
右のQRコードを読み込むまたはメール 

アドレス(add@mail1.police.pref.ibara 

ki.jp)を直接入力して、空メールを送信 

し、返信メールにしたがって手続きして 

ください。 

問 ＝問い合わせ先 申 ＝申込先 ＝電話番号   ＝ファックス番号    ＝メールアドレス    ＝ホームページ  凡例 
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６月23日～29日は 

｢男女共同参画週間｣です 
 

男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭

で、それぞれの個性と能力を発揮できる｢男女共同

参画社会｣を実現するためには、政府や地方公共団

体だけでなく、国民の皆さま一人一人の取り組みが

必要です。 

私たちの周りの男女のパートナーシップについ

て、この機会に考えてみましょう。 
 

◆男女の人権の尊重 

男女差別や暴力をなくし、１人の人間として能 

力を発揮できる機会をつくろう 

◆役割分担意識の改革 

｢男は仕事、女は家庭｣などの固定的な役割分担 

意識にとらわれず、男女がさまざまな活動に参 

加できる社会を目指そう 

◆家庭生活と他の活動の両立 

男女対等な家族の構成員として協力し合い、社 

会の支援を受けながら、仕事や学習・地域活動 

などに参加しよう 

◆立案・決定への共同参画 

男性も女性も、あらゆる分野における政策など 

の立案・決定ができる機会に参加しよう 
 
◎平成30年度 男女共同参画週間キャッチフレーズ 

｢走り出せ、性別のハードルを越えて、今｣ 

◎平成29年度 市男女共同参画川柳・標語作品 

◇小学生の部  

｢それいいね お互い認め 広がる笑顔｣ 

◇中学生の部 

｢男女共同 心つなげて 笑顔広げて｣ 

 

問 市民協働課 43-2114   43-1960  

光化学スモッグにご注意を 
 
◆発生しやすい気象条件 

気温が高いとき、日差しが強いとき、風が弱いと 

き(特に真夏日は注意が必要です) 

◆注意報が発令されたら 

◇目や喉に刺激を感じたら、洗眼やうがいをし、県 

 西県民センターまたは市へ連絡してください。 

◇ぜんそくなどの呼吸器疾患や体調がすぐれない方 

 は、外出しないでください。 

◇保育園、幼稚園、学校などでは屋外運動を中止し 

 てください。 

◇学校、病院などでは窓を閉めてください。 

◎県では、光化学スモッグ情報について、携帯電話 

 やパソコンへのメールを配信しています。 

【登録方法】 

 県ホームページから環境対策課の光化学スモッ 

 グ・PM2.5情報配信の登録ページ(http://www. 

 taiki2.pref.ibaraki.jp/koukagakusmog/)へア 

 クセスしてください。(通信費は自己負担) 
 

問 
県環境対策課 029-301-2961 

県西県民センター 環境・保安課 24-9134 

市生活環境課 43-8234   44-7833 

不法投棄110番 
 
産業廃棄物の丌法投棄・焼却、丌適正な土砂の盛

土などを見かけたら、情報提供をお願いします。 
 

問 
県丌法投棄110番(フリーダイヤル) 

0120-536-380 

県丌法投棄対策室 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 

※休日や夜間は、下妻警察署 43-0110 

自動車税の納税はお済みですか 
 
 平成30年度の自動車税の納期限は、５月31日

(木)です。納期限を過ぎると、納める税額のほかに

延滞金も併せて納めることになります。納めない場

合には、財産(預金、給不、自動車・丌動産など)の

差し押さえなど、滞納処分を行うことになりますの

で、注意してください。納税がお済みでない方は、

至急納めるようお願いします。 

※詳しくは、お問い合わせください 
 

問  

茨城県筑西県税事務所 収税第一課・収税第二課 

24-9190・9157   25-0650 
｢水防訓練｣開催 

 
｢第59回鬼怒・小貝水防連合体水防訓練｣が下妻

市で開催されます。 

この訓練は、出水期にあたり消防団の士気と作業

能率の向上を図るとともに、住民の水防に対する協

力と理解を深めることを目的としています。 
 

◆日時 ７月１日(日)午前８時～ ※雨天決行 

◆場所 小貝川ふれあい公園 スポーツゾーン 

◆主催 鬼怒・小貝水防連合体(下妻市、常総市、つ 

    くば市、つくばみらい市、八千代町) 

※当日は、訓練作業上、会場付近の堤防上の道路が 

 一時通行止めとなります。ご理解ご協力をお願い 

 します 
 

問 市消防交通課 43-2119   43-4214  

架空請求のはがきにご注意を 
 
最近、架空請求のはがきについての相談が急増しています。 

｢訴訟｣、｢差し押さえ｣、｢裁判所｣といった丌安をあおる言葉を並べ、裁判の取り下げには電話をするよう記載

されています。もし、記載の電話番号に連絡してしまうと、相手は巧みに個人情報を聞き出し、お金を請求する

などの要求をしてくる可能性があります。 

次のようなはがきが届いたときは、むやみに連絡せず、無視するか、市消費生活センターへご相談ください。 
 

【はがき例】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記に類似したはがきが送られてくるケースもありますので、ご注意ください 
 

問 市消費生活センター 44-8632   44-9370 

   市商工観光課 45-8993   44-6004 

ひばりくんの安心・安全コーナー 

電話をかける前にまず相談～消費料金に関する最終通告告知はがきにご注意を～ 
 

市内では、４月下旬ごろから｢消費料金未納に関する最終通告告知｣のはがきが多数届いています。 

※配信登録用QRコード 

◆｢ひばりくん防犯メール｣登録方法 

 

  

 

 

 

◆このようなはがきが届いたら 

◇家族で確認、身に覚えがなければ無視する 

◇書かれている電話番号に電話をかけない 

◇丌安に感じたら、家族や警察に相談する 
 
◎警察では、皆さまの身近に発生する犯罪など 

 の情報を｢ひばりくん防犯メール｣で配信して 

 います。 

問 下妻警察署 43-0110 

※茨城県警ホームページ(https://www.pref.ibaraki.jp/ke 

 nkei/)からも登録できます 



無料電話相談｢女性の権利110番｣開催 
 
 女性の権利一般に関する諸問題に詳しい弁護士

が、対処の方法や正しい法律知識を提供し、適切な

アドバイスを行います。 
 
◆日時 ６月28日(木)午後１時～３時 

◆内容 

 ドメスティック・バイオレンス、ストーカー、セ 

 クシュアル・ハラスメント、職場における差別、 

 離婚に関する問題などの相談 

※相談料は無料、電話料金は自己負担 

◆電話番号 029-232-1070 

      029-232-1071 
 

問 茨城県弁護士会 029-221-3501    

            029-227-7747  

〝みんなの研ぎやさん〟による 

｢刃物研ぎボランティア｣開催 
 
ボランティアサークル〝みんなの研ぎやさん〟

が、家庭でお使いの包丁を研磨して、切れ味抜群の

包丁に蘇らせます。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

く料理をしましょう。 
 

◆日時 ６月22日(金)午後１時～２時30分 

◆会場 JA常総ひかり(旧)騰波ノ江 
 

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   44-0559 

職種 年齢 受験資格 

消防職 
平成２年４月２日～平成13年４

月１日に生まれた人 
学歴丌問 

項目 男性 女性 

身長 おおむね160cm以上 おおむね150cm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 

試験 日時 内容 

第１次 

試験 

９月16日(日) 

午前８時30分 

～午後２時30分予定 

(受付 午前８時～) 

◇科目 教養試験、適性検査、小 

    論文 

◇会場 古河市役所総和庁舎 

    [古河市下大野2248] 

◇持参品 受験票、筆記用具 

第２次 

試験 

10月21日(日) 

午前８時30分 

～正午予定 

(受付 午前８時～) 

◇科目 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) 

    [古河市前林1953-1] 

◇持参品 受験票、運動着、運動 

     靴、体育館シューズ 

第３次 

試験 
11月上旬(予定) 

◇科目 面接試験 

◇会場 未定 

『消防官』募集 
 

平成31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10人程度 
 
◆受験資格 

 

 

 

※受験資格に該当する人であっても、次の項目に該当する人 

 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９日(月)～８月３日(金) ※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、下妻消防署、坂東消防署、総 

 和消防署、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 

婚活情報 

｢BBQ＋ときめきパーティーin下妻｣開催 
 

すてきなお相手を見つけませんか。結婚やお付き

合いを希望している方は、ぜひ参加してください。 
 
◆日時 ７月29日(日)午前11時～午後５時 

          (受付 午前10時30分～) 

◆場所 ビアスパークしもつま [長塚70-3] 

◆対象 独身男女45歳まで 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 ７月９日(月)～18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) 

090-6122-5677(長屋) 

※電話受付時間 正午～午後７時 

 48-3586 

｢下妻AILE吹奏楽団 定期演奏会｣開催 
 

下妻AILE吹奏楽団では、第１回目の定期演奏会を開

催します。 

吹奏楽らしい曲から定番の歌謡曲まで、楽しい曲を

用意してお待ちしています。未就学児の鑑賞も大歓迎

です。ぜひ遊びにきてください。 
 
◆日時 ７月１日(日)午後１時30分～３時30分 
 
◆場所 千代川公民館 大ホール [鬼怒230] 
 
◆入場料 無料 

 

問 申 下妻AILE吹奏楽団 

 090-6924-4502(遠藤) 

福祉・介護職場就労相談会 
 
茨城県福祉人材センターでは、福祉・介護の

仕事に関する相談会を定期的に実施していま

す。具体的な仕事内容や福祉の資格について

など相談できます。 

相談は無料ですが、予約のある方を優先しま

す。お気軽にご参加ください。 
 

◆日時 毎月第２木曜日  

    午後１時～３時15分 

◆会場 ハローワーク下妻[古沢34-1] 

◆参加方法 ハローワーク下妻まで予約して 

       ください。 43-3737 

◎そのほか、県内各ハローワークでも実施し 

 ています。各ハローワークの開催日時など 

 は、茨城県福祉人材センターまでお問い合 

 わせください。 
 

問 茨城県福祉人材センター 

   029-244-4560    

    029-244-4543 

『戦没者遺児による 

 慰霊友好親善事業』参加者募集 
 

日本遺族会では、｢戦没者遺児による慰霊友

好親善事業｣の参加者を募集しています。 

本事業は、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。 
 

◆参加費用 10万円 

◆参加資格 

 戦没者の遺児(平成29年度参加者を除く) 

◆実施地域 

旧ソ連、ビスマーク諸島、東部ニューギニ 

ア、西部ニューギニア、北ボルネオ・マレー 

半島、マリアナ諸島、トラック・パラオ諸 

島、フィリピン、ソロモン諸島、ミャン 

マー・タイ、台湾・バシー海峡、マーシャ 

ル・ギルバート諸島、中国 

◆申込方法 

 市役所介護保険課窓口(第二庁舎２階)で申請 

 書を記入し、お申し込みください。 

※日程などの詳細は、日本遺族会事務局にお 

 問い合わせください 
 

問 申  

日本遺族会事務局 

03-3261-5521   03-3261-9191 

市介護保険課 45-8123   30-0011 

地区名 散布区域(次の区域のうち一部を除く) 

上妻 
黒駒、柴、江寺山西、平方、尻手、渋井、桐

ケ瀬、赤頇、前河原、大宝沼、大木木田川 

騰波ノ江 
若柳、下宮、中郷、宇坪谷、数頇、下田、貝

越、筑波島 

大宝 
大宝、北大宝、比毛、福田、大宝沼、木田川

(平川戸・横根・坂井・堀篭・大串) 
下妻 小島(四体仏・谷原田・下浜) 
総上 袋畑(美畑・久保田)、古沢(高柴原・沢畑) 

豊加美 
加養、亀崎、新堀、肘谷、樋橋、山尻、谷田

部、柳原 

宗道 
田下、下栗(白鳥)、本宗道、宗道、原(原東・

新田浦・宗道前原・中谷原・柳町)、羽子東、

見田、唐崎、長萱、伊古立 
蚕飼 大園木、鯨 

イネ縞葉枯(しまはがれ)病対策 

無人ヘリコプターによる航空防除実施 
 

６月21日(木)、近年被害が拡大しているイネ縞葉枯

(しまはがれ)病対策のため、無人ヘリコプターによる

水稲への農薬散布を実施します。ご理解ご協力をお願

いします。 
 
◆散布区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆散布実施日 ６月21日(木) ※雨天順延 
 
◆散布予定時間 午前４時30分～正午ごろ 
 
◆散布概要 

◇使用農薬 MR.ジョーカーEW(殺虫剤) 

◇有効成分 シラフルオフェン 

◇使用量 水田10ａあたり0.8ℓの割合で散布します 

◇対象病害虫 ヒメトビウンカ 

※この薬剤は、人畜および魚類などに対する心配はあ 

 りません 

 

問 茨城県西農業共済組合 損防課 

    30-2914   30-2920 
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｢叢々会(そうそうかい) 油彩画展｣開催 
 

貸しギャラリーによる展覧会を開催します。 
 
◆期間 ６月21日(木)～24日(日) 

◆開館時間 午前９時～午後４時30分 

※最終日は午後４時まで 

◆内容 油彩画 
 

問 ふるさと博物館  

   44-7111   44-7115  

『青少年国際交流キャンプ』参加者募集 
 
 公益財団法人国際青少年研修協会では、｢青少年

国際交流キャンプ｣の参加者を募集しています。 

 全国から集まる友達とキャンプ生活や富士登山

などの野外活動を共にしながら友情を深め、｢仲間

づくり｣｢チャレンジ｣の大切さや友達と協力し助け

合う楽しさを学びませんか。 
 
◆期間 ７月31日(火)～８月４日(土)(４泊５日) 

◆場所 静岡県立朝霧野外活動センター 

    [静岡県富士宮市根原１番地] 

◆対象 小学３年生～中学３年生 

◆定員 日本人80人、外国人20人 

◆内容 富士登山、テント生活体験など 

◆参加費 59,000円(東京駅発の場合) 

◆申込締切 ７月５日(木)まで 
 
≪募集に伴い、全国各地で説明会を開催します(自 

 由参加、参加無料)≫ 

◆日時 ６月17日(日)午後３時30分～ 

◆場所 国立オリンピック記念青少年総合セン 

    ター [東京都渋谷区代々木神園町3-1] 

    ※ほか全国７カ所で実施 
 

問 申 公益財団法人 国際青少年研修協会 

  03-6417-9721 

  03-6417-9724 

運転免許更新時に 

｢認知機能検査｣を受検できます 
 
 75歳以上の方が運転免許を更新する際には、認知機

能検査が必要です。 

認知機能検査は、自動車教習所などで実施していま

したが、４月２日からは更新時講習会場(初回更新者講

習・違反運転者講習)でも受検できるようになりまし

た。下妻警察署管内では、下妻公民館で受検すること

ができます。 

講習日時や受検予約などについては、お問い合わせ

ください。 
 

問 申 茨城県警察運転免許センター 

                029-240-8150 

          午前８時30分～午後５時15分 

          ※土・日曜日、祝日は除く 

｢子ども新聞を読もう～ 

新聞っておもしろい！｣開催 
 
市立図書館では、｢読売KODOMO新聞｣を使っ

て、新聞の読み方を楽しく学ぶ講座を開催しま

す。ぜひご参加ください。 
 

◆日時 ７月21日(土)午前10時30分～ 

◆講師 読売新聞 水戸支局長兼つくば支局長 

    川辺 隆司 氏 

◆場所 市立図書館 ２階 集会室 

◆対象 小学校４～６年生 

◆人数 先着15人 ※事前申し込み 

◆申込方法 

 ７月13日(金)までに図書館カウンターまたは電 

 話でお申し込みください。 

◆参加費 無料 
 

問 市立図書館 43-8811   43-8855 

｢障害基礎年金取得のための勉強会｣開催 
 
◆日時 ７月８日(日)午前10時～正午 

◆会場 しもだて地域交流センター アルテリオ  

    [筑西市丙372] 23-1616 

◆講師 社会保険労務士 井原 誠 氏 

◆参加費 ◇会員 無料 

     ◇一般 500円 

◆定員 30人 

◆申込方法 電話またはメールでお申し込みください。 

◆その他 勉強会後、近くのレストランで井原先生と懇 

     談会を行います。希望する方は、申し込みの 

     際にお伝えください。(飲食代は自己負担) 
 

問 申 茨城県自閉症協会 

     080-6559-1594(大島) 

                m-k-u-happy＠ezweb.ne.jp 

砂沼サンビーチ 

『入口前広場』出店者募集 
 
◆出店期間 ７月14日(土)～９月２日(日) 

◆出店場所 砂沼サンビーチ 入口前広場(４区画) 

      [長塚乙4-1] 

◆対象 団体または個人事業者 

◆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(売上額の15％)がかかり、 

 そのほか出店条件などがあります 

※出店場所には限りがありますので、応募多数の 

 場合は市内事業者を優先とし、そのほかは抽選 

 となります 

※詳細は、ホームページ(http://www.sanumas 

 unbeach.com/)をご覧になるか、または砂沼 

 広域公園管理事務所までお問い合わせください 

◆申込期限 ６月22日(金)午後３時まで 
 

問 申 砂沼広域公園管理事務所  

     43-6661   43-6663 

◇市内在住・在勤・在学している方 

◇市内に事務所または事業所を有する個 

 人および法人、その他の団体 

皆さまの意見をお聞かせください 

～パブリックコメント～ 
 
 市では、立地適正化計画策定にあたり、案を公表

し、皆さまのご意見を聞くパブリックコメントを実施

します。 
 
◆募集期間 ６月13日(水)～29日(金) 

◆閲覧場所 ◇市ホームページ 

      ◇市役所第二庁舎 ２階 都市整備課 

      ◇市役所千代川庁舎 １階 くらしの窓口課 

◆募集対象  

      

 

◆意見の提出 所定の様式に記入の上、郵送・FAX・ 

       電子メールまたは直接市役所都市整備 

       課(第二庁舎２階)へ持参してください。 

※電話や口頭でのご意見、住所・氏名などが明記され 

 ていないものは受け付け丌可 

◆意見の取り扱い 

 意見の概要およびこれに対する市の考え方を市ホー 

 ムページなどで公表する予定です(個人を特定する情 

 報は公表しません)。また、個別回答は行いません。 
 

問 申 市都市整備課  

     45-8128   43-2945 

      toshikeikaku@city.shimotsuma.lg.jp 

市立総合体育館でフットサルができます 
 
 総合体育館では、主競技場の南半面に限り、

フットサルでの利用が可能となりました。 

 利用申請は、市立総合体育館で受け付けます。 

※床に傷などをつけないよう、ソールがやわらか 

 い屋内用のフットサルシューズを使用してくだ 

 さい 

※練習用のミニゴールを用意しています。ボール 

 はありませんので、持参してください 
 

問 市立総合体育館  

   43-7296   43-7296 

砂沼サンビーチのお得なチケットを 

ご利用ください 
 
砂沼サンビーチが、７月14日(土)からオープンします。

砂沼サンビーチをお得に入場できる｢特別前売入場券｣、営

業期間中に何度も入場できる｢シーズンパスポート｣、午後

２時から入場できる｢２時から券｣を販売します。ぜひこの

機会にご利用ください。 
 

【特別前売入場券】 

◆料金 ◇大人   800円 

    ◇小中学生 350円 

◆購入期限 ６月30日(土)まで 

◆購入方法 コンビニエンスストア設置のマルチメディ 

      ア端末から購入してください。 

※７月１日(日)以降は、通常前売入場券の販売となります 
 

【シーズンパスポート】 

◆料金 ◇大人(駐車券付き) 6,000円 

    ◇大人(駐車券無し) 5,000円 

    ◇小中学生              3,000円 

◆申込期間 ７月１日(日)～８月15日(水) 

◆申込方法 砂沼サンビーチ管理事務所窓口にある申込 

      書に必要事項を記入の上、お申し込みくだ 

      さい。 
 

【２時から券】 ※当日のみ販売 

◆料金 ◇大人   600円 

    ◇小中学生 300円 

    ◇幼児   100円 

◆利用方法 

 砂沼サンビーチ受付窓口にお申し出ください。 
 

※他サービスとの併用は丌可となります 

※最終入場は、午後４時となります 

※詳細は、お問い合わせください 
 

問 砂沼サンビーチ 43-6661   43-6663 



｢オオムラサキ観察会｣開催 
～国蝶オオムラサキを見に行こう～ 

 
オオムラサキと森の文化の会では、小貝川ふれあい公

園自然観察ゾーンで、国蝶オオムラサキの生息保護活動

を続けています。６月下旬から７月上旬にかけてオオム

ラサキが羽化し、8月中旬まで青紫色の羽を広げ雄大に

飛び交う姿を見ることができます。 

次のとおり、観察会を開催します。ぜひこの機会にオ

オムラサキに会いにきてください。 
 

◆日時 ６月24日(日)午前10時～正午(予定) 

◆集合 小貝川ふれあい公園 上流コアゾーン あずまや 

※参加費無料、事前予約丌要 
 
◎観察会以外でも、オオムラサキの森(小貝川ふれあい公 

 園自然観察ゾーン内)で随時観察できます。 
 

問 申 オオムラサキと森の文化の会 

     090-3590-6528(本橋)  

『かみつま朝市』出店者募集 

 

 かみつま朝市実行委員会では、地域住民のコ

ミュニケーション向上(強化)を目的として｢第２回

かみつま朝市｣を開催します。 

 そこで、かみつま朝市を一緒に盛り上げてもら

える出店者の皆さま(企業や個人)を募集します。

皆さまのパワーに期待しています。ぜひお申し込

みください。 

※第１回は、強風および豪雨という悪天候にもか 

 かわらず約130人が来場しました。今回は、倍 

 以上の来場者が予想されます 
 
◆日時 ７月29日(日)午前８時～正午 

※小雨決行、荒天中止 
 
◆会場 上妻市民センター 
 
◆出店料 １区画(２m×３m) 500円 
 
◆販売品目 野菜、加工食品、衣類など 

※風紀を乱すものなどは販売丌可 
 
◆定員 先着20区画 
 
◆応募締切 ７月６日(金)まで 

 

問 申 下妻市社会福祉協議会 

          44-0142   44-0559 

『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15日(日)午前８時30分～ 

◆場所 市立総合体育館 

◆種目 

◇男子の部 

※参加チームが５チーム以下の場合は中止になります 

◇女子ヤングの部 

◇女子ミドルの部(40歳以上) 

※参加チームが５チーム以下の場合は部門が１つになり 

 ます 

※年齢は大会当日を基準とします 

◆参加資格 

◇近隣市町在住在勤者およびこれに準ずるチーム 

◇参加選手全員がスポーツ傷害保険に加入 

◆参加費 1,500円 ※締め切り後の返金はしません 

◆申込方法 

所定の申込用紙にメンバーを記入の上、お申し込みく 

ださい。参加費は抽選会の際にお支払いください。 

◆申込場所 

◇市役所千代川庁舎 ２階 生涯学習課 

※土・日曜日、祝日を除く 

◇市総合体育館 ※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 ７月３日(火)午後５時まで 

◆組み合わせ抽選会 

◇日時 ７月７日(土)午後７時～ 

◇場所 下妻公民館(チーム代表者出席) 
 

問 市ビーチボールバレー連盟事務局 

   090-4074-6659(山本)   44-3153 

学生の皆さまへ 

｢就職面接会｣開催 
 
 大学院、大学、短大、専修学校など(高校は除く)の

平成31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(前期)｣を開催します。 

 面接会は、午前の部から午後の部にかけて行われま

す。履歴書を複数枚持参し、ぜひご参加ください。事

前申し込み丌要、参加費無料です。 
 
◆開催期日および場所 

◇土浦会場 ７月２日(月) ホテルマロウド筑波 

            [土浦市城北町2-24] 

◇水戸会場 ７月９日(月) ホテルレイクビュー水戸 

            [水戸市宮町1-6-1] 

◆開催時間 

◇午前の部 午前10時30分～午後０時30分 

◇午後の部 午後２時～４時 

◎参加予定企業などの最新情報は、大好きいばらき就 

 職面接会ホームページ(http://www.pref.ibaraki.jp 

 /shokorodo/rosei/rodo/h30daisuki.html )をご 

 確認ください。 
 

問 県労働政策課 

       029-301-3645   029-301-3649 

ポリテクセンター茨城 就職を目指す方へ 

『職業訓練』受講者募集 
 

ポリテクセンター茨城では、厚生労働省所管の法人

として、就職を目指す職業訓練を行っています。 
 
◆対象 

 就職に必要な技能および技術を身に付けたい方 

◆コース 

 スマート情報システム科、生産設備メンテナンス科 

◆期間 

◇スマート情報システム科 

 ９月３日(月)～平成31年２月28日(木)(６カ月間) 

◇生産設備メンテナンス科 

 ９月５日(水)～平成31年３月29日(金)(７カ月間) 

◆場所 ポリテクセンター茨城 

    [常総市水海道高野町591] 

◆受講料 無料(テキスト代など実費) 

◆施設見学会 

 ６月27日(水)、７月３日(火)、12日(木) 

 午後1時～3時 ※事前予約丌要 

◆申込方法 ６月26日(火)～７月17日(火)に住所また 

      は居所を管轄するハローワークへお申し 

      込みください。 
 

問 ポリテクセンター茨城 

     0297-22-8845   0297-22-8822 

Part1茨城県立筑西産業技術専門学院 

『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16日(木)、17日(金) 

     各日 午前９時～午後４時 

     (２日間 計12時間) 
 
◆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。 

Part2茨城県立筑西産業技術専門学院 

『第一種電気工事士筆記試験の 
 受験対策』受講生募集 

 

◆実施日 ８月26日(日)、９月２日(日)、９日(日) 

     各日 午前９時～午後５時(全３回) 
 
◆定員 15人 

※申込者が定員を超えた場合は抽選 
 
◆申込締切 ７月23日(月)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/chiku 

 sansen/kunren/index.html 

募集職種  荘長(下妻市社会福祉協議会嘱託職員) 

業務内容  砂沼荘の管理運営 

応募資格 

◇健康で元気に働ける方 

◇パソコン操作(ワード、エクセル)のでき 

 る方  

◇普通運転免許を有する方 

勤務地  福祉センター｢砂沼荘｣[下木戸493-6] 

勤務時間  午前８時30分～午後５時15分(休憩60分) 

休日など  
月曜日および指定日(週休２日)、祝日 

※有休有り 

給不など  

月給227,000円 ※賞不有り 

通勤手当(定額)2,000円 ※2km以上 

他手当10,000円 

社会保険・労災保険加入 

雇用期間  
～平成31年３月31日(更新の可能性有り) 

※雇用開始期間は要相談 

試験内容  面接試験 ※日程などは別途連絡 

申込期限  
６月25日(月)まで 

※郵送の場合は同日必着 

提出書類  履歴書(写真添付) 

書類提出先  下妻市社会福祉協議会 総務係 

『福祉センター｢砂沼荘｣荘長』募集 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会  

      44-0142   44-0559 


