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日本年金機構Part1 

20歳になったら国民年金に加入しましょう 
 
 国民年金は、年を取った時や病気やけがなど、い

ざというときの生活を現代世代みんなで支えようと

いう考えで作られた仕組みです。 

 20歳以上60歳未満の日本国内にお住いの方は、

国民年金に加入することが義務付けられています。

20歳になったら忘れずに国民年金の加入手続きをし

ましょう。 
 
※国民年金保険料の支払いが困難な場合は、｢学生納  

 付特例制度｣や｢納付猶予制度｣、｢免除制度｣など、 

 保険料の納付が猶予・免除される制度があります 

日本年金機構Prat2 

学生の方で国民年金保険料の納付が困難

なときは｢学生納付特例制度｣の手続きを

してください 
 
◆学生納付特例制度 

 学生本人の前年所得が一定額以下の場合に、市役 

 所国民年金担当窓口(本庁舎 １階 保険年金課、千 

 代川庁舎 １階 くらしの窓口課)に申請し、日本年 

 金機構で承認されると、承認された期間の国民年 

 金保険料は納付が猶予されます。 

 ※学生納付特例制度の承認を受けた期間は、老齢 

  基礎年金を受けるための受給資格期間には算入 

  されますが、年金額には反映されません 
 

◆承認された期間の保険料納付(追納) 

 10年以内であれば、後から納付(追納)することが 

 できます。ただし、承認された年度から３年度目 

 以降に納付する場合は、経過した年数に応じた一 

 定の加算額が加わります。 
 
◆申請は毎年度必要です 

 学生納付特例の対象となる期間は、４月(または 

 20歳の加入月)から翌年３月となりますので、毎 

 年申請が必要です。 

 ※日本年金機構から｢国民年金保険料学生納付特例 

  申請書｣のはがきが届いた方は、必要事項を記入 

  して返送することで、学生納付特例の申請がで 

  きます。この場合は、学生証または在学証明書 

  などの添付は不要です 
 
◆申請手続きに必要なもの 

 ①学生証(コピー可)または在学証明書 

 ②年金手帳 

 ③印鑑(本人署名の場合は不要) 

 ④会社などを退職して学生となった方は、雇用保 

  険受給資格者証、離職票など失業していること 

  を確認できるもの 

 ※代理申請の場合は、代理の方の身分を証明でき 

  るものが必要 
 

問 日本年金機構 下館年金事務所 25-0829 

   市保険年金課 45-8124   43-2933 

平成30年度 

保育所入所申し込みの受け付け開始 
 
 平成30年４月から、お子さまを保育所に入所希望さ

れる方の申し込み受け付けを開始します。 

 入所申込書は、市役所子育て支援課(第二庁舎２階)で

配布しています。定員を超える申し込みがあった場合

には、入所調整を行います。入所の決定は、先着順で

はありません。 

 勤務先などが市外にあるなどの理由で、市外の保育

所を希望される場合には、お早めに市役所子育て支援

課までお問い合わせください。 
 
◆保育所入所資格基準 

 保育所に入所できるお子さまは、次の理由により家 

 庭内での保育ができない児童(０歳～小学校就学前)が 

 対象となります。 

 ◇保護者が家庭外で仕事をしているとき、または家 

  庭内で家事以外の労働に従事し、児童の保育がで 

  きない場合 

 ◇保護者が出産、病気、心身障害者などの場合 

 ◇長期にわたり、常時病人や心身障害者の介護をし 

  ている場合 

 ◇災害(火災、風水害、地震など)を受け、その復旧に 

  あたっている場合 

 ◇保護者が日中求職活動、就学により児童を保育で 

  きない場合 

 ◇児童虐待・育児放棄・DVの状態にある場合、また 

  はその恐れがある場合 
 
◆申し込みできる保育所 

 下妻保育園、きぬ保育園、法泉寺保育園、大宝保育 

 園、西原保育園、もみの木保育園、大和保育園(平成 

 30年４月開設予定)、もみの木フレンズ(小規模保育 

 施設)、市外の公立保育所および認可保育所 
 
◆入所申込受付期間 

 ◇第１次選考 

  10月２日(月)～12月15日(金) 

 ◇第２次選考 

  12月18日(月)～平成30年２月15日(木) 

 ◇第３次選考 

  平成30年２月16日(金)～３月２日(金) 
 

問 申 市子育て支援課  

       45-8120   30-0011  

平成30年度 

『私立幼稚園・認定こども園』園児募集 
 
 平成30年４月から、お子さまを私立幼稚園ま

たは認定こども園に入園希望する方の入園願書受

け付けを開始します。 
 
◆園児募集園 

 ◇認定こども園ふたば文化 

 ◇認定こども園下妻いずみ幼稚園 

 ◇下妻小友幼稚園 
 
◆入園願書受付開始日 

 【10月２日(月)～】 

  ◇認定こども園ふたば文化  

  ◇認定こども園下妻いずみ幼稚園 

 【10月４日(水)～】   

  ◇下妻小友幼稚園  
 
◆入園資格 

 ◇満３歳児 

  平成30年４月２日以降に満３歳になる幼児 

  →４年保育 

 ◇３歳児 

  平成26年４月２日～平成27年４月１日生れ 

  →３年保育 

 ◇４歳児 

  平成25年４月２日～平成26年４月１日生れ 

  →２年保育 

 ◇５歳児 

  平成24年４月２日～平成25年４月１日生れ 

  →１年保育 
 
◆入園手続き 

 入園願書は、各園に用意してあります。各園に 

 より募集内容が異なりますので、詳細は、直接 

 お問い合わせください。園の見学希望やご質問 

 などがありましたら、各園に直接お問い合わせ 

 ください。 

 

問 申 認定こども園ふたば文化 

               44-2346   44-2106 

     認定こども園下妻いずみ幼稚園 

               43-6630   44-9499 

               下妻小友幼稚園 

               44-2810   44-2810 

10月は土地月間です 

～土地取引の後には届け出を～ 
 
10月は、土地に関するさまざまな普及啓発活動

を行う｢土地月間｣です。 

一定面積以上の土地取引を行った場合、国土利用

計画法に基づき、権利取得者(譲受人)は、契約締結

日から２週間以内に市役所企画課(本庁舎２階)に届

け出を行う必要があります。  

詳細は、市ホームページをご覧になるか、お問い

合わせください。 
 

問 市企画課 43-8367   43-1960 

ひばりくんの安心・安全コーナー 

｢秋の全国交通安全運動｣実施中 
～反射材 身につけ光らせ 事故減らせ～ 

 

夕暮れ時は、運転者は早めにライトを点灯し、歩行

者や自転車の方は、反射材を着用しましょう。 

市交通安全対策協議会では、市民の皆さまに反射タ

スキと70歳以上の運転者に高齢者マークを無料配布

しています。 

  

◆配布場所 

◇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 

 

問 申 下妻警察署 43-0110 

     市消防交通課 43-8309 

               43-4214 

ごみの出し方｢草・枝葉｣ 
 
 草・葉は土を落とし乾かしてから、せん定した木の

枝は短く切ってから可燃の袋に入れて、口を縛って

出してください。 
 
≪注意≫ 

 草・木の枝などのごみが膨大な量になると、全体の 

 収集に支障が出てしまうため、可能な限り複数回に 

 分けて出すか、｢クリーンポート・きぬ｣へ直接搬入 

 をお願いします。 
 
【ごみ処理施設｢クリーンポート・きぬ｣へ直接搬入す 

 る場合】 

 草は中の見える袋(市販のもので可)に入れ、木の枝 

 などは長さ２ｍ以下(太さ15cm以下)に切り、１人 

 で車から容易に降ろせる程度に束ねてください。 
 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833 



水道水の漏水点検をお願いします 
 

ご自宅の水道管などから漏れた水をで

きるだけ早期に発見するために、ご家庭

で定期的に点検をお願いします。 

 

＜漏水は次の手順により発見できます＞ 

  

１．家にある全ての蛇口を閉める。(トイ 

  レの水が流れていないことも確認) 

 

２．水道のメーターボックスのふたを開 

  け、メーターのパイロット(下図参照) 

  をしばらく見る。 

  

３．パイロットが回転しているときは、 

  水道のメーターから蛇口までの間の 

  どこかで漏水している可能性があり 

  ます。 

  

４．漏水しているときは、メーターボッ 

  クス内にある止水栓を閉めてから、 

  速やかに市の水道指定工事業者に連 

  絡し、修繕をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

※長期間不在となる場合は、トイレの洗 

 浄用レバーが上がったままになり、水 

 が流れ続けている状態になっていない 

 かどうかも確認してください(水が流れ 

 続けている状態になっていると高額な 

 料金となる場合があります) 

  

※漏水修繕などの緊急工事であっても、 

 必ず市の指定を受けた業者による工事 

 をお願いします 

 

問 申 市上下水道課  

               44-5311   44-5312 

区分 給水管口径 減免前(税込) 減免後(税込) 

新設 

13mm 120,000円 115,000円 
20mm 180,000円 170,000円 
25mm 280,000円 270,000円 
30mm 380,000円 370,000円 
40mm 630,000円 620,000円 
50mm 950,000円 940,000円 
75mm 2,050,000円 2,040,000円 

100mm 3,600,000円 3,590,000円 

増径 口径増各種   
口径変更差額 
より5,000円減 

水道加入分担金を一部減免しています 
 

水道加入促進のために、今年度も加入分担金を一部

減免しています。この機会にぜひ安心安全な水道に加

入をお願いします。 
 
◆対象者 ◇新規加入申込者 

     ◇口径変更(増径)申込者 

◆加入分担金 

加入分担金とは、新たに水道に加入する方が支払う

負担金のことです。加入分担金は、水道施設を整備 

する費用の一部になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ※口径変更(増径)とは、既水道加入者が増築、新築 

  などで給水管の口径を大きくすることをいいま 

  す。納付済の加入分担金との差額が発生します 

※工事費は、加入者の負担となります。直接、市の 

 指定工事業者に工事をご依頼ください 

※詳しくは、市役所上下水道課にお問い合わせくだ 

 さい 

◎水道水は、皆さまが安心して使えるよう水道法によ 

 る水質基準に基づき、専門の検査機関で厳しい検査 

 を行っています。 
 

問 申 市上下水道課   

      44-5311   44-5312 

｢県西地区動物愛護フェスティバル2017 

  in結城｣開催 
 

皆さまのご来場をお待ちしています。 

 

◆日時 10月28日(土)午前10時～午後４時 
 
◆会場 結城市けやき南部中央公園 結城市民セン 

     ター  アクロス西側 [結城市中央二丁目２]  
 
◆内容 飼い犬のしつけ方教室、ペットの無料健康相 

    談、動物ふれあいコーナーほか 
 
◆主催 茨城県獣医師会 第９支部 

 

問 結城市役所 生活環境課 

   34-0370   33-1941 

｢消費税軽減税率制度説明会｣開催 

 

 下館税務署では、事業者の方を対象とし

て、消費税の軽減税率制度に関する説明会を

開催します。 

 消費税の軽減税率制度は、平成31年10月

１日からの消費税率の10％への引き上げと

同時に実施されます。 

 軽減対象品目の取り扱いがある消費税の課

税事業者の方だけでなく、例えば、会議費や

交際費として飲食料品などを購入する事業者

の方や、消費税の免税事業者の方も、取扱商

品の適用税率の確認や適用税率ごとの区分経

理など、制度の実施に向けた準備が必要とな

ります。 

 

◆日時 10月18日(水) 

    ◇１回目 午前10時～11時30分 

    ◇２回目 午後１時～２時30分 
 
◆場所 市立図書館 
 
◆対象 事業者  
 

問  下館税務署 法人課税第１部門  
    24-2121(内線1512・1513) 

｢茨城県芸術祭合唱演奏会｣開催 
 
 県西地区の合唱演奏会を開催します。皆さま、お誘

い合わせの上、お出掛けください。 
  
◆日時 10月22日(日)開場 午後１時30分 

            開演 午後２時～ 

◆会場 結城市民文化センター アクロス 大ホール     
    [結城市中央町2-2]  

◆入場券 ◇一般   1,000円 

     ◇高校生以下 500円 
 

問 申 茨城県合唱連盟事務局 
    029-233-1747 

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で下妻に愛着を

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  

   43-8289   43-2112  

        hisho@city.shimotsuma.lg.jp 

 いやどうも下妻 

 https://www.facebook.com/iyadou 

 mo.shimotsuma 

売却区

分番号            
所在 

財産 

種別 
地積(㎡) 見積価格 公売保証金 

妻 

29-4 
下妻丁 宅地 615.67 460万円 50万円 

妻 

29-5 
皆葉 田 937 19万円 5万円 

妻 

29-6 
高道祖 

畑 505 
43万円 5万円 

畑 776 
妻 

29-7 
下栗 畑 656 23万円 5万円 

妻 

29-8 
鯨 田 658 21万円 5万円 

妻 

29-9 
鯨 田 552 14万円 5万円 

不動産公売を実施します 
 
 市では、一般の方も参加できる入札により、市税な

どの滞納処分のため差押をしている財産の公売を実施

します。 
 
◆日時 11月１日(水)午後０時50分(受付開始)～ 

◆場所 市役所本庁舎 ３階 中会議室 

◆公売不動産 下表のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※中止になる場合もありますので、事前にお問い合わ 

 せください 
 
※田畑などの農地の公売に参加するためには、市農業 

 委員会の発行する買受適格証明書が必要になりま 

 す。申請期限は、10月10日(火)です 
 
※公売不動産などの詳細は、市役所収納課(本庁舎１

階)で無料配布している公売広報をご覧ください 
 

問 市収納課 43-8274   44-9411 

mailto:hisyo@city.shimotsuma.lg.jp
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学校名 日程 受付時間 

下妻小学校 
10月17日(火) 
午後１時40分～ 

午後１時～ 

大宝小学校 
10月３日(火) 
午後１時30分～ 

午後１時～ 

騰波ノ江小学校 
10月13日(金) 
午後１時50分～ 

午後１時30分～ 

上妻小学校 
10月４日(水) 
午後１時30分～ 

午後１時～ 

総上小学校 
11月１日(水) 
午後１時20分～ 

午後１時～ 

豊加美小学校 
10月４日(水) 
午後１時30分～ 

午後１時～ 

高道祖小学校 
10月18日(水) 
午後１時30分～ 

午後１時～ 

宗道小学校 
10月18日(水) 
午後１時45分～ 

午後１時30分～ 

大形小学校 10月12日(木) 午後１時～ 

就学時健康診断日程表 
 

平成30年４月に小学校へ入学するお子さまの
健康診断を実施します。 

当日は、着脱のしやすい服装でお越しくださ
い。髪の長いお子さまは、髪をまとめておいて
ください。 

詳しい日程は、市教育委員会から保護者に通
知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

問 市学校教育課 

   44-0740   43-9608 

｢図書館秋の特別上映会｣開催 
 
 図書館秋の特別上映会(映画会)を開催します。 
 
◆日時 10月７日(土)午後１時30分～ 
                              (受付 午後１時15分～) 
◆場所 市立図書館 ２階 映像ホール 
◆上映作品 『ベスト・キッド』(1984/アメリカ/ 
                    日本語吹替え/127分) 
◆内容 管理人は最強のカラテ家？ミヤギ道カラテで 
    コブラ会に立ち向かえ！不良グループ“コブ 
    ラ会”に付け狙われたダニエルは、カラテの 
    達人ミヤギの指導により、少年カラテ選手権 
    でコブラ会と決着をつける！ 
 
※鑑賞料、事前申し込みなどは不要です。お気軽にお 
 越しください 
 

問 申 市立図書館 

     43-8811   43-8855 

日 月 火 水 木 金 土 

１ 
２ 

休館 
３ ４ ５ ６ ７ 

８ ９ 
10 
休館 

11 12 13 14 

15 
16 
休館 

17 18 19 20 21 

22 
23 
休館 

24 
25 
休館 

26 27 28 

29 
30 
休館 

31         

市立図書館 開館カレンダー/10月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※10月９日(月)は、祝日のため午前９時から午後５ 
   時まで開館 
※10月10日(火)は、臨時休館日 
※10月25日(水)は、館内整理日のため休館 
 

問 市立図書館 43-8811   43-8855 

日 月 火 水 木 金 土 

１ 
２ 

休館 
３ ４ ５ ６ ７ 

８ ９ 
10 
休館 

11 12 13 14 

15 
16 
休館 

17 18 19 20 21 

22 
23 
休館 

24 25 26 27 28 

29 
30 
休館 

31     

ふるさと博物館開館カレンダー/10月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
※10月14日(土)から11月13日(月)まで企画展｢市村 

 緑郎展｣開催(会期中は入館無料) 
 

問 ふるさと博物館 

        44-7111   44-7115 

市立図書館 おはなし会/10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 10月14日(土) 

    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 10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 申 市立図書館 

               43-8811   43-8855 

＜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。お早めにご予約をおとりください。 

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 
● 

31 
● 

  
  

  
  

  

 

  

 

10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。 

10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、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 
 
 

 

 

 

 

10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   43-2933 

内容・対象者 
(平成30年3月31日現在の年齢) 

健診料金 自己負担額 

胃バリウムセット健診 
(健康診査＋胃バリウム検診) 
 ◇30～39歳まで(保険証不問) 

 ◇40～75歳未満(国保加入者) 

12,419円   2,000円 

健康診査のみ 
 ◇39歳以下(保険証不問) 
 ◇40～75歳未満(国保加入者) 

7,559円   1,500円 

胃バリウム検診のみ 
 ◇30～75歳未満(保険証不問) 

4,860円   500円 

健診項目 健診料金 自己負担額 

肺がん・結核検診 1,404円   
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) 
2,376円   500円 

肝炎ウイルス検査 

(40歳以上の未実施者) 
3,240円   500円 

大腸がん検診 

(30歳以上) 
1,728円   300円 

胃がんリスク検査 
(胃バリウム検査受診か

つ40～70歳の５歳刻

みの年齢) 

2,700円   1,500円 

平成29年度内最後の｢胃バリウムセット健診｣

｢胃バリウム検診｣の予約受け付け開始 
   
 胃バリウムセット健診は、｢健康診査｣と｢胃バリウム検
診｣が同時に受けられる健診です。両方ご希望の方は、ぜ
ひ｢胃バリウムセット健診｣を予約し、快適に健診をお受
けください。 
 平成30年３月までの健診は、これで最後となります。
まだ健診がお済みでない方は、ぜひ受診してください。 
 
◆予約受付期間 10月２日(月)～31日(火) 
        ※定員になり次第締め切り 
◆健診日 11月19日(日) 
◆会場 下妻保健センター 
◆時間 ①午前７時～ ②午前８時～  
    ③午前９時～ ④午前10時～ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 ※ご希望であれば、次の検診も一緒に受診できます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
※健康診査のみ希望の方は、11月18日(土)の集団健診で 
 も予約なしで受診できます 
 ◇受付時間 午前９時30分～11時30分 
       午後1時30分～３時 
 

問 申 市保健センター  

      43-1990   44-9744 



日にち 内容 
10月27日(金) ハローウィン 
11月24日(金) ゲーム遊び＆好きな遊び 
12月22日(金) クリスマス会 

平成30年１月26日(金) 節分のお面作り＆好きな遊び 
２月23日(金) からだを動かしてあそぼう！ 
３月23日(金) お別れ会＆好きな遊び 

子ども・親同士のふれあいの場 

｢ひまわり会｣へ遊びにきませんか 
 
 広い場所で思いっきり体を動かして、みんなで一

緒に楽しく遊びませんか。 

 子育ての相談にも応じます。どなたでも、お気軽

にお越しください。 
 
◆日程 

 

 

 

 

 

 
 
◆時間 午前10時～11時30分 

◆場所 リフレこかい 多目的ホール 

◆対象 乳幼児・保護者(祖父母の方も大歓迎です) 

◆参加料 無料 ※飲み物は各自ご持参ください 
 

問 更生保護女性会 子育て支援教室｢ひまわり会｣ 

    43-2551(木瀬) 
        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   44-0559 

不動産鑑定士による 

｢不動産無料相談会｣開催 
 
 不動産の価格などのご相談に、不動産鑑定士が

無料でお応えします。 
 
◆日時  

【水戸会場】      

◇日時 10月２日(月)午前９時30分～正午 

◇場所 茨城県開発公社 １階 中会議室 

[水戸市笠原町978-25] 

【日立会場】     

◇日時 10月３日(火)午前10時～正午 

◇場所 日立シビックセンター ５階 501号室 

    [日立市幸町1-21-1] 

【つくばみらい会場】  

◇日時 10月５日(木)午前９時30分～正午 

 ◇場所 みらい平コミュニティセンター ２階 研 

     修室１ 

     [つくばみらい市紫峰ヶ丘4-4-1] 

【土浦会場】      

◇日時 10月６日(金)午前９時30分～正午 

◇場所 県南生涯学習センター ５階 小講座室１ 

[土浦市大和町9-1] 

◆申込方法 当日会場にてお申し込みください。 
 

問 茨城県不動産鑑定士協会 

029-246-1222   029-246-1221 

期日 時間 場所 

10月17日(火) 
 午前10時 

～午後４時 
常総市役所石下庁舎  

第２会議室 

10月21日(土) 
 午前10時 

～午後４時 
常総市役所水海道庁舎  

市民ホール 

10月21日(土) 
 午前10時 

～午後３時 
筑西市立中央図書館 

 ボランティア活動室 

10月は｢行政書士制度広報月間｣です 
 

県行政書士会では、行政書士制度を広く知って

もらうために、10月を広報月間と定め、無料相談

会を開催します。 
 
 

 

 

 

 

 
 
◎相談料無料、事前予約は不要です。 
 

問 茨城県行政書士会 県西支部  

       25-2919   24-5729 

｢難病フェスタ2017｣開催 
 

茨城県難病団体連絡協議会では毎年、県民の方

への啓発事業として｢難病フェスタ｣を行っていま

す。今年も下記のとおり開催します。ぜひご参加

ください。 
 
◆日時 10月29日(日)午後０時30分～４時 

                                (受付 正午～) 

◆場所 茨城県総合福祉会館 コミュニティホール 

            [水戸市千波町1918] 

◆参加費 無料 

◆内容  

 ◇講演｢血管系難病にならないために『いろい 

  ろ』考えてみよう｣ 

  慶友会つくば血管センター長 岩井 武尚 氏 

◇患者体験発表 

 ・全国MS(多発性硬化症)友の会茨城支部 

 ・日本リウマチ友の会茨城支部 

◇アトラクション(バルーンアート、大正琴) 

 ◇医療などの相談コーナー 
 

問 申 茨城県難病団体連絡協議会 

         029-244-4535 

          029-244-4535 

未就学児の保護者の方へ 

ふるさと交流館｢リフレこかい｣で遊ぼう 
 

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。 

室内遊具を用意しお待ちしています。ぜひこの

機会にご利用ください。 
 
◆開催日 10月２日(月)、９日(月・祝) 、 

     12日(木)、16日(月)、23日(月)、 

     26日(木)、30日(月) 
 
◆開催時間 午前９時～正午 
 
◆利用規則 原則、保護者１人につきお子さまは 

      ２人まで 
 
※ご来場の際は、必ず保護者の方の同伴をお願い 

 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   30-0070 警戒、悪質な土砂の搬入にご注意を 
 

市町村や県の許可を得ないで土砂を山のようにた

い積したり、発生場所が分からない粗悪な建設残土

で土地を埋め立てるなど、悪質な土砂の搬入事案が

県内で多発しています。 

こうした行為の責任や土砂の処理費用の負担は、

業者(行為者)だけではなく土地所有者(管理者)にも及

ぶことがあり、莫大な損害を受けることになりま

す。 

被害に遭わないよう、自分の土地は自分で守りま

しょう。 

 

◆防止策 

◇業者から、無料で土地を埋め立てるなどの“う 

 まい話”があっても、安易に土地を貸さない。 
 
◇業者や事業の内容を確認し、不明な点は書面で 

 提出させる。 
 
◇自分だけで判断せず、周囲の方や市町村、県に 

 相談する。 
 
◇土地を定期的に見回る。侵入防止策や警告掲示 

 板を設置する。 

  

 ※不法投棄禁止の警告掲示板は市役所生活環境課 

  (本庁舎２階)において無料で配布しています 

 

 ◎｢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   44-7833 

   休日・夜間は下妻警察署 43-0110 

市土砂等埋立審査会の開催日 
 

４月より｢市土砂等による土地の埋立、盛土及びた

い積の規制に関する条例｣に基づく｢市土砂等埋立審

査会｣の開催日を下記のように運用していますので、

ご注意ください。 

 

◆申請書提出期限 

毎月15日、午後５時15分まで(15日が閉庁日の場 

合は、14日以前の開庁日) 
 
◆審査会開催日 申請月の翌月15日以降 

 

問 市生活環境課  43-8234   44-7833 

若者の｢就職したい｣を応援します 
 
いばらき県西若者サポートステーション(通称サ

ポステ)は、相談支援から本人に合わせたさまざま

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。平成28年度は、相談件数が延べ1,163

件、セミナー受講者数は延べ968人に上り、たく

さんの方が利用しています。 

まずは、お気軽に出張相談会にご参加くださ

い。 
 

◆日時 10月５日(木)、19日(木) 

    11月２日(木)、16日(木) 

各日 午前10時～午後０時30分 
 
◆場所 ハローワーク下妻内 サポステ専用ブース 
 
◆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 
 
◆対象者 就職で悩んでいる15～39歳の若者、 

     その保護者または関係者 
 
◆申込方法 前日までにサポステに電話または 

       メールで予約 
 

問 申 

いばらき県西若者サポートステーション 

〒308-0845 [筑西市西方1790-29] 

54-6012   54-6013 

火～土曜日 午前10時～午後６時 

※祝日を除く 

 hola@iw-saposute.org 
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日にち 場所 

10月27日(金) 下妻公民館 ２階 大会議室 

11月２日(木) 
下妻保健センター 

10日(金) 

17日(金) 

下妻公民館 ２階 大会議室 

24日(金) 

12月１日(金) 

８日(金) 

15日(金) 

『はつらつエクササイズ教室』参加者募集  
 
 普段、運動をする機会の少ない方、体重増加が

気になる方。音楽に合わせて運動をしながら楽しく

インナーマッスルを鍛えて基礎代謝をあげましょ
う。初めての方大歓迎です。  
 
◆講師 フィットネスインストラクター  

   篠原 由希子 氏  
◆内容 スローエクササイズ＆ボディメンテナンス 

◆日にち・場所 ※全８回 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆時間 午前10時～11時30分 
◆受講対象 市内在住・在勤の方  

◆募集人数 30人 

◆参加費 １人当たり 680円(保険料)  
◆持ち物 ヨガマット(バスタオルなど)、室内履 

      き、タオル、飲物  

◆申込締切 10月20日(金)まで 

      ※定員になり次第締め切り 

◆申込方法 市役所生涯学習課(千代川庁舎２階)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します  
 

問 申 市生涯学習課  

            45-8997   43-3519 

しもつまハロウィン2017 

『仮装コンテスト・仮装パレード』参加者募集 
 
 しもつまハロウィン2017では、仮装コンテスト

と仮装者によるパレードを行います。 

 お子さまとの記念や友達との思い出になるよう仮

装して、いつもと違う｢非日常｣を楽しんでみません

か。世界が変わって見えるかも。皆さまのご参加を

お待ちしています。 
 
◆日時 10月29日(日)午前10時～午後４時 

◇Waiwai仮装コンテスト  

 午前10時30分～正午(予定) 

    ◇Waiwaiパレード  

     午後１時30分～３時(予定) 
 
◆場所 Waiwaiドームしもつま 
 
◆募集内容 

 ①Waiwai仮装コンテスト ＋ Waiwaiパレード 

  ◇募集数 20グループ 

◇参加費 1,000円(グループ単位) 

②Waiwaiパレードのみ 

  ◇募集数 50グループ 

◇参加費 500円(グループ単位) 

※１グループあたり５人を上限(参加費は保険料他) 

 ※募集数を超えた場合は、抽選となります 

※パレードは雨天中止 

※仮装コンテスト、パレードに当日参加はできま 

 せん(要事前申し込み) 

※参加申込者は、下妻市観光交流センター｢さん歩

の駅サン・ＳＵＮさぬま｣で特典が受けられます 

※仮装コンテスト、パレードに参加しない場合 

 は、入場無料です 
 
◆申込方法 

 参加申込書に必要事項を記入の上、下妻市観光協 

 会にお申し込みください。 

※参加申込書は、下妻市観光協会(市役所千代川庁 

 舎 １階 商工観光課内)、または下妻市観光協会 

 ホームページからダウンロードできます 

 ※参加における注意事項をご確認の上、お申し込 

  みください 
 
◆申込期限 10月11日(水)午後５時まで ※必着 
       

問 申 下妻市観光協会(市商工観光課内)  

        44-8098   44-6004   

婚活情報 

｢カレー作り＋ときめきパーティーin下妻｣ 

開催 
 

料理を通して、すてきなお相手を見つけません

か。ご結婚やお付き合いを希望されている方は、ぜ

ひともご参加ください。 

 

◆日時 10月22日(日)午前10時～午後５時 

◆場所 千代川公民館[鬼怒230] 

◆対象 独身男女25～45歳 各15人  

    ※応募多数の場合は抽選 

◆参加費 男性 3,000円 女性 1,000円 

◆申込期間 10月２日(月)～11日(水) 

◆申込方法 電話申し込み 

       

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) 

090-7010-7295(片岡) 

電話受付時間 正午～午後７時 

 48-3586 

『第一種電気工事士技能試験の 

受験対策』受講生募集 
 
◆実施日 11月12日(日)、19日(日)、26日(日) 

各日 午前９時～午後５時 

◆実施場所 茨城県立筑西産業技術専門学院 

◆定員 15人 

    ※申込者が定員を超えた場合は抽選 

◆申込締切 10月18日(水)まで ※必着 

◆受講料 2,980円 

◆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①講座名 ② 

 氏名 ③年齢 ④住所 ⑤電話番号 ⑥職業を記入し 

 郵送。 

◆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、受講手続きを行ってください。 

 

問 申 

茨城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   25-6071 

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

 usansen/kunren/index.html 

下妻市ビーチボールバレー連盟 

｢審判講習会｣は中止になりました  
 

 10月１日(日)に市立総合体育館で予定していた審

判講習会は、中止となります。 

 ご不明な点は、お問い合わせください。 
 

問 市ビーチボールバレー連盟事務局 

   090-4074-6659(山本)   44-3153 

砂沼フレンドリーフェスティバル 

『フレンドリーカップテニストーナメント』 

参加者募集 

 

◆開催日時 10月22日(日) ※雨天中止 

午前８時30分集合 

午前９時試合開始(予定) 

◆場所 砂沼サンビーチ テニスコート 

◆参加費 3,000円(１組) ※当日集金します 

◆種目 ミックスダブルス 

◆試合形式  

 トーナメント方式(コンソレーション有り) 

 全試合６ゲーム先取(ノーアドバンテージ) 

◆募集組数 32組(64人)  

      ※定員になり次第締め切り 

◆申込方法 

 参加者の氏名、代表者の住所、電話番号、所属名 

 を記入し、下記のメールアドレスまたはFAX宛に 

 お申し込みください。 

  sff@seinenbu.jp 

  43-3168 

 ※電話での参加申し込みは受け付けません 

 

問 砂沼フレンドリーフェスティバル実行委員会(市 

   商工会内) 43-3412   43-3168 

｢ポピーの種まき＆ 

 さつまいも掘り大会｣開催 
 

鬼怒フラワーラインでは、毎年５月に50万本のポ

ピーを咲かせています。 

秋も深まり、今年も来春に向けてポピーの種まき

大会を開催します。また、種まき大会に合わせ、さ

つまいもの収穫祭と試食会を兼ねたさつまいも掘り

大会を開催します。焼きいもの試食や温かい豚汁を

用意しています。 

花と一万人の会の｢ちょっとすてきなまちづくり｣

に参加してみませんか。 
 
◆日時 10月15日(日)午前９時～ 
 
◆場所 鬼怒フラワーライン(鬼怒川左岸大形橋上流 

    河川敷) 
 
◆持参物 軍手、長靴 

     ※さつまいも堀り用の袋は、花と一万人 

       の会で準備します 
 

問 申 花と一万人の会事務局(市都市整備課内) 

        43-8356   43-2945 



『市長杯・市民グラウンドゴルフ大会』 

参加者募集  
 

◆日時 10月25日(水)午前8時30分～ 

   ※雨天の場合26日(木) 
 
◆会場 千代川緑地公園 
 
◆参加資格 60歳以上の市内在住・在勤者 
 
◆試合方法 ◇個人戦 

◇32ホールストロークマッチプレー 
 
◆参加費 １人 1,000円(弁当代を含む) 
 
◆申込方法 

 ３人以上のグループ単位で、参加費を持参の上、 

 下記までお申し込みください。 
 
◆申込先 

◇市役所千代川庁舎 ２階 生涯学習課 

※土・日曜日、祝日を除く 

◇千代川運動公園 ふれあいハウス 

※月曜日を除く 

受付時間 いずれも午前８時30分～午後５時 
 
◆申込締切 10月11日(水)午後５時まで 

 

問 市グラウンドゴルフ協会 

 43-4045(大山)   43-4045(大山) 

下妻市イベント情報 10～12月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※天候・交通事情などにより、イベントの時間・場所・内容が変更になる場合がありますので、ご了承ください  

開催日程 イベント・事業名 開催場所 問い合わせ 
10月２日(月) 
10時30分～正午 

みんなであそぼう！～遊びの広場～ Waiwaiドームしもつま 
保健センター  
43-1990 

10月６日(金) 
午後１時30分 

～３時30分 

下妻市ヘルスメイト公開講座 

もしもに備える食～災害時でもいつもの食事を～ 
千代川公民館 

保健センター 

43-1990 

10月実施予定 全国地域安全運動キャンペーン 未定 
消防交通課  
43-8309 

10月13日(金) 
午後1時30分～ 青少年健全育成市民大会 千代川中学校体育館 

生涯学習課  
45-8995 

10月13日(金) 
午後１時30分～ 

交通安全母の会ポスターコンクール表彰式 千代川公民館 
消防交通課  
43-8309 

10月14日(土) 

午前８時30分～ 
ちよかわ幼稚園運動会 ちよかわ幼稚園 

ちよかわ幼稚園 
43-7585 

10月14日(土) 
～11月13日(月) 

企画展｢市村緑郎展｣ ふるさと博物館 
ふるさと博物館 
44-7111 

10月15日(日) 

午前9時～ 
ポピーの種まき＆さつまいも掘り大会 

鬼怒フラワーライン(鬼怒川左

岸大形橋上流河川敷) 
都市整備課  
43-8356 

10月21日(土) 
22日(日) 

しもつま砂沼フェスティバル 

 ◇21日(土) 午前10時～午後4時 

 ◇22日(日) 午前10時～午後3時30分 
砂沼サンビーチ 

商工観光課  
45-8993 

10月22日(日) 

秋のWaiwaiわい！まつり 

 ◇カフェ＆プチマルシェ・床絵 午前11時～ 

 ◇シンポジウム 午後1時30分～ 

 ◇ジャズライブコンサート 午後５時～ 

Waiwaiドームしもつま 

都市整備課  
45-8128 
Waiwai ド ー ム

しもつま 
49-8884 

10月22日(日) 
～11月23日(木・祝) 

下妻市文化祭 
市民文化会館、下妻公民館、

総合体育館、千代川公民館、

大宝八幡宮、砂沼庵(観桜苑内) 

生涯学習課  
45-8996 

10月30日(月) 
～11月23日(木・祝) 

下妻市菊まつり 大宝八幡宮 
商工観光課  
44-0732 

11月１日(水) 

～30日(木) 
男女共同参画社会に関する川柳・標語展 市立図書館 ２階 ギャラリー 

市民協働課  
43-2114 

11月３日(金) EV・PHEV・FCVサーキット試乗会 筑波サーキット 
生活環境課  
43-8234 

11月４日(土) 
午前10時～11時 

男女共同参画推進啓発活動 市立図書館 １階 出入口付近 
市民協働課  
43-2114 

11月10日(金) 
午前9時 

～午後3時10分 
市内小中学校音楽会 下妻市民文化会館 

下妻中学校  
43-3961 

11月11日(土) 

午前９時～ 
下妻地区自転車安全運転ジュニア大会 下妻市立総合体育館 

消防交通課  
43-8309 

11月12日(日) 

午前9時～ 
秋季火災予防運動広報パレード 市内全域 

消防交通課  
43-2119 

11月14日(火) 
午前10時～ 

下妻市戦没者追悼式 下妻市民文化会館 
介護保険課  
45-8123 

11月19日(日) 
午前8時15分～ 

砂沼マラソン大会 砂沼広域公園 
砂沼サンビーチ 

生涯学習課  
45-8997 

11月26日(日) 
午前9時30分～ フィールド遊びと芋煮会 小貝川ふれあい公園 

ネイチャーセンター前 
生涯学習課  
45-8995 

11月26日(日) 
午後２時～４時 

｢笑って健康に！｣ 

～立川らく朝のヘルシー落語講演会in下妻～ 
千代川公民館 

保健センター  
43-1990 

11月26日(日) 
LOVE TRAIN常総～友達からでもいいですか～ 

in Waiwaiドーム 
Waiwaiドームしもつま 
ビアスパークしもつま 

市民協働課  
43-2114 

12月1日(金) 
年末の交通事故防止県民運動に伴う街頭キャンペー

ン、広報パレード、セーフティロードの日・立哨 
街頭キャンペーン (本宿交差

点・宗道十字路) 
消防交通課  
43-8309 

12月3日(日) 

午後3時～ 
下妻市人権教育講演会 下妻市民文化会館 

指導課  
44-0746 

12月実施予定 年末年始犯罪抑止・飲酒運転根絶キャンペーン 未定 
消防交通課  
43-8309 

｢茨城ひきこもり支援フォーラム｣開催 

 

不登校・ひきこもりには、必ず解決の道があ

ります。まずは、勇気を出して相談することか

ら始めませんか。フォーラムでは、最初にひき

こもりの若者の体験談を聞き、その後、県内の

たくさんの支援団体による個別合同相談会を実

施します。 

 １人で悩まずに、一緒に解決の道を探しま

しょう。 

 

◆日時 10月５日(木) 

 ◇第１部 ひきこもりを体験した３人の若者 

      の体験発表 

午後１時～１時50分 

 ◇第２部 支援団体による個別合同相談会 

午後２時～４時30分 
 
◆場所 県西生涯学習センター １階 レッスン室  

    [筑西市野殿1371] 
 
◆相談料 無料 

 

問 一般社団法人アイネット 22-2441 

 火～土曜日 午前11時～午後６時 

学生の皆さまへ 

就職面接会を開催します 

  

 大学院・大学・短大・専修学校など(高校は除

く)の平成30年３月卒業予定者および既卒未就

職者(おおむね卒業後３年以内)を対象に、県内

企業を集めた｢大好きいばらき就職面接会(後

期)｣を開催します。 

 事前申し込み不要、参加費無料です。履歴書

を複数枚お持ちください。詳しくは、お問い合

せください。 

 

◆開催日時および場所 

 【土浦会場】10月16日(月)  

       ホテルマロウド筑波 

       [土浦市城北町2-24] 
  
 【水戸会場】10月24日(火)  

       ホテルレイクビュー水戸 

       [水戸市宮町1-6-1] 
 
 ◇午前の部 午前10時～正午 

 ◇午後の部 午後1時30分～3時30分 

 

問 県労働政策課 029-301-3645(直通) 

           029-301-3649 

｢茨城県畜産センター公開デー｣開催 
 

畜産への関心を高め、理解を深めてもらうための

イベントを開催します。敷地内の国土地理院のパラ

ボラアンテナ見学会も同時開催です。ぜひご来場く

ださい。 
 
◆日時 10月21日(土)午前10時～午後３時 

            ※雨天決行 
 
◆会場 茨城県畜産センター[石岡市根小屋1234] 
 
◆内容 研究紹介、畜産ミニ講座、ふれあい牧場、 

    バター作り体験、農畜産物の試食販売など 
 
◆入場料 無料 
 
◆HP・Facebook 

 ｢茨城県畜産センター｣で検索してください。 

(http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/nourinsu 

 isan/chikuse/) 
 
※事前申し込み不要 
 

問 申 茨城県畜産センター 企画情報室 

 0299-43-3333 

    0299-43-6392 


