホール 

※400ｍｌ献血を優先とします 

※献血カードをお持ちの方は、献血可能日をご確 

 認ください 
 

問 市保健センター 43-1990 

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

にて必ず引換期間内に交換してください。 

｢引換券③｣は、11月30日が引換期限に

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 

｢家庭教育学級講演会｣開催 
 
◆日時 12月４日(日) 

    午前10時～11時45分 

◆場所 千代川公民館 １階 ホール 

◆演題  

 ｢現代社会と傷つきやすい子どもたち｣ 

 講師 茨城大学教育学部長 生越 達 氏 
 

問 市生涯学習課 45-8995 

元気モリモリ！ 

健康的なからだを手に入れよう 

『シニア元気クラブ』参加者募集 
 

参加者には、3カ月の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回の運動を実施して

もらいます。 

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  

 平成29年１月11日(水)～３月31日(金) 

 ※１月11日(水)、２月８日(水)、３月15日 

  (水)は、体力測定などを行うため全員参加 

 

◆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 

 

◆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)、飲み物(水やお茶など) 

 

◆参加費 保険料300円   

 

◆申込受付 

 12月13日(火)午前９時から受付開始となり 

 ます。  

 ①保険料、②運転免許証または健康保険 

 証、③印鑑ご持参の上、市役所介護保険課 

 (第二庁舎２階)までお申し込みください。 

 ※整理券を当日午前８時30分から配布しま

す      

 ※電話受付は、行いません      
 

問 申 市介護保険課 43-8338 

〝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 11月25日(金)午後１時～２時30分 

◆場所 下妻公民館 
 
問 下妻市ボランティアセンター 

   (下妻市社会福祉協議会内)  

    44-0142 



水道メーターの交換にご協力を 
 

 水道メーターは、計量法により８年ごとの交換が義

務付けられています。有効期限が満了する前に、新し

い水道メーターに交換する作業を実施しますので、ご

協力をお願いします。 
 
◆交換対象メーター  

 平成28年4月～平成29年3月の有効期限のもの 

◆作業期間 平成29年２月まで 

◆交換委託業者  

 第一環境株式会社(市指定給水装置工事事業者) 

※作業員は、身分証明書を携帯しています 

◆注意事項 

◇メーター交換作業は30分程度で終了しますが、作 

 業中は一時的に水道が使用できなくなります。 

◇メーターの有効期限は、ご家庭ごとに異なりま 

 す。対象の方には、事前に文書にて個別通知しま 

 す。    

◇交換のために敷地内に入ります。 

◇ご不在でも交換します。 

◇交換後は、一時的に濁り水や空気による白い水が 

 でることがあります。少し水を流してからお使い 

 ください。 

◇水道メーターは、市が使用者に貸出をしているも 

 のです。交換費用を請求することは一切ありませ 

 ん。 
 

【お知らせ版10月10日号掲載記事｢水道メーターの交 

 換にご協力を｣に一部誤りがありました訂正してお詫 

 びします】 

◆交換対象メーター 

 誤：平成20年４月～平成21年３月の有効期限のもの 

 正：平成28年４月～平成29年３月の有効期限のもの 
  

問 市上下水道課 44-5311 

『連盟杯ソフトテニス大会』参加者募集 
 
◆日時 12月11日(日)午前８時30分集合 

    ※雨天の場合12月18日(日) 

 

◆場所 市営柳原球場テニスコート 

 

◆試合種目 ◇一般男子の部 

◇一般女子の部 

      ◇初級者の部 
 
◆参加資格  

 市内在住、在学、在勤者もしくは下妻市ソフトテニ 

 ス連盟に加入している者 

 

◆試合方法  

 ダブルスによるリーグ戦およびトーナメント戦 

 

◆参加費 １チーム 2,000円 

 

◆申込期限 11月27日(日)正午まで ※期日厳守 

 

◆申込方法 下記まで電話にてお申し込くみださい 
 
問 申 下妻市ソフトテニス連盟  

      090-4835-5226(市川) 

注意、あなたの土地が狙われています 
～廃棄物の不法投棄・残土の無許可埋立て～ 

 

｢一時的に資材置場として貸してほしい｣｢良

い土で土地を埋め立てます｣などと“うまい

話”を持ちかけられ自分の土地に廃棄物を不法

投棄されたり、無許可で質の悪い残土を山のよ

うに盛土されたりする事例が発生しています。

責任や処理費用の負担は、行為者だけではなく

土地所有者にも及ぶことがあります。 

トラブルに巻きこまれないよう、自分の土地

は自分で守りましょう。定期的な見回り、進入

防止柵や不法投棄禁止などの警告掲示板の設置

が有効です。 

※不法投棄を見つけたら、｢不法投棄110番｣ 

 0120-536-380 

 

問 県廃棄物対策課 029-301-3033 

   県西県民センター環境・保安課  

   24-9127 

       市生活環境課 43-8234 

   休日・夜間は下妻警察署 43-0110 

下妻市高齢者家族介護支援事業 

｢家族介護教室｣開催 
 

高齢者および介護者の方が、いつまでも仲良

く心安らかに生活していくために、次のとおり

家族介護教室を開催します。 

介護について、ひとりで悩まず同じ思いを抱

えた介護者同士で交流しませんか。参加費は無

料です。気軽にご参加ください。 

参加申し込みは直接、会場の方にお願いしま

す。 
 

◆日時 12月３日(土)午前10時～正午 

   (受付 午前９時30分～) 

◆対象者  

 高齢者を介護されているご家族または介護に 

 関心のある方 

◆内容 ◇お薬についての講話 

    ◇昼食交流会(お弁当を用意します) 

   ◇座談会(介護相談、意見交換) 

◆場所 福祉センターシルピア[別府545] 

◆定員 30人 

◆参加費 無料 

◆申込方法 電話でお申し込みください  

                ※定員になり次第締め切り 
 

問 市介護保険課 43-8338 

申 下妻市社会福祉協議会ケアセンター  

   44-6993(飯島) 

行政書士による｢無料相談会｣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。ぜひご利用ください。 
 

◆日時・場所 
 ◇11月13日(日)午前10時～午後３時 

  SAKURAフエステバル(仮称)会場 
 

 ◇11月27日(日)午後１時～４時 

  境町中央公民館 ２階 小会議室 
 

◆相談内容 

 遺言、相続、各種許認可などの行政手続きなど 
 

問 茨城県行政書士会 県西支部 25-2919 

公共下水道工事にご協力を 
 

次の地内において公共下水道工事を実施します。工事期

間中は、車道１車線規制による歩道工事(夜間開放)、一部

車道全面通行止(夜間開放)などの交通規制を行います。ご

協力をお願いします。 

 

◆工事期間 11月下旬～平成29年３月下旬 

◆工事内容 公共下水道本管および接続管布設工事 

 

【下妻(下子町・柳の下)地内】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【下妻(小野子)・小野子町地内】 

 

 

【原地内】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市上下水道課 44-5311 
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『リラックスヨガ教室』参加者募集 
 

 呼吸を深めて心の内面をじっくり見つめリラッ

クスポーズを多めにとることにより、気持ちよく

体を伸ばすストレッチを中心に心と体の凝りをほ

ぐします。 

初心者から楽しむことができますので、参加し

てみませんか。 
 
◆日時 12月10日(土) 

    午前10時30分～11時45分 

◆場所 ふるさと交流館リフレこかい  

    多目的ホール 

◆受講対象 市内在住、在勤の方  

◆参加人数 20人 ※定員になり次第締め切り 

◆参加費 300円 

◆持ち物  

 ヨガマット(無くても可)、タオル、飲み物、ひ 

 ざかけ(お休みのポーズのとき掛ける）、羽織も 

 の、靴下(ホールが寒い時のため)など 

◆申込方法  

 ふるさと交流館リフレこかいへ参加費を添えて 

 お申し込みください。 

 ※電話で仮申し込みを受け付けます 
 

問 申 
ふるさと交流館リフレこかい  

30-0070 ※水曜日を除く 

｢空き家相談会｣開催 
 
 空き家の利活用、除却、相続、売却などにつ

いて、相談会を開催します。 

 相談会では、専門家(弁護士、司法書士、宅建

士、建築士)に無料で相談することができます。 

 相談は、予約制です。ご希望の方は、市役所

消防交通課まで申し込みください。 

 

◆日時 平成29年２月５日(日)午後１時～４時 
 
◆場所 下妻公民館 ２階 研修室 
 
◆相談費用 無料 
 
◆申込期限 12月15日(木)まで 

   ※定員になり次第締め切り 
 
◆申込方法  

 市役所消防交通課窓口(本庁舎２階)または電話 

 でお申し込みください(予約票を配布します) 
 

問 申 市消防交通課 43-8309 

親子できれいな強い歯に 

｢むし歯予防教室｣開催 
 

乳幼児期は、歯みがきや食習慣などの基本的な

生活習慣を身につけるためのとても重要な時期で

す。そこで、歯科医師が効果的な歯のお手入れ方

法やむし歯予防について分かりやすく教えてくれ

ます。お子さんとお母さんに合った個別のアドバ

イスも行います。 

この機会に、親子でお口の健康について考えて

みませんか。ご参加をお待ちしています。 

 

◆日時 12月７日(水)午後２時～３時30分 

    (受付 午後１時30分～) 

 

◆場所 下妻保健センター リハビリ室 

 

◆対象  

 ０歳～就学前のお子さまがいる市内在住のご 

 家族の方(先着30人) 

 

◆講師  

 なほこデンタルクリニック  

 院長 歯科医師 古橋 菜穂子 氏 

 

◆申込締切 11月30日(水)まで 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

秋の一日  

下妻の歴史的街並み再発見の探索をしませんか 

｢下妻街並みウォーキング｣開催 
 
 観光ボランティアガイド下妻いいとこ案内人の会

では、下妻街道周辺エリアを散策する｢第５回下妻

街並みウォーキング｣を開催します。 

 皇室関係者も泊まられた、昭和モダン和風建築の

名邸・沼尻家住宅 (旧六芳園 )広間を特別公開。

ウォーキング終了時には、庭園でお茶などのセルフ

サービスもあります。同日開催の上町・三道地商店

会主催の秋祭りとのタイアップにより事前申込者に

は、特典があります。ぜひご参加ください。 
 
◆日時 11月23日(水・祝) 

①午前９時30分～ ②午前10時30分～  

③午後１時30分～ 

◆コース 市内上町・三道地周辺の約90分 

◆募集人数 80人 

 (午前の回①、②は各30人、午後の回③は20人) 

◆参加費 500円(資料・お茶代など) 

◆申込方法 電話でお申し込みください。 

※内容は変更になる可能性があります 
 

問 申 下妻いいとこ案内人の会事務局 

      (市商工観光課内) 44-0732 

千葉県浦安市 

『東京ベイ浦安シティマラソン』 

参加者募集 
 

下妻市と災害協定を結んでいる浦安市とのスポーツ

交流として、マラソン大会参加者を募集します。 

浦安市運動公園・東京ディズニーリゾート周辺をめ

ぐるハーフおよび10㎞のコースです。市で送迎バス

を用意します。ぜひご参加ください。 
 
◆期日 平成29年２月５日(日) 

◆対象者  

 18歳以上の市内在住の健康な方(高校生不可) 

◆参加費 無料 

◆募集部門 ①ハーフの部 ②10㎞の部 
◆募集人数 40人 ※定員になり次第締め切り 

◆受付期間 11月14日(月)～24日(木) 

◆申込方法  

 市役所生涯学習課まで電話でお申し込みください 
 

問 申 市生涯学習課 45-8997 

わらべうた・あそびランド  
『くさぶえ』４９集発刊 
  

ページをめくると、そこには子どもの世界があり

ます。子どもの純粋な心と感性をあなたも感じてみ

ませんか。 
 
◆詩集 ｢くさぶえ｣49集 

◆内容 ◇幼稚園・保育園児 口頭詩(つぶやき) 

    ◇小学生・中学生  児童・生徒詩 

◆発行 わらべうた・あそびランド 

◆頒布価格 1冊 1,000円 
 

問 市生涯学習課 45-8995 

わらべうた・あそびランド  
詩集『くさぶえ』作品募集 
 
 わらべうた・あそびランドでは、子どもたちの心情

を育てるために詩集『くさぶえ』を発行しています。 

50集の発行にあたり作品を募集します。たくさん

の作品をお待ちしています。 

 

◆募集作品  

 ◇口頭詩 幼児(１～５歳児) 

 ◇自由詩 小・中学生 

 ◇表紙絵 幼児(１～５歳児) 

  ※表紙絵は、画用紙たて書き(A４サイズ) 

◆締切日 12月８日(木) 

◆その他  

 作品の著作権は、わらべうた・あそびランドに帰属 

 します。 
 

問 申 市生涯学習課 45-8995 

｢イルミネーションナイト2016｣開催 
 
 栗山商店会プレゼンツ｢下妻冬物語第5章～下妻 

戦国武将物語編～点灯式｣が行われます。 

 今年は、どんなイルミネーションでしょうか。 

市民の皆さん、ご家族ご友人と一緒にぜひ点灯式 

(下妻駅前広場)にご参加ください。 
 
◆点灯式  

 ◇日時 11月27日(日) 

    午後４時～    お楽しみ抽選会開始         

    午後４時30分～ セレモニー 

  午後５時～        点灯式 

  ※甘酒の無料サービスあり 

 ◇場所 下妻駅前広場  

◆点灯期間  

 11月27日(日)～平成29年１月13日(金) 

◆点灯時間 午後５時～10時40分 

◆点灯場所 下妻駅前広場および栗山商店街   

◎詳しくは、栗山商店会オフィシャルブログ   

 (http://ameblo.jp/shimotsuma-kuriyama/) 
 

問 栗山商店会 44-3213(人形のきくや) 

http://www.irasutoya.com/2012/07/blog-post_935.html


停電事故防止にご協力を 
 

近年、送電線に農業用ビニールなどが付着する

事故が多発しています。大規模停電事故につなが

る可能性が高く、たいへん危険です。 

強風や突風の予報が出た場合は、事前に使用中

の農業用ビニールなどを点検するなど舞い上がり

(飛散)防止にご協力をお願いします。 

大規模な停電事故は、多くの方迷惑となるばか

りでなく、場合によっては人命にかかわるほどの

影響が出てしまいます。ご理解とご協力をお願い

します。 
 

問 東京電力パワーグリッド株式会社  

   カスタマーセンター 0120-995-007 

｢元気いばらき就職面接会｣開催 
  

学生を除く若年者や離職され求職中の方を対

象に、合同就職面接会を開催します。 

複数の企業の人事担当者と直接会えるチャン

スです。履歴書を複数枚持参の上、ぜひご参加

ください。 

 

◆日時 12月1日(木) 

    午後１時10分～３時30分 

    (受付 午後0時30分～) 

 

◆場所 茨城県筑西合同庁舎 大会議室 

[筑西市二木成615] 

JR下館駅南口から徒歩約20分 

 

◆対象者  

 学生を除く若年者や離職などで求職中の方 

 

◆参加事業所数 約20社 

 

問 いばらき就職支援センター  

   県西地区センター 23-3811 

働き過ぎていませんか 
 

11月は、｢過重労働解消キャンペーン｣期間

です。 

 週の労働時間が60時間を超えるなど、1カ

月の時間外労働時間が80時間を超えると過重

労働による健康障害を発症するおそれが強ま

ります。 

 労使が協力して職場の働き方を見直し、過

重労働による健康障害を防止するため長時間

労働の削減に取り組みましょう。 

 また、使用者の方は、労働者に時間外労働

や休日労働を行わせた場合には、割増賃金を

適正に支払いましょう。 

 

問 茨城労働局 監督課  

       029-224-6214 

学科 募集人員 期間 
木造建築科  5 人 3年 

畳科 10人 2年 
建築設計科 10人 2年 
広告美術科 10人 2年 

平成29年度 

『宇都宮共同高等産業技術学校 

(職業訓練校)生徒』募集 
 
◆対象者 

 ◇次の学科に関連する事業所などに就職して

いる方で、雇用保険または建設業の一人親

方などの労災保険に加入している方(加入予

定者を含む) 

 ◇再就職の準備中の方 

◇フリーターの方 

※その他の入校を希望する方も相談に応じま 

   す 

◆予定人員および訓練期間 

 

 

 

 

 
 
◆募集期限  

 平成29年3月18日(土)まで 

 ※受付  午前10時～午後4時 

      毎週火曜日～土曜日 

◆特色  

 とちぎマイスター、宮のものづくり達人な 

 ど、多彩な講師陣がマンツーマンで指導しま 

 す。また、国家試験に2級技能検定(建築設計 

 科は非該当)を受験する際、学科試験が免除さ 

 れます。 

◆申込方法  

 宇都宮共同高等産業技術学校に直接持参もし 

 くは郵送してください。 

※入学願書や学校案内は学校にあります。必要

書類の郵送を希望する場合には、宇都宮共同

高等産業技術学校にお問い合わせください 
 

問 申 宇都宮共同高等産業技術学校 

       028-622-1271 

           〒320-0052 

               [宇都宮市中戸祭町848] 

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ぶことができ、

３年間の教育が終了後には、卒業資格を取得でき

ます。 

 

◆受付期限 【推薦】12月２日(金)まで 

      【一般】平成29年１月６日(金)まで  

◆応募資格  

中卒(見込み含む)で17歳未満の男子(平成12年 

４月２日～平成14年４月１日に生まれた者) 

◆試験日  

【推薦】 

 平成29年１月７日(土)～９日(月・祝)の指定する 

 １日 

   ※場所 神奈川県 

【一般】 

 ◇１次試験日 

  平成29年１月21日(土)  

  ※場所 下妻市  

 ◇２次試験日 

  平成29年２月２日(木)～５日(日)の指定する１ 

  日  

◆生徒手当  

 月額98,500円 ※期末手当は年２回 

◆その他  

 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 

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

      bosyu/ 

｢全国一斉労働トラブル110番｣実施 
 

茨城青年司法書士協議会では、労働問題に

関する相談に電話で応じる｢全国一斉労働トラ

ブル110番｣を実施します。 

 

◆日時 11月27日(日)午前10時～午後５時 
 
◆内容  

労働問題全般(賃金、残業代、解雇、セクハ 

ラ、パワハラ、マタハラ、違法派遣など)、 

借金問題、住居問題、生活保護・生活困窮 

者自立支援、離職者支援制度の紹介など 
 
◆電話番号  

 0120-610-456(通話料無料) 
 
◎相談料は無料です。事前予約はありませ 

   ん。 
 

問 茨城青年司法書士協議会  

   48-9107(太田) 

外国人の方ための 

｢一日無料 弁護士相談会｣開催 
 

◆日時 11月27日(日)午前10時～午後３時 

    (午後２時30分受付終了) 

◆場所 しもだて地域交流センター  

    アルテリオ ２階[筑西市丙372] 

◆電話番号 090-1266-8371(当日のみ) 

◆内容  

在留資格、労働関係、国際結婚、税金、保 

険、その他生活全般について面談方式で行い 

ます。 

◆相談言語  

 日本語、英語、中国語、タイ語、タガログ 

 語、ポルトガル語、韓国語、スペイン語、イ 

 ンドネシア語、ベトナム語 

◆主催  

 茨城県国際交流協会、筑西市、茨城県弁護士 

 会、関東弁護士会連合会 

 

◎相談は無料です。秘密は厳守します。 

 
問 茨城県国際交流協会 外国人相談センタ－ 

   029-244-3811 

市公式Facebook『いやどうも下妻』市民投稿者募集 
 

市公式Facebook｢いやどうも下妻｣は、市民協働型Facebookで、下妻に愛着の持っている市民投稿

者と市役所職員で運営されています。 

あなたも市民投稿者になって一緒に下妻市を盛り上げていきませんか。 
 

◆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/iyadou 

 mo.shimotsuma 
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ときめき婚活 

｢チャペルで 

 クリスマスパーティー｣開催 
 

◆日時 12月18日(日)午後１時30分～5時 

    (受付 午後1時～) 

◆場所 ダイヤモンドホール 

            [筑西市玉戸1053-4 ] 

◆対象者 45歳以下の独身男女 各18人 

◆参加費 男性6,000円 女性2,000円 

◆申込方法 電話での申し込み 
       

問  申 NPO法人メドウルミートクラブ 

             25-2678 

問 下館税務署 総務課 24-2121 

個人事業税第二期分の納付 
 
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(水)の納期限までに必ず納めてく

ださい。 
 

問 筑西県税事務所 課税第一課  

   24-9192 

｢結婚相談会｣開催 
 

 「結婚したいけどどうしたらいい？｣｢いい人に

なかなか巡り会えなくて…｣｢子どもの結婚が心

配…｣などといったご相談にマリッジサポーター

がお答えします。ご本人、ご家族、どなたでもお

気軽にご予約ください。 

いばらきマリッジサポーターは、茨城県知事

から委嘱を受けて出会いの相談や仲介などを行う

ボランティアです。 
 
◆日時 12月11日(日)午後1時～４時 

◆場所 千代川公民館 

◆相談費用、登録料 無料  

プロフィール作成を希望する方は、身分証明書

(運転免許証、保険証など)、写真(Ｌ判)をお持

ちください。 

◆申込期間 11月26日(土)～12月8日(木)  

      ※予約制(先着12人) 

◆申込方法  

 電話またはメールでお申し込みください 

 ※メール申し込みの場合、件名に｢下妻市結婚 

  相談会｣、本文に｢氏名、性別、生年月日、現 

  住所、連絡先｣を記載してください 

 
問 申  

いばらきマリッジサポーター県西地域活動協議会 

090-3212-0221(倉持) 

090-6122-5677(長屋)  

※電話受付時間 正午～午後７時 

Ｅメール yui0104@outlook.com 

婚活パーティー情報 

新しい出会いを探してみませんか 
 

<守谷会場>  

◇日時 12月3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 独身男性 30～49歳の方 

     独身女性 25～45歳の方 

◇参加費 男性3,000円 女性1,000円 
 

<下妻会場>  

◇日時 12月18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[長塚乙70-3] 

◇対象 独身男性 35～45歳の方 

     独身女性 30～39歳の方 

◇参加費 男性3,000円 女性1,000円 
 

<古河会場>  

◇日時 12月25日(日)午後１時30分～４時30分 

    (受付 午後１時15分～) 

◇場所 とねミドリ館 [古河市前林1953-1] 

◇対象 Aコース 独身男女 20～39歳の方 

     Bコース 独身男女 40～59歳の方 

◇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  

     HP http://www.bell-support.net/ 

Eメール info@bell-support.net 

｢総上クリーンふれあい 

 歩け歩け大会｣開催 
 

 青少年を育てる下妻市民の会総上支部では、 

恒例の歩け歩け大会を次のとおり開催します。 

 皆さまの参加をお待ちしています。 
 
◆日時 11月27日(日)午前9時40分集合 

    ※小雨決行 

◆場所 働く婦人の家 

◆コース  

 働く婦人の家出発→鬼怒川堤防→ほっとラン 

   ドきぬ→働く婦人の家帰着 

 ※ほっとランドきぬで休憩 

 

問 働く婦人の家 43-7929 

｢各種決算説明会｣開催 
 
 税務署では、青色申告決算書および白色収支

内訳書作成に当たっての注意点などについて、

決算説明会を開催します。説明に必要な書類

は、会場にて配布します。 
 
【青色申告決算説明会】 

①12月1日(木)午後２時～４時 

下妻公民館 2階 会議室 

②12月２日(金)午後２時～４時 

茨城県県西生涯学習センター ２階 中講座室 

 ◎ご都合のよい会場にお越しください。 
 
【白色収支内訳書作成のための決算説明会】 

◆農業所得を有する方 

①12月13日(火)午前10時～正午 

茨城県県西生涯学習センター ２階 中講座室 

②12月14日(水)午前10時～正午 

千代川公民館 １階 ホール 

◆事業所得または不動産所得を有する方 

①12月13日(火)午後２時～４時 

茨城県県西生涯学習センター ２階 中講座室 

②12月14日(水)午後２時～４時 

千代川公民館 １階 ホール 

◎ご都合のよい会場にお越しください。 
 
※開催時間の30分前から受け付けを行います。 

 駐車場に限りがありますので、できるだけ公 

 共交通機関をご利用ください。筆記用具は、 

 ご持参ください 
 

問 下館税務署個人課税部門 24-2121  

   ※自動音声に従い｢２｣を選択 

がんばれ子育て応援講座  

『クリスマスリース作り』参加者募集 
 

玄関に素敵な手作りリースを飾って、子ども

たちとサンタクロースが来るのを待ってみませ

んか。 

託児を設けていますので、どなたでも安心し

てご参加ください。 

 

◆日時 11月29日(火)午前10時～正午 
 
◆会場 下妻公民館 ２階 学習室 
 
◆講師 山口 文子 氏 
 
◆募集人員 20人 ※先着順 
 
◆参加費 1,000円 
 
◆持ち物 新聞紙 
 
◆申込締切 11月25日(金)まで 
 
◆その他 託児あり ※要予約 

        

問 申 下妻市社会福祉協議会  

      44-0142 

mailto:info@bell-support.net

