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報 

県民交通災害共済加入の受付開始 
 
 平成29年度分の県民交通災害共済の加入受け付

けを２月１日(水)から開始します。 

 加入希望者は、次の担当窓口へ直接お申し込み

ください。 
 
◆担当窓口 

 【下妻地区】   

  市役所本庁舎 ２階 消防交通課 

 【千代川地区】  

    市役所千代川庁舎 １階 くらしの窓口課 

◆会費 大人(高校生以上)  900円 

    子ども(中学生以下) 500円 

◆県民交通災害共済加入申込書(チラシ手書き用) 

 ※チラシは１月末ごろ封書で郵送します 

 ※小中学生は学校を通しての一括加入になりま 

  すので、個別の申し込みは不要です 

 ※４月１日以降の申し込みは、共済期間が申込 

  日の翌日からになります。ご注意ください 

◆共済期間 ４月１日～平成30年３月31日 

◆対象となる事故 

 共済期間中に日本国内の道路上を運行中の自動 

 車、バイク、自転車などでの接触、衝突、転 

 落、転覆などの事故に伴う人の死傷。 
 

問 市消防交通課 43-8309 

等級月額 (児童１人につき) 
1級 51,500円 
2級 34,300円 

扶養親

族の数 
請求者(本人) 配偶者および扶養義務者 

０人 4,596,000円 6,287,000円 
１人 4,976,000円 6,536,000円 
２人 5,356,000円 6,749,000円 
３人 5,736,000円 6,962,000円 
４人 6,116,000円 7,175,000円 
５人 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算 

住民基本台帳ネットワーク業務の 

一時休止 
 

住基ネット更新作業のため、市役所市民課または

くらしの窓口課で行っている次の業務を一時休止し

ます。ご理解ご協力をお願いします。 
 
◆業務休止日時 ２月15日(水)終日 

◆休止する業務 

◇マイナンバーカード(個人番号カード)の交付、 

 暗証番号変更など 

◇公的個人認証サービスの電子証明書の発行、失 

 効など 

◇住民票の写しの広域交付 

◇住民基本台帳カードおよびマイナンバーカード 

 を利用する特例の転入・転出 
 

問 市民課 43-8196 
＜注意＞ 

マイナンバーカードは、交付通知書を送付した

日から一定期間保管し、その後廃棄処理を行い

ます。お早めにご予約ください。 

２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

された方には、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取

り、その際にお受け取りください。平日の時

間外および休日の交付日を設けています。 

 なお、２月の交付日は次のとおりです。 

※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、なくさない

でください。 

※予約専用電話は、予約が集中するとつなが

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。 

 

 

 

 

 

２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分～４時 

×＝交付は行いません 

 

問 市民課 43-8196 

日 月 火 水 木 金 土 
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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 ２月16日(木)午前10時～午後１時 

◆場所 市役所千代川庁舎 １階  

※400ml献血を優先します 

※献血カードのある方はご持参ください 

 

問 市保健センター 43-1990 

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 

生ごみ処理機購入補助金について 
 

市では、生ごみの減量化と堆肥化の促進を図る

ため、生ごみコンポスト・機械式処理機を購入し

た方に補助金を交付しています。補助金を希望さ

れる方は、印鑑・通帳・領収書・仕様書を持参の

上、市役所生活環境課(本庁舎２階)までお越しくだ

さい。 

 

問 市生活環境課 43-8289 

特別児童扶養手当をご存知ですか 
 

特別児童扶養手当とは、精神、知的または身体に障害の

ある20歳未満のお子さん(児童)を監護している父もしくは

母、または父母にかわって養育している養育者に対して支

給される手当です。 

※この手当と児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当と

の併給は可能です。ただし、この手当は申請をしなければ

支給されませんのでご注意ください 

 

◆手当の対象となる児童の障害の程度 

 【特別児童扶養手当1級】 

◇身体障害者手帳の判定が1・２級(内部疾患含む)程度に 

 該当するもの 

◇療育手帳の判定が A・Ａ程度の知的障害である場合、 

   または同程度の精神障害がある場合 

【特別児童扶養手当2級】 

◇身体障害者手帳の判定がおおむね3級(内部疾患を含む) 

 程度に該当するもの 

◇療育手帳の判定がB程度の知的障害である場合、または 

 同程度の精神障害がある場合 

※次の場合は受給する資格がありません 

 ①児童および父、母または養育者が日本国内に住んでい 

  ないとき 

 ②児童が障害による公的年金を受けることができるとき 

 ③児童が児童福祉施設(保育所・通園施設・肢体不自由児

施設への短期母子入所を除く)に入所しているとき 

 

◆手当の額 

 

 

 

 ※手当の額は認定請求をした日の属する翌月分から支給

されます。また、請求者(本人)や配偶者および扶養義務

者の方の前年の所得(課税台帳による)が所得制限限度額

以上の方はその年度(８月～翌年７月)手当の支給が停止

されます 

【所得制限限度額表】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ※この他に所得制限限度額に加算されるもの、所得額から 

  控除されるものなどがあります 
 
◎詳しくは、市役所福祉課までお問い合わせください。 

 

問 市福祉課 43-8352 



チャイルドシートを再利用希望者に提供

すると奨励金が交付されます 
 

下妻地区交通対策連絡協議会(下妻市・八千代

町)では、６歳未満の幼児に使用が義務付けられ

ているチャイルドシート(以下シートという)の

再利用促進と着用率向上のため、使用しなく

なったシートを再利用希望者に提供していただ

くと、奨励金として3,000円を交付していま

す。詳細は、お問い合わせください。 

 

◆対象者 下妻市・八千代町に居住している方 

◆対象  

 奨励金の対象は、対象者が所有するシートを 

 登録した後に、譲受者に譲渡されたことが認 

 められたもの 

◆奨励金の額 １件につき3,000円 

※ただし予算(下妻ロータリークラブの寄付 

 金)の終了をもって奨励金交付も終了となり 

 ます 

◆手続き  

 ①登録用紙に必要事項を記入し、各市町役場 

  の交通担当係に提出 

 ②シートを譲渡したら、奨励金交付申請書に 

  必要事項を記入し、各市町役場の交通担当 

  係に提出 

 ③審査終了後奨励金交付(振込) 

◆責任  

 シートの提供・受け渡しおよびその後の使用 

 などすべてにおいて、本協議会およびシート 

 譲渡者は一切の責任を負いません 

 

問 市消防交通課 43-8309 

 八千代町役場 総務課 48-1111 

相続登記はお済みですか 
 

茨城司法書士会では、２月を｢相続登記はお済

みですか月間｣とし、相続登記に関する相談を無

料で実施します。 

 

◆期間 ２月の１カ月間  

    ※土・日曜日、祝日を除く 
 
◆相談内容 相続登記に関する相談 
 
◆受付および実施場所  

   県内の各司法書士事務所  ※要事前予約 
 
◆相談料 無料 

 

問 茨城司法書士会  029-225-0111 

募集職種 一般事務(嘱託職員) 

募集人員 １人 

業務内容 
茨城国体開催準備業務(一部国体PR活動、チラ

シ、ポスターなどの作製を含む) 

応募資格等 
・パソコン操作のできる人(Word、Excelなど) 

・普通運転免許を有する人 

勤務地 市役所生涯学習課 国体推進室 

勤務時間 
午前８時30分～午後５時15分 

(昼休み60分) 

賃金等 

月額賃金制  

基本賃金 176,200円(上限) 

※年齢により異なる 

賞与・通勤手当の制度あり 

社会保険加入・雇用保険加入 

雇用期間 

平成29年４月１日～平成30年３月31日 

(勤務状況により更新有り、ただし雇用期間は

最長３年間) 

試験内容 

面接試験  

期日 ２月22日(水) ※時間は別途連絡 

場所 市役所千代川庁舎 2階 会議室 

申込期限 ２月15日(水)まで 

提出書類 履歴書 

書類提出先 

市役所千代川庁舎 ２階 生涯学習課 国体推進室 

※土・日曜日、祝日を除く。午前8時30分～ 

 午後5時15分に提出書類をご持参ください 

『一般事務職員(嘱託職員)』募集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

問 市生涯学習課 45-8100 

｢ひきこもり家族教室｣開催 
 

県常総保健所では、年間を通じて毎月家族教

室を開催しています。２月は講師を招いて、情

報交換やグループミーティングを開催します。

ご家族などがひきこもりでお困りの方、ぜひご

参加ください。 
 

◆日時 ２月２日(木)午後１時30分～３時30分 
 
◆場所 県常総保健所 
 
◆内容 情報交換、グループミーティング 

            助言者 ひきこもり・不登校親の会 

        ｢スマイルアップ元気会｣ 

        会長 佐藤 久美子 氏 
 
◆対象者  

 家族などのひきこもりで悩んでいる方 
 
◆参加費 無料 
 
◆申込方法 電話による申し込み 

 

◆申込締切 １月30日(月)まで 
 

問 申 県常総保健所 健康指導課  

     0297-22-1351 

カラー塗装工事にご協力を 
 
 砂沼新田、下妻乙、下妻丁地内において、歩道のカラー

塗装工事(塗り直し工事)を行います。工事期間中は、交通

規制などを行います。ご協力をお願いします。 
 
◆工事期間 １月下旬～３月下旬まで 

◆工事内容 歩道のカラー塗装工事(塗り直し工事) 

◆工事場所 砂沼新田、下妻乙、下妻丁地内(図のとおり) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問  

道路側溝改修工事にご協力を 
 

砂沼新田地内において道路側溝改修工事を行い

ます。工事期間中は、交通規制などを行います。

ご協力をお願いします。 
 
◆工事期間 １月下旬～３月下旬 

◆工事内容 道路側溝改修工事 

◆工事場所 砂沼新田地内(図のとおり) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市都市整備課 45-8128 

道路工事にご協力を 
 

大宝・福田地内において路面再生工事を実施します。

工事期間中は、全面通行止めなどの交通規制を実施する

場合があります。ご協力をお願いします。 
 
◆工事期間 2月中旬～3月中旬 

◆工事箇所 大宝・福田地内(図のとおり) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
問 市建設課 45-8126 

募集職種 一般職員(嘱託職員) 
募集人員 １人 

業務内容 
・一般事務 
・公園(バンガロー・バーベキュー)施設の貸出 

 受付業務 

応募資格等 
・パソコン操作ができる人(Word、Excelなど) 
・普通運転免許を有する人 

勤務地 クリーンパーク・きぬ[八千代町大渡戸390] 

勤務時間 
午前８時30分～午後５時15分(昼休み60分) 
月～金曜日(土日祝祭日は勤務なし) 

賃金等 

月額賃金制 
基本賃金176,200円(上限) 
※年齢により異なる  
賞与・通勤手当の制度あり 
社会保険・雇用保険加入 

雇用期間 
平成29年４月１日～平成30年３月31日 
※勤務状況により更新あり、ただし雇用期間は 

 最長３年間 

試験内容 
面接試験  

※日時は別途連絡、場所は下妻市役所 会議室 
募集期限 ２月22日(水)まで 
提出書類 履歴書 

書類提出先 

下妻地方広域事務組合 事務局 総務係 

〒304-8501[下妻市本城町2-22] 

※持参または郵送でご提出ください 
※持参の場合は、土・日曜日、祝日を除く午前 

 ８時30分～午後５時15分にご提出ください 

『下妻地方広域事務組合一般事務職員 

(嘱託職員)』募集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 下妻地方広域事務組合 事務局 総務係 

   45-0611 

市都市整備課 45-8128 

市立図書館 

工事箇所 

工事箇所 



お知らせ版  
25 

No.２ 
 

 
 

２/３枚 

2017 

１ 
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 

市立図書館 おはなし会/2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 ２月11日(土・祝) 

午前10時30分～11時30分 

     午後２時～３時 

 

「にちようびのおはなし会」 

◇日時 ２月26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 

東日本大震災に係る被災者生活 

再建支援金申請期間の再延長 
 

東日本大震災において、｢全壊｣｢半壊｣｢大規

模半壊｣の罹災証明を受けた皆さまにお知らせ

します。 

被災者生活再建支援金の申請期間が平成30

年4月10日まで再延長となりました。 

支援金は被災者生活再建支援制度によるもの

で、この制度は、自然災害により生活基盤に著

しい被害を受けた世帯に支援金を支給し、生活

の再建を支援するものです。 

 支援金は、｢基礎支援金｣として全壊世帯・解

体世帯および長期避難世帯に100万円、大規模

半壊世帯に50万円が支給され、この額に｢加算

支援金｣として住宅を建設・購入する場合は

200万円、補修する場合は100万円、賃借す

る場合は50万円がそれぞれ加算される仕組み

(金額はいずれも世帯人数が複数の場合、単数世 

帯は各3/4相当の金額)です。 

詳しくは、市役所福祉課(第二庁舎１階)までお 

問い合わせください。 

 

※住宅が｢半壊｣または｢大規模半壊｣の罹災証明 

 を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じる 

 などして、そのままにしておくと非常に危険 

 であったり、修理するにはあまりにも高い経 

 費がかかるため、これらの住宅を解体した場 

 合には、｢解体世帯｣として、｢全壊世帯｣と同 

 等の支援が受けられます 
 

問 市福祉課 43-8249 

平成28年12月10日号で配布しました
チラシに一部誤りがありました 
 
 ｢下妻市民生委員・児童委員のみなさん(平成
28年12月1日一斉改選をおこないました)｣に
一部誤りがありました。 
 市民の皆さま、関係者の皆さまにご迷惑おか

けしましたことを深くお詫びして訂正します。 
 
◆訂正個所 ◇№78 安田 勝 氏 

      【誤】電話番号 43-4318 

      【正】電話番号 43-5502 
 

問 市福祉課 43-8249 

早期発見・早期治療がカギ  

口腔がん検診実施 
 

歯肉、舌などお口の中にできるがんを口腔が

んといいます。口腔がんは、口の中の痛みや治

りにくい口内炎などの症状があります。喫煙や

飲酒習慣でその発症リスクは高まり、高齢化に

伴い年々増加しているがんです。   

お口の中で気になることはありませんか。ぜ

ひ検診をご利用ください。 

 

◆日時 ２月26日(日)  

◆受付時間  

 ①午前８時45分～９時 

 ②午前10時～10時15分 

 ※受付時間は①、②のどちらかをお選びくだ 

  さい 

 ※受付後に講演会および口腔がん検診を行い 

  ます 

◆場所 下妻保健センター 

◆内容  

 【講演会】口腔がんについて(30分) 

 筑波大学附属病院 水戸地域医療教育センター 

   水戸協同病院 歯科口腔外科教授  

 鬼澤 浩司郎 氏 

◆対象者 40歳以上の市内在住の方 

     ※ただし、平成28年2月14日に実 

      施した口腔がん検診を受診し、 

      ｢異常なし｣の者は除く 

◆検診自己負担金 500円(当日徴収) 

◆募集人数 35人 ※先着順 

◆申込期間 １月25日(水)～２月17日(金)  

      ※定員になり次第締切 

◆主催 下妻市歯科医師会 

 

問 申 市保健センター 43-1990 

｢下妻市大堀東遺跡現地説明会｣開催 
 
 公益財団法人茨城県教育財団は、国や県などの公共事業に伴う遺跡の発掘調査を行っています。 

 大堀東遺跡は、主に平安時代(約1,000年前)の集落跡で、当時の住居跡を確認しました。住居跡からは、土

師器や須恵器の坏や甕、鉄鏃や刀子などが出土しており、当時の人々の暮らしぶりがうかがえます。 

 現地説明会では、これらの住居跡などについて解説し、さまざまな出土品を展示します。ぜひお越しくだ

さい。 

 

◆日時 ２月４日(土)午前11時～午後12時30分 

※荒天の場合は中止 

 

◆場所 大堀東遺跡[下妻市樋橋字大堀東441番地ほか] 

(柳原球場から南へ約600ｍ) 

 

◆その他 

◇駐車場には限りがあります。乗り合わせてお越しく 

 ださい。 

◇足下が滑りやすくなっています。滑りにくい靴や汚 

 れてもよい服装でお越しください。 

 

問 公益財団法人茨城県教育財団 

    埋文企画管理課(月～金曜日) 029-225-6587 

    下妻事務所(当日) 080-4665-7452 

日 月 火 水 木 金 土 
  

 
    １ ２ ３ ４ 

５ 
６ 

休館 
７ ８ ９ 10 11 

12 
13 
休館 

14 
  

15 
  

16 17 18 

19 
20 
休館 

21  
22 
休館 

23 24 25 

26  
27 
休館 

28         

市立図書館 開館カレンダー/２月 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※２月22日(水)は、館内整理日のため休館 
 

問 市立図書館 43-8811 

日 月 火 水 木 金 土 

    
  

 
１ ２ ３ ４ 

５ 
６ 

休館 
７ ８ ９ 10 11 

12 
13 
休館 

14 15 16 17 18 

19 
20 
休館 

21 22 23 24 25 

26 
27 
休館 

28 29       

ふるさと博物館開館カレンダー/２月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 ふるさと博物館 44-7111 

★印＝案内人・案内板 



下妻市『サッカーリーグ』参加チーム募集 
 

市サッカー協会では、平成29年度下妻リーグに

参加する新規チームを募集します。参加資格など

をご確認の上、お申し込みください。 
 
◆参加資格  

 市内に在住または在勤する方で構成するチーム 

◆開催期間 ４～７月の日曜日(前期) 

      ９～11月の日曜日(後期) 

◆試合方式 総当り戦(平成28年度現在 ７チーム) 

◆参加費 17,000円(市サッカー協会登録費含む) 

◆募集期限 ２月24日(金)まで 
 

問 市生涯学習課 45-8997 

｢女性のためのパワーアップ講座 

～骨元気でいつまでも若々しく～｣開催 
 

｢女性と骨粗鬆症｣をテーマにした講座です。 

女性ホルモンと深い関係のある骨粗鬆症。40代

50代の頃からの予防が大切です。 
 
◆日時 ２月15日(水) 

    午前10時～正午(受付 ９時30分～) 

◆会場 下妻保健センター 

◆内容  

 ①骨粗しょう症についての講話 

 ②骨粗しょう症予防のための運動(ピラティス) 

◆対象 下妻在住の女性 

◆参加費 無料 

◆持ち物  

 タオル、飲み物、ヨガマット(お持ちの方のみ) 

◆申込期限 ２月10日(金)まで 

◆定員 30人 
    

問 申 市保健センター 43-1990 

｢パソコン農業簿記講習会｣開催 
 
 認定農業者や集落営農組織会計担当者など農業者の

方の経営管理能力の向上を支援するため、パソコン農

業簿記講習会を次のとおり開催します。 
 
◆会場 しもだて地域交流センター ２ 階研修室 

    [筑西市丙372] 

◆日程 ２月23日(木)、２月24日(金) 

    ※別日程、別会場の講習会は、お問い合わせ 

     ください 

◆講習時間  

 午前10時～午後４時まで(昼休み１時間含む) 

◆講習カリキュラム 

 ◇第１日目  

  農業簿記の仕組み、パソコンによる基本情報の入 

  力・開始貸借対照表の作成 

 ◇第２日目  

  パソコンによる期中取引の伝票処理・決算書の作 

  成 

◆対象者  

 認定農業者(配偶者や後継者を含む)、集落営農組織 

 会計担当者、今後の地域農業を担う者 

※パソコンの基本操作ができる方 

◆定員 20人 ※定員になり次第締切 

◆受講料 無料 

◆申込期限 ２月15日(水)まで 
 

問 市農政課 44-0729 

 一般社団法人 茨城県農業会議 総務部 

 029-301-1236 

｢福祉のお仕事就職相談会｣開催 
 

茨城県社会福祉協議会では、福祉の職場への就職を

希望される方や福祉の仕事に関心のある方を対象に、

就職相談会を開催します。約30の福祉関係事業所や

施設が参加するほか、福祉の仕事に関する専門相談員

も参加します。ぜひお気軽にご参加ください。 
  
◆日時 2月11日(土・祝)午後１時～３時 

    (受付開始 午後12時30分) 

◆場所 水戸駅ビルエクセル本館 6階  

    水戸駅エクセルホール[水戸市宮町1-1-1]  

◆内容  

 求人事業者との個別就職相談・面接、求職登録・求 

 人情報提供ほか 

◆参加費 無料 

◆参加申込 不要 
  

問 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会  

   茨城県福祉人材センター 

   029-244-4544 FAX 029-244-4543 

｢ひとり親家庭の 

母・父のための就職支援セミナー｣開催 
｢セルフ・カウンセリング｣でイキイキと心と体をリフレッ

シュ～うまくいかない就職や人間関係の問題解決の糸

口を自分で見つける方法とは～ 

 
◆日時 ３月11日(土)午前10時～正午 

◆場所 いばらき就職・生活総合支援センター  

    ３階 会議室[水戸市三の丸1-7-41] 

◆定員 30人 ※託児付き(要予約)2歳以上 

◆参加費 無料 

◆持ち物 筆記用具 
 

問 申  

茨城県母子家庭等就業・自立支援センター 

029-233-2355 

〝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 ２月３日(金)午前９時30分～11時 

◆会場 砂沼荘 
 

〝みんなの研ぎやさん〟では、ボランティアを募

集しています。男女は問いません。興味のある方

は、お気軽にご見学ください。 
 

問 下妻市ボランティアセンター 

       (下妻市社会福祉協議会) 44-0142   

『万能調味料(万能たれ)作り』 

参加者募集 
 

在宅福祉サービスセンターあおぞら協力会員研

修会として料理講座を開催します。会員に限らず

どなたでも参加できます。関心のある方は、ぜひ

お申し込みください。 
 

◆日時 ２月28日(火)午前10時～正午 

◆会場 下妻公民館 １階 調理室 

◆講師 いばらきコープ 

◆参加費 無料 

◆定員 20人 

◆申込期限 ２月20日(月)まで 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

｢正社員＆いきいきシニア 

 就職面接会｣開催 
 
 正社員を目指す若者、中高年および高齢者を対

象とした就職説明会を開催します。 
 
◆日時 2月17日(金) 

◇受付 午後0時30分～1時 

◇選考ポイント解説セミナー  

   午後1時～1時30分 

 ◇事業所PRタイム 午後1時30分～2時30分 

 ◇面接会 午後2時30分～4時 

  ※面接会に参加する方は、事前にハロー 

   ワークで紹介状の交付をお受けください 

◆会場 アルテリオ 1階 集会室[筑西市丙372] 

 

問 筑西公共職業安定所 22-2188 

       筑西公共職業安定所 下妻出張所  

   43-3737 

 

会館オープン40周年記念事業 

アーミーサウンズ in しもつま  

陸上自衛隊東部方面音楽隊 
 
 会館オープン40周年記念事業の一環として、｢陸上

自衛隊東部方面音楽隊｣によるコンサートを開催しま

す。質の高い演奏を聴ける絶好の機会です。 

心に響く“アーミーサウンド”にご期待ください。

お聴き逃しなく。 
 
◆日時 ３月12日(日) 

    開場 午後１時15分～ 開演 午後２時～ 

◆場所 下妻市民文化会館 大ホール 

◆入場料 入場無料(全席指定) 

     ※入場整理券が、当日座席指定券と引き換 

      えとなります 

◆申込締切 ２月14日(火)必着 

◆応募方法  

 次のとおり郵便往復はがき(私製を除く)でお申し込 

 みください。 

 ※応募は、お１人様１通限り、応募者多数の場合は 

  抽選となります 

 ※抽選結果は、申し込み者全員に返信はがきにて、 

  ２月下旬にお知らせします。当選はがきが入場整 

  理券となり、１枚につき２人様まで入場できます 

  

【往信面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【返信面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※個人情報は、抽選および発送以外の目的には使用 

  しません 

◆注意事項  

 ◇未就学児の入場はご遠慮ください。 

 ◇記載内容に不備があると返信できない場合があり 

  ます。 

 ◇往復はがき以外でのご応募は無効となります。 
 

問 下妻市民文化会館 43-2118 



春の『いけ花体験教室』参加者募集 
 

一足早い春の花をお友達やご家族と一緒にいけて楽しみませ

んか。 
 
◆日時 ２月25日(土)午前９時30分～11時 

◆場所 下妻公民館 ２階 学習室 

◆対象 幼児(５歳)～大人 ※幼児は保護者同伴 

◆参加費 １人 900円(教材費) 

◆持ち物 新聞紙、タオル ※はさみ、器のある方は持参可 

◆申込期限 ２月10日(金)まで 
 

問 申 下妻市華道文化協会 ・FAX 44-4356(坂井)  

     または、お知り合いの華道文化協会の先生 

部門 体験できる日時 場所 内容 定員 材料費 事前予約 

紙あそび 
18日、19日 
午前10時～午後3時 

ロビー、入口 キャラクター他 
材料なくな

り次第 
無料 不要 

カ ル ト ナ ー

ジュ 
18日、19日 
午前10時～午後３時 ロビー、入口 

カードケース作

り(1人1点のみ) 
材料なくな

り次第 
100円 不要 

手編み 
18日、19日 
午前９時～午後３時 

レストハウス 
マ フ ラ ー・帽

子・スヌード 
材料なくな

り次第 
内容により 
300円～ 

不要 

手作りおやつ 
18日 
午後１時～３時 

調理室 じゃがいももち 25人 100円 不要 

初心者さんの 
家庭料理 

19日 
午前10時～午後１時 

調理室 
ヘルシーワンプ

レートランチ 
15人 500円 必要 

｢公民館まつり｣開催 
 

市内の公民館、市民センターで学習・活動している受講生、クラブ員の方々の合同による成果発表の場とし

て｢公民館まつり｣を開催します。皆さまのご来場をお待ちしています。 
 

◆日時 ２月18日(土)、19日(日)午前９時～午後３時  ※19日(日)発表は午後２時まで 

◆会場 千代川公民館(千代川庁舎敷地内) ※入場無料 

◆内容 【展示部門】 

    ◇２月18日(土)、19日(日)午前９時～午後３時 

     紙あそび、草木染め、木目込、押し花、俳句、日本画，墨絵、絵画、陶芸、写真、筆ペン習字、 

     ちぎり絵、エコ、絵手紙、パッチワーク、生花、つるし雛、手編み、カルトナージュ    

     【発表部門】 

   ◇２月19日(日)午前10時～午後２時 

    合唱、オカリナ、ソーラン、フラダンス、ウクレレ、琴、ハーモニカ、詩吟、リトミック 

    【体験部門】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※｢初心者さんの家庭料理｣部門のみ事前予約が必要です 

    ◇申込先 下妻公民館(43-7370) ◇申込期限 2月4日(土)まで 

  ◇当日の持ち物 エプロン、三角巾、ふきん1枚、米0.5合 

◆材料費 各教室の材料代は当日徴収 

◆対象者 市内在住・在勤、在学の方 
 

問 千代川公民館 44-3141 ※月曜日、祝日は休館日 
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しもつま 広
報 

｢合同企業説明会｣開催 
 
 ジョブカフェいばらきでは、15歳～40代前半の方

を対象とした企業説明会を開催します。 

 企業説明会の前には、企業説明会参加の心構えや業

界・職種選びをテーマとしたプレセミナーを開催しま

す。ぜひご参加ください。 
 
◆日程 2月3日(金) 

◆時間 

 ◇プレセミナー  

  午前11時～11時50分(受付 午前10時30分～) 

  ※セミナー終了後、希望者には求職活動証明を発 

         行します 

 ◇企業説明会  

  午後1時30分～4時30分(受付 午後1時～) 

※企業説明会の前半は企業のPRタイム、後半は 

 企業ブース訪問タイムとなります 

◆場所 ジョブカフェいばらき 3階  

    交流室および会議室[水戸市三の丸1-7-41] 

◆対象者 先着50人 

 15歳～40代前半の求職者または平成29年3月卒 

 業予定の学生 

◆参加費 無料 ※履歴書・事前予約不要 

◆参加企業数 5社程度 
 

問 NPO法人 雇用人材協会 029-300-1738  

 (受付 平日 午前9時～午後6時) 

｢高校中退者の保護者相談会｣開催 
 

 ジョブカフェいばらきでは、高校中退者の就職に関

する｢保護者相談会｣を開催します。 

お子さまの就職についてご相談ください。 

 

◆日時 2月26日(日)午後1時～4時 

◆場所 ジョブカフェいばらき ３階  

            交流室および会議室[水戸市三の丸1-7-41] 

◆対象者  

 高校を中退したお子さま、または中退予定のお子さ 

   まをお持ちの方  

 ※先着6人 

 ※お子さまと一緒のご参加も可 

◆参加費 無料 

◆申込 事前予約制(電話またはメールで受け付け) 

※メールでお申し込みの場合は、名前と電話 

   番号を入力して送信してください 

 

問 申 NPO法人 雇用人材協会  

               029-300-1738 

Eメール jimukyoku@koyou-jinzai.org 

｢元気いばらき就職面接会｣開催 
 
 若年者や離職などで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 2月16日(木)午後1時30分～3時30分 

    (受付 午後1時～) 

◆場所 茨城県水戸合同庁舎 2階 大会議室 

            [水戸市柵町1-3-1] 

◆対象者 若年者や離職などで求職中の方 

 ※参加費無料、予約不要 

◆参加事業所数 約30社 

◆実施方法  

 会場内に事業所ごとにブースを設置し、各事 

 業所の採用担当者と求職者が一堂に会する対 

 面方式で面接選考や企業説明を行います。 

※雇用保険の求職活動実績になります 
 

問  

県労働政策課 いばらき就職・生活総合支援セン

ター 029-233-1576 

特定最低賃金名 時間額 効力発生日 
鉄鋼業 871円 

平成28年 

12月31日 

はん用機械器具、生産

用機械器具、業務用機

械器具製造業 
841円 

計 量 器・測定 器・分 析

機 器・試 験 機・理 化 学

機械器具、医療用機械

器 具・医 療用 品、光 学

機 械 器 具・レ ン ズ、電

子 部 品・デバ イ ス・電

子 回 路、電 気 機 械 器

具、情 報 通 信 機 械 器

具、時 計・同 部分 品 製

造業 

837円 

各種商品小売業 811円 

茨城県特定最低賃金が改正されました 
 

特定の産業に従事する労働者とその使用者に

適用される特定最低賃金が、次のとおり改正決

定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 労使双方が合意した上で最低賃金額未満の賃

金を定めた場合でもその賃金は無効とされ、特

定最低賃金が適用されます。 
 

問 茨城労働局賃金室 029-224-6216 

筑西労働基準監督署 22-4564 

 

フィットネスパーク・きぬ 
(ほっとランド・きぬ)臨時休館日 
 

プールの水の入替え、清掃および機械設備 

点検などに伴い臨時休館します。ご理解ご協 

力をお願いします。 
 

◆臨時休館日 ２月20日(月)～24日(金) 

       ※２月25日(土)から通常営業 

※２月27日(月)は振替営業 
        

問 ほっとランド・きぬ 30-4126 

http://1.bp.blogspot.com/-ftevXDdV5IA/UNvs6XejMvI/AAAAAAAAJsk/_guiY6kLDPg/s1600/music_ukulele.png

