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日時 幼稚園・学校名 
９月８日(土) 
午前８時～ 

下妻中学校 

９月８日(土) 
午前８時30分～ 

東部中学校 
千代川中学校 

９月29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 
大形小学校 

10月13日(土) 
午前８時30分～ 

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   43-9608 

ブロック塀などの安全点検にご協力を  
 

 ６月18日に発生した大阪府北部を震源とした地震では、コンクリートブロック塀が倒壊し死亡事敀が発生して

います。建築物に付属するコンクリートブロック塀などは、建築基準法により必要な構造などが規定され、十分

な安全性を備えることとされています。 

 ブロック塀は、プライバシーの確保や防犯・防火などに役立っていますが、地震による倒壊事例が多いことで

も知られています。特に避難路や通学路、多くの人が通行する道路に面するブロック塀は、倒壊による被害が拡

大するので注意が必要です。 

 ご自身が所有・管理する土地の既存の塀(ブロック塀や組積造の塀)は、所有者などによる適切な点検・管理が

倒壊などの事敀防止につながります。次の国土交通省が作成した｢ブロック塀の点検のチェックポイント｣を参考

に自己点検をお願いします。 

 安全点検の結果、危険性が確認された場合には、付近通行者への速やかな注意表示および補修・撤去をお願い

します。 

高さ 

【ブロック塀の点検のチェックポイント】 
 ブロック塀について、以下の項目を点検し、ひとつでも丌適合があれば危険なので改善しましょう。まず外観で１～５をチェック

し、ひとつでも丌適合がある場合や分からないことがあれば、専門家に相談しましょう。 

組積造(れんが造、石造、鉄筋のないブロック造)の塀の場合 
 
□１．塀の高さは地盤から1.2m以下か 

□２．塀の厚さは十分か 

□３．塀の長さ４m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突き 

   出した控え壁があるか 

□４．基礎があるか 

□５．塀に傾き、ひび割れはないか 
 
＜専門家に相談しましょう＞ 

□６．基礎の根入れ深さは20cm以上か 

控え壁 

□１．塀は高すぎないか 

  ・塀の高さは地盤から2.2m以下か。 

□２．塀の厚さは十分か 

  ・塀の厚さは10cm以上か。(塀の高さが２m超2.2m以下の場合 

   は15cm以上) 

□３．控え壁はあるか(塀の高さが1.2m超の場合) 

  ・塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突き出した控え 

   壁があるか。 

□４．基礎があるか 

  ・コンクリートの基礎があるか。 

□５．塀は健全か 

  ・塀に傾き、ひび割れはないか。 
 
＜専門家に相談しましょう＞ 

□６．塀に鉄筋は入っているか 

  ・塀の中に直径９mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で 

   配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦 

   筋にそれぞれかぎ掛けされているか。 

  ・基礎の根入れ深さは30cm以上か。(塀の高さが1.2m超の場合) 

問 市建設課 45-8127   43-2945 

違法な丌用品回収業者にご注意を 
 
 各家庩から出る一般廃棄物を収集・運搬・処分する

には、市の｢一般廃棄物処理業の許可｣が必要です。｢産

業廃棄物処理業の許可｣｢古物営業の許可｣｢貨物運送事

業の許可｣では、一般廃棄物を収集・運搬・処分するこ

とはできません。 

 無許可の事業者による廃家電や粗大ごみなどの廃棄

物の回収は違法となります。利用しないでください。 

 次のような｢無許可｣での廃棄物の回収行為は、重大

な犯罪行為です。 
 
◆トラック型回収 

 拡声器などで案内しながら、軽トラックなどで市内 

 を巡回して回収するもの 

◆チラシ型回収 

 各家庩のポストなどにチラシを配布し、各家庩から 

 の連絡を受けて回収するものやチラシ配布後に地域 

 を巡回して回収するもの 

◆インターネット型回収 

 インターネット上に回収の案内を出し、各家庩から 

 の連絡を受けて回収するもの 

◆拠点型回収 

 空き地などに拠点を構え、無料回収などと記載され 

 た看板や旗を掲げて回収するもの 

◎無許可の回収業者に廃棄物を引き渡すと、丌法投棄 

 による環境汚染や高額な料金を請求されるなどのト 

 ラブルになりますので、ご注意ください。 
 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833 

鉄筋 

ひび割れ 

厚さ 

根入れ 

出典： 

パンフレット｢地震からわが家を守ろう｣ 日本建築防災協会 2013.1 より－部改 

道路工事にご協力を 
 
 鯨地内において道路工事を実施します。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。ご理解ご協力をお願いします。 
 
◆工事期間 ９月上旬～平成31年３月下旬 

◆工事箇所 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市建設課 45-8126   43-2945 

下妻市防災訓練に伴う通行規制にご協力を 
 
下妻市防災訓練を千代川中学校・千代川運動公園に

おいて、９月２日(日)に実施します。道路上での訓練

実施のため、次のとおり道路が通行止めとなります。

ご理解ご協力をお願いします。 
 

◆通行止め期間 ９月２日(日)午前10時30分～正午 

◆通行止め区間 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市消防交通課 43-2119   43-4214 



開催日 開催時間 会場 

９月12日(水) 
午前10時～11時30分 

市立図書館 
[砂沼新田35-1] 

午後１時～２時30分 

10月11日(木) 
午前10時～11時30分 
午後１時～２時30分 

地区 開催日 開催場所 

筑西市 
10月２日(火) 

明野公民館  

[筑西市海老ヶ島2120-7] 

10月19日(金) 
しもだて地域交流センター  

アルテリオ [筑西市丙372] 

結城市 
９月19日(水) 

結城市立公民館  

[結城市結城1447] 
10月16日(火) 

桜川市 
10月12日(金) 

真壁福祉センター  

[桜川市真壁町山尾604-1] 

10月25日(木) 
岩瀬中央公民館  

[桜川市東桜川1丁目21-1] 

常総市 
９月10日(月) 

常総市役所第三分庁舎  

[常総市水海道諏訪町3222-3] 

10月９日(火) 
常総市役所石下庁舎  

[常総市新石下4310-1] 

八千代町 
９月13日(木) 

八千代町中央公民館  

[八千代町大字菅谷1027] 
10月10日(水) 

｢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。多くの事業者の

方に関係のある制度です。ぜひご参加ください。 

※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・場所 

 

 

 

 

 

◎次の会場でも同様の内容で説明会を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 下館税務署 法人課税第1部門 24-2121  

   ※自動音声案内に従って｢２｣を選択してください 

市土砂等による埋立て条例の運用 
 

｢市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例｣

が改正され、平成29年10月１日から施行されていま

す。詳細は、お問い合わせください。市ホームページ

でも閲覧できます。トップページから｢くらし・手続

き｣→｢ごみ・リサイクル・環境｣と進んでください。 
 
◆土砂等埋立て審査会の開催日 

◇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 

『介護施設清掃スタッフ講習』 

受講者募集 
 
この講習会は、厚生労働省茨城労働局の委託

を受けて実施するもので、高齢者の就業を支援

します。 
 

◆日時 10月23日(火)～25日(木) 

午前10時～午後４時30分 

◆会場 下妻公民館 １階 多目的室 

◆内容  

 介護の基礎知識習得と介護施設内清掃の知識 

 や技能を身に付け、介護施設清掃業務での就 

 業を目指します。 

◆対象者 

◇シルバー人材センター会員、または満60歳以 

 上でシルバー人材センターの会員になって就 

 業できる方 

◇全日程参加可能な方 

◆定員 10人 ※選考有り 

◆受講料 無料 

◆募集締切 10月９日(火)まで 

※応募者多数の場合は早期締め切り 
 

問 申 公益社団法人 下妻地方広域シルバー 

     人材センター  

     44-3198   44-6897 

上下水道の検針時に 

納入通知書を現地投函(とうかん)しています 
 

上下水道料金をコンビニや金融機関窓口などでお支払

いしている方は、メーター検針時に｢上下水道使用量の

お知らせ｣(検針票)と｢納入通知書｣(請求書)を同時に発行

しています。検針と同時に発行した納入通知書は、コン

ビニなどですぐに上下水道料金の支払いができます。 
 
◆検針時に発行する納入通知書(ロール紙タイプ)は、封 

 筒に入れてポストなどに投函(とうかん)します。 

◆検針を実施しない月の納入通知書は、はがき(圧着タ 

 イプ)で送付されます。 

◆検針は、国道125号の北側を偶数月、国道125号の 

 南側と高道祖地区を奇数月に実施しています。 

◆水道の使用場所と請求先の住所が異なる方、漏水の疑 

 いがある場合などは、後日はがきで納入通知書を送付 

 します。 
 

問 市上下水道課 44-5311   44-5312 

上下水道料金のお支払いは 

口座振替が便利です 
 
上下水道料金のお支払いは、口座振替にすると手間が

省けて大変便利です。支払いを忘れてしまうこともあ

りませんので安心です。手続きも簡単ですので、ぜひ

口座振替をご利用ください。  
 

◆口座振替日 毎月25日  

※金融機関が休業日の場合は、翌営業日  

◆取扱金融機関  

筑波銀行本支店、常陽銀行本支店、東日本銀行本支

店、茨城県信用組合本支店、結城信用金庨本支店、中

央労働金庨、常総ひかり農業協同組合、ゆうちょ銀行  

◎申し込みの手続きは、上記取扱金融機関の窓口で 

 行ってください。  

◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 市上下水道課 44-5311   44-5312 

野焼き(廃棄物の野外焼却)は禁止 
 
家庩ごみ、雑草、枝・葉、野菜くず、店舗や会社

から出たごみを野外で燃やしていませんか。 

｢煙で洗濯物に臭いが付いてしまった｣｢家の中に

まで臭いが入ってきて体調を悪くした」｢火が大き

くなって火災になるかと思った｣など野焼きを原因

とする苦情がたくさん市に寄せられています。 

野焼きの煙や臭いは予想以上に遠くまで飛散し、

知らないうちに多くの方に迷惑をかけています。 

野焼きは｢廃棄物処理法｣で一部の例外を除いて禁

止されています。(罰則規定：５年以下の懲役又は

1,000万円以下の罰金) 

野焼きはしないで、廃棄物の適切な処理にご理解

ご協力をお願いします。 
 
◆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 

 焼却も禁止されています。 

◇家庩から出るごみは、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、事業系一般廃棄物ま 

 た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   44-7833 

丌適正な土砂の搬入にご注意 
 

市町村や県の許可を得ないで土砂を山のようにし

たり、粗悪な建設残土で土地を埋め立てるなど、丌

適正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または管理者

にも及ぶことがあり、多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しますなどの  

 “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、丌明な点は書面で提 

 出させる。 

◇自分だけで判断せず、周囲の方や市・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。 

◎｢県丌法投棄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 

技能検定(後期)受検実施 
 
技能検定は働く人々が持つ技能を一定の基準

で検定し、国が証明する国家検定制度です。県

では、毎年約4,500人が受検しています。合格

者には合格証書が交付され、技能士と称するこ

とができます。 
 

◆受付期間 10月１日(月)～12日(金) 

※土・日曜日、祝日を除く 

※受験案内は９月３日(月)から配布開始 

◆受験手数料 

 21,000円(実技17,900円、学科3,100円) 

※35歳未満の２級または３級受検者は、実技試 

 験の一部減免措置有り 

◆試験方法 

 検定職種ごとに実技試験と学科試験が行わ 

 れ、両方の試験に合格することが必要です。 

◆試験日 職種、等級により決定されます。 

◆その他  

 実施する職種、受検申請手続き、受検資格、 

 試験の免除などの詳細は、お問い合わせくだ 

 さい。 
 

問 申 

茨城県職業能力開発協会 技能検定課 

029-221-8647   029-226-4705 

住宅・土地統計調査実施 
 

総務省統計局では、10月１日現在で住宅・土地統計調

査を実施します。この調査は、住生活に関する最も基本的

で重要な調査であり、全国約370万世帯を対象とした大規

模な調査です。 

調査をお願いする世帯には、９月中旬以降、県知事が任

命した調査員がお宅を訪問します。ご理解ご協力をお願い

します。 

※調査員が訪問する場合は、必ず｢調査員証｣を身に着けて 

 います 
 

問 市企画課 43-2113   43-1960 
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日 月 火 水 木 金 土 

  
  
  

    
  
  

  １ 

２ 
３ 

休館 
４ ５ ６ ７ ８ 

９ 
10 
休館 

11 12 13 14 15 

16 17 
18 
休館 

19 20 21 22 

23 24 
25 
休館 

26 
休館 

27 28 29 

30 
  

 
          

市立図書館 開館カレンダー/９月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※17日(月)と24日(月)は、祝日のため午後５時まで 

 開館 

※18日(火)と25日(火)は、臨時休館日 

※26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 
３ 

休館 
４ ５ ６ ７ ８ 

９ 
10 
休館 

11 12 13 14 15 

16 17 
18 
休館 

19 20 21 22 

23 24 
25 
休館 

26 27 28 29 

30 
  

 
     

ふるさと博物館開館カレンダー/９月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※13日(木)から22日(土)まで｢第20回まちの美術展｣ 

 開催(22日(土)は午後３時まで) 
 

問 ふるさと卙物館 44-7111   44-7115 

＜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。 

日 月 火 水 木 金 土 

 
  

  

 

  

 
  
  

  

 

  

 
１ 
× 

２ 
× 

３ 
● 

４ 
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５ 
● 

６ 
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７ 
● 

８ 
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９ 
■ 

10 
● 

11 
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12 
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13 
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14 
● 

15 
× 

16 
× 

17 
× 

18 
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19 
● 

20 
▢ 

21 
● 

22 
× 

23 
× 

24 
× 

25 
▢ 

26 
● 

27 
▢ 

28 
● 

29 
■ 

30 
 × 

            

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兹照会書(は

がき)｣(以下、交付通知書)を転送丌要郵便で送付し

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。 

９月の交付日は、次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 

 

 

 

 

 

 

 

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分～４時 

 ×＝交付は行いません 

 

問 市民課 43-8196   43-2933 

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８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19日(水)午前11時～11時30分 

◇対象 ０～２歳児(保護者同伴) 

｢にちようびのおはなし会｣ 

◇日時 ９月23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 

事業系ごみは集積所に出せません 
 
 会社、商店、飲食店、病院、保育園などの事業

所で出たごみ(紙類、弁当殻、お茶殻、缶・びん・

ペットボトル、伝票類など)は、地域のごみ集積所

に排出することはできません。事業系ごみを排出

する場合には、事業者自らが｢クリーンポート・き

ぬ｣に搬入するか、｢クリーンポート・きぬ｣の許可

を受けた収集運搬業者に委託してください。 

事業所から出た産業廃棄物は、｢クリーンポー

ト・きぬ｣に持ち込むことはできません。事業者

自ら産業廃棄物として処理するか、産業廃棄物処

理業者に委託してください。 
 

問 市生活環境課  

    43-8289   44-7833  

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 ９月３日(月)、６日(木)、10日(月)、 

     13日(木)、17日(月・祝) 、 

     24日(月・祝)、27日(木) 

◆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 

水彩画展｢身近な花と自然の風景｣開催 
 

下妻水彩画クラブの皆さまが描いた、美しい花と自

然の魅力を切り取った水彩画をぜひご堪能ください。 
 
◆日時 ９月８日(土)～17日(月・祝) 

午前９時～午後４時30分 

※10日(月)は休館日 

※17日(月・祝)は午後３時まで 

◆場所 小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター  

    ギャラリー１ 

◆入館料 無料 

◆共催 下妻水彩画クラブ 
 

問 小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター 

    45-0200   45-0363 

スポーツを活用したまちづくり・人づくり・場づ

くり実戦塾｢寺虎家 下妻覚醒編｣開催 
 

｢スポーツ｣は、人々の暮らしを豊かにするための手

段として生まれたものです。人々の暮らしが豊かにな

り魅力化していくことが、まちの引力を高め、にぎわ

いを生み出し、交流人口増加を誘発していきます。 

｢スポーツ｣の古くて新しいプロデュースを通じたタ

ウンマネジメントに興味のある方々は、ぜひご参加く

ださい。この取り組みでは、平成31年度実施するさま

ざまな活性化事業企画の応募選定も兹ねます。｢スポー

ツ｣で新しいプロデュースをし、下妻・茨城を活性化し

たい方々もお待ちしています。 

 次のとおり、セミナー説明会を開催します。ぜひお

越しください。 
 
◆セミナー説明会 

◇日時 ９月25日(火)午後７時～９時 

◇会場 市役所第二庁舎 ３階 大会議室  

◇対象 16歳以上でスポーツを活用したまちづくりに 

      関心のある方(在住・在勤は問いません) 

◆セミナーの概要  

筑波大学発スポーツベンチャー｢株式会社Waisports 

ジャパン｣が展開する、スポーツの機能に関する知財 

提供プログラム｢寺虎家(てらこや)｣を開催。10回程 

度のセミナーとワークショップによりスポーツの使 

い方を学び、次年度以降にまちなかで実践するコン 

テンツづくりを行います。 

◆セミナーの申込方法  

説明会で内容を確認後、セミナー参加希望の方は、 

申込書を提出してください。 
 

問 市都市整備課 45-8128   43-2945 

広報しもつま 

『ほっとレポ・ライン』掲載希望者募集 
  
◆対象年齢 市内在住の方 

◆掲載内容 身の周りで起きた出来事など 

◆提出書類 写真および原稿(400～800字程度) 
  
◎詳しくは、お問い合わせください。 
  

問 申 市秘書課  

               43-2112   43-1960  



1,190(1,080)円 

590(540)円 

980(850)円 

480(360)円 

開館30周年記念特別展 

｢ポーラ美術館コレクション―モネ、 

 ルノワールからピカソまで｣開催 
 

モネやルノワールなど印象派からマティスやピカ

ソなど20世紀絵画まで、ポーラ美術館のコレクショ

ンから珠玉の72点を紹介します。 
 
◆開催期間 ９月４日(火)～11月18日(日) 

※月曜日は休館日。ただし、祝日の場合は開館、翌 

 火曜日は休館(９月18日(火)は開館) 

◆開館時間 午前９時30分～午後５時 

※入場は午後４時30分まで 

◆入館料 ◇一般 

     ◇満70歳以上 

     ◇高大生  

     ◇小中生  

※( )内は20人以上の団体料金 

※セブンイレブン・ローソンでチケットを事前に購 

 入可(団体料金) 

※障害者手帳・指定難病特定医療費受給者証などを 

 お持ちの方は無料 

※９月15日(土)～21日(金)は満70歳以上の方は無料 

※高校生以下の方は、土曜日のみ無料 

※11月13日(火)茨城県民の日は全ての方が無料 
 

問 茨城県近代美術館  

   029-243-5111   029-243-9992  

対象 使途 金利 限度 

勤労者 
冠婚葬祭・医療・

教育費用など 
1.7% 100万円まで 

失業者 生活資金 1.2% 50万円まで 

育児・介護

休業者 
生活資金 1.5% 100万円まで 

勤労者向け融資制度 
 
 県では、中央労働金庨と提携し、勤労者などの生

活の安定を図るために、生活資金などを以下のとお

り融資しています。 

 

 

 

 

 

 

 
 
※別途保証料率 年0.7%あり 

◆対象者 

◇勤労者の方 

◇原則として、県内に１年以上居住または勤務して 

 いる方 

◇現在の勤め先に原則として１年以上継続勤務して 

 いる方 

◇前年税込年収150万円以上の方 

※融資要件などの詳細は、県労働政策課またはお近 

 くの中央労働金庨にお問い合わせください 
 

問 県労働政策課 

   029-301-3635   029-301-3649 

       中央労働金庨 下妻出張所 

       43-6211   43-6213 

全国一斉 

子どものための養育費相談会実施 

 

茨城青年司法書士協議会では、養育費問題に関す

る相談に電話で応じる｢全国一斉子どものための養育

費相談会｣を実施します。 
 
◆日時 ９月８日(土)午前10時～午後４時 

◆内容 養育費の取り決め・支払い、これに関連す 

    る債務整理や生活再建など 

◆電話 0120-567-301(通話料無料) 
 
◎相談料無料、秘密厳守。 

 

問 

茨城青年司法書士協議会  

0299-77-5007(諏訪)   0299-77-5008 

県西総合公園管理事務所Part1 

『硬式テニス初心者講座』受講者募集 
 
 県西総合公園で硬式テニスを始めてみません

か。楽しみながら運動丌足を解消しましょう。ぜ

ひご参加ください。 
 
◆日時 ９月25日(火)～11月27日(火)(全10回) 

    毎週火曜日 午前９時～正午まで 

※悪天候などにより、中止の場合は予備日で対応 

 します 

※初回開講日は、午前８時30から受け付け、午 

 前９時から開講式を行います 

◆場所 県西総合公園 テニスコート 

    [筑西市桑山2818] 

◆講師 元筑波大学院人間総合科学研究科  

    教授 田崎 健太郎 氏 ほか 

◆持参する物 硬式テニス用ラケット、 

       シューズ、運動ができる服装 

◆募集人数 30人 ※定員になり次第締め切り 

◆受講料 3,000円(スポーツ保険・ボール代) 

◆受付期限 ９月18日(火)まで 

◆受付時間 午前８時30分～午後９時 

◆申込方法 

 公園管理事務所窓口またはFAX(申込講座名、 

 住所、氏名、電話番号、年齢、性別を記入)で 

 お申し込みください。 

県西総合公園管理事務所Part2 

『無料エアロビクス&ストレッチ講座』 

受講者募集 
 
◆日時 ９月29日(土) 

    午後１時30分～２時30分 

◆場所 県西総合公園 会議室(洋室) 

    [筑西市桑山2818] 

◆講師 

 エアロビクス協会・日本マタニティフィットネ 

 ス協会・日本障害者スポーツ協会 

 公認インストラクター 佐藤 玲子 氏 

◆持参する物 

 動きやすい服装、室内履きシューズ、 

 敷物(ヨガマットなど)、飲料水 

◆募集人員 30人 ※定員になり次第締め切り 

◆受講料 無料  

◆受付期限 ９月28日(金)まで 

◆受付時間 午前８時30分～午後９時 

◆申込方法 

 公園管理事務所窓口またはFAX(参加申込講座 

 名、住所、氏名、電話番号、年齢、性別を記 

 入)でお申し込みください。 

※簡単初心者クラス、男性歓迎 
 

問 申 県西総合公園 管理事務所 

     57-5631   57-5881 

『赤ちゃんふれあい体験』ボランティア親子募集 

 

県では、未来の子育て世代である高校生に対し、赤

ちゃんやその保護者とふれあう機会を提供するライフデ

ザインセミナー(赤ちゃんふれあい体験)を実施してお

り、事業に協力してくれるボランティア(赤ちゃんとその

お母さん・お父さん)を募集しています。 

ご興味のある方は、NPO法人ままとーんにご連絡くだ

さい。 
 
◆募集対象 生後３カ月～１歳半くらいの赤ちゃんとそ  

      のお母さん・お父さん 

◆協力内容 10人前後の高校生グループに対し、子育て 

      の体験をお話ししてもらったり、赤ちゃん 

      とのふれあい体験にご協力してもらいま 

      す。詳細は、お問い合わせください。 

◆平成30年度実施校 

鉾田第二高等学校、那珂高等学校、大洗高等学校、水

海道第一高等学校、水海道第二高等学校、牛久高等学 

校、古河第一高等学校 

※昨年度の事業の様子はこちら 

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/kodo 

mo/shoshi/20180406koukousei.html  
 

問 申 NPO法人 ままとーん(県委託先) 

     029-838-5080   029-838-5080 

      npo@mamatone.org 

｢犬猫殺処分ゼロを目指すシンポジウム｣開催 
笑顔に変えられるのは“わたし”  

～ともに幸せに暮らせる社会をめざして～ 
 

◆日時 ９月24日(月・祝)午後１時～４時30分 

            (開場 午後０時30分～) 

◆場所 茨城県県南生涯学習センター 多目的ホール 

    [土浦市大和町9-1ウララビル５階] 

◆内容 ◇動物愛護表彰式典 

    ◇基調講演｢幸せな共生に向けて｣ 

    ◇パネルディスカッション｢ともに幸せに暮らせ 

     る社会をめざして｣ 

◆申込方法 茨城県犬猫殺処分ゼロを目指すプロジェク 

      トのホームページ(http://zero.pref.ibarak 

      i.jp/)からお申し込みください。 

※先着順、定員になり次第受け付け終了 
 

問 <参加申し込みなどに関して> 

   犬猫シンポジウム事務局 

   029-297-9520   029-297-9521 

   ※受付時間 午前９時～午後５時30分(土・日曜 

    日、祝日を除く) 

   <シンポジウムに関して> 

   県保健福祉部 生活衛生課 

   029-301-3415   029-301-0800 

   ※受付時間 午前８時30分～午後５時15分(土・ 

    日曜日、祝日を除く) 

月日  場所 講習内容 

９月28日(金) 茨城県健康プラザ 開講式、講義ほか 

10月３日(水) 

市役所第二庁 ３階 

中会議室 

解剖運動学、シル

バーリハビリ体操

ほか 

10日(水) 

17日(水) 

24日(水) 

31日(水) 
運 動 実 技 の 進 め

方、運動実技ほか 

筆記用具、運動できる服装、昼食、参加費

1,000円(指導士会年会費・保険代含む) 

｢シルバーリハビリ体操指導士養成講座｣ 

下妻開催 

 

現在、約65人のシルバーリハビリ体操指導士が｢元

気な高齢者｣を増やすことを目標に、各地区で運動教

室を開催しています。 

ご近所のお仲間同士、退職後、時間に余裕がありボ

ランティアに興味がある方など大歓迎です。地域の

高齢者と一緒に元気な高齢者を目指しましょう。 
 

◆講習会日程  

 

 

 

 

 

 

 
 
※初回は、水戸にある茨城県健康プラザで開催され 

 ます。市からバスを出します 

※全日程(６日間)参加し、レポートを提出すると３級 

 認定を受けることができます 

◆対象者  

 60歳以上で受講後に地域でボランティア活動がで 

 きる、常勤の職に就いていない方。 

※50歳以上の方も申し込みできますが、申し込み多 

 数の場合は60歳以上の方が優先されます 

◆定員 20人 

◆申込締切 ９月20日(木)まで  

◆申込方法 電話でお申し込みください。 

◆持ち物  

 

 

問 申 市介護保険課 

     43-8338  30-0011 
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婚活情報｢カレーライス作り＋ 

ときめきパーティーin常総｣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、ぜひご参加ください。 
 
◆日時 ９月30日(日)午前11時～午後５時 

          (受付 午前10時30分～) 

◆場所 水海道あすなろの里 [常総市大塚戸町310] 

◆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 ９月10日(月)～19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)   48-3586 

※電話受付時間 正午～午後７時 

｢ストレス相談会｣開催 
 

ストレス研究会では、女性が抱えている家庩や職場の問

題で、どこに相談してよいか分からないことを一緒に考え

ます。子ども・職場・病気・性格や適性のことなど、今抱

えている問題やストレスについてお聞かせください。お話

の内容が外部に漏れることは決してありません。ご安心く

ださい。 
 
◆開催日 ◇第１回 ９月15日(土) 

◇第２回 10月20(土) 

◇第３回 11月17日(土) 

※同内容で開催しますが、複数回参加も可能です 

◆時間 午後１時30分～４時 

◆会場 福祉センター砂沼荘 会議室 

◆参加費 無料 

◆参加対象 女性のみ 

◆定員 各回３人 ※定員になり次第受け付け終了 
 

問 申 下妻ストレス研究会 

           43-5249 090-2249-0748 

        ※受付時間 午前10時～午後６時(年中無休) 

丌動産公売に参加してみませんか 
 

茨城租税債権管理機構では、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

押している財産の公売を実施します。 

 

◆日時 10月２日(火)受付 午後０時50分～ 
 
◆場所 茨城県水戸合同庁舎 ２階 大会議室 

[水戸市柵町１丁目３番１号] 
 
◆公売丌動産 市内の案件のみ記載 

◇売却区分番号 30-82 

◇所在 鎌庩 

◇財産種別 畑 

◇地積(㎡) 365 

◇見積価額 120万円 

◇公売保証金 12万円 

※上記案件の詳細および市外の案件は、直接お 

 問い合わせください 

※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 

 

問 

茨城租税債権管理機構 

029-225-1221   029-225-1600  

介護支援専門員更新研修(実務未経験者) 

および再研修実施 
 

介護支援専門員として業務に就くためには、介護支援専

門員証の交付を受ける必要があります。この介護支援専門

員証には有効期間(５年)があり、これを更新するためには

介護支援専門員更新研修を受講する必要があります。有効

期間満了後に、新たに介護支援専門員証の交付を受けるに

は、介護支援専門員再研修を受講する必要があります。 
 
◆日程 11月20日(火)～12月19日(水)のうち11日間 

◆会場 水戸市 ※確定次第ホームページに掲載 

◆対象  

◇介護支援専門員更新研修 

介護支援専門員証の有効時間中に実務経験が無く、おお 

むね平成31年３月までに有効期間が満了する方 

◇介護支援専門員再研修 

有効期間が満了した方で、新たに介護支援専門員証の交 

付を受けようとする方 

◆定員 若干名 ※詳細は、お問い合わせください  
◆受講料 43,640円(テキスト代含む) 

◆募集締切 10月31日(水)まで 

※定員になり次第締め切り 
 

問 申 公益財団法人 介護労働安定センター 茨城支部  

          029-227-1215   029-227-1216 

『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)および初級の部(社 

 会人・男女) 

９月30日(日)午前８時30分集合 

※雨天の場合10月８日(月・祝) 

◇一般男子の部(中学生以上) 

 10月７日(日)午前８時30分集合 

※雨天の場合10月14日(日) 

◆場所 市営柳原球場 テニスコート 

◆試合種目 

◇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 

◆参加資格 

◇市内在住、在勤の社会人および在学の学生 

◇下妻市ソフトテニス連盟に加入している方 

◆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 

◆参加料 １チーム 1,000円  

◆申込締切 ９月16日(日)まで ※期日厳守 

◆申込方法 電話でお申し込みください。 

 

問 申 
下妻市ソフトテニス連盟 

090-4835-5226(市川) 
 44-2848(有限会社ミヤモトスポーツ) 

集積所の資源ごみの持ち去りは違法です 
 

市内において資源ごみ(古紙・缶・びん・ペットボトル)

の持ち去り｢盗難｣が発生しています。丌審な回収車を見か

けた場合には、危険ですので声を掛けずに車のナンバーや

特徴を確認し、情報提供をお願いします。 
 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833 

回 日にち テーマ 

第１回 ９月21日(金) Ｆlower(フラワー) 

10月26日(金) Ｈalloween(ハロウィン) 第２回 

第３回 11月９日(金) Ｃhristmas(クリスマス) 

12月７日(金) 第４回 Ｎew Ｙear(ニューイヤー) 

『プリザーブドフラワーアレンジメント教室』 

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施し、フレッシュなままの柔

らかさと発色を長期間楽しむことができます。永遠

の美しさを演出してみませんか。 
 
◆日程  

 

 

 

 

 

◆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 ロビー内 

◆定員 先着 各20人 

◆受講料 １受講につき2,500円(花材費などを含む) 

※キャンセル料金は、各受講日の１週間前から発生 

 します 

◆持ち物 新聞紙１枚、はさみ(文具用で可)、ピン 

     セット 

◆申込期限 各開講日の１週間前まで 
 

問 申 砂沼広域公園管理事務所 

     43-6661   43-6663 

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27日(月)～９月12日(水) 

◇集中展示期間 11月２日(金)～４日(日) 

◇集中展示時間 午前９時～午後５時  

※４日(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、次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 44-4887(陶芸クラブ 木村) 

◇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、次へ連絡してください。 

 43-3613(千代川地区委員 神田) 

※両会場ともに、作品は１人２点以内 

※展示会場の準備・片付けがあります 
 

問 申 下妻市文化祭実行委員会事務局 市生涯学   

      習課 45-8996   43-3519 

〝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、

家庩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しま

しょう。 
 

◆日時 ９月７日(金)午前９時30分～11時 

◆会場 千代川公民館 
 

問 下妻市ボランティアセンター(下妻市社会福祉協 

   議会) 44-0142   44-0559 


