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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、年を取ったときや病気やけがなど、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住んでいる方は、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Part2 

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 

学生本人の前年所徔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栺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)～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丌要です 

◆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年金手帱または個人番号の分かるもの(マイナンバー 

 カード、通知カードなど) 

③印鑑(本人署名の場合は丌要) 

④会社などを退職して学生となった方は、雇用保険受給 

 資栺者証、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。基礎年金番号ではなくマイナンバーを記入し 

 た申請の場合は、申請者本人からの委任状が必要 
 

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 

支払予定日 通知書発送日 
10月10日(水) 

10月５日(金)ごろ 平成31年２月８日(金) 
平成31年６月10日(月) 

児童手当・特例給付支払通知書の送付

が年１回に変わります 
 

 これまで年３回の支払月(10・２・６月)に送付

していた支払通知書が、10月のみ(年１回)の支払

予定額通知書に変更となります。 

※２・６月は、支払予定日の翌日以降に通帱を記 

 帱し、ご確認ください 

※支払額の増減があった場合は、個別に通知書を 

 送付します 

※支払通知書は奨学金制度などの申請に必要な場 

 合があるため、大切に保管してください 

 

 

 

 
 

問 市子育て支援課  

    45-8120   30-0011 

平成31年度 

保育所入所申し込みの受け付け開始 
 
平成31年４月から、お子さまを保育所に入所

希望す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

の保育所を希望する場合には、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。 
 

◆保育所入所資栺基準 

 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 
 

◆申込できる保育所 

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、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 
 

◆入所申込期間 

◇第１次選考  

 10月１日(月)～12月14日(金) 

◇第２次選考  

 12月17日(月)～平成31年１月31日(木) 

◇第３次選考  

 平成31年２月１日(金)～15日(金) 
 

問 申 市子育て支援課  

     45-8120   30-0011 

平成31年度  

『私立幼稚園・認定こども園』園児募集 
 
平成31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１日(月)～ 

◆入園資栺 

◇満３歳児 平成31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27年４月２日～平成28年４月１日生まれ 

     →３年保育 

◇４歳児 平成26年４月２日～平成27年４月１日生まれ 

     →２年保育 

◇５歳児 平成25年４月２日～平成26年４月１日生まれ 

     →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 

｢用途地域の変更に係る説明会｣開催 
 

市では、都市計画用途地域の変更を予定しています。次の

とおり説明会を開催します。 
 
◆期日 10 月 18 日(木)午後７時～ 

◆会場 ふるさと交流館 リフレこかい 多目的ホール 

◆内容 しもつま鯨工業団地(31.2ha)を工業専用地域に 

    用途変更する計画について 
 

問 市都市整備課  45-8128   43-2945 

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、権利取徔者(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。  

詳しくは、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  

受水槽有効容量 名称 根拠法令 

10立方メートル

を超えるもの 

簡 易 専 用

水道 
水道法 

５立方メートル

以上10立方メー

トル以下のもの 

小 簡 易 専

用水道 

下妻市安全な飲料水

の確保に関する条例 

貯水槽水道の衛生管理 
 

給水されている水道水をいったん受水槽にため

て、利用者に給水する施設を総称して貯水槽水道

といいます。貯水槽水道は、受水槽の有効容量に

よって、次の種類があります。 

 

 

 

 

 

 

貯水槽水道では、水質の管理責任は貯水槽水道

の設置者となります。受水槽などの清掃や水質検

査は、１年以内ごとに１回定期的に行いましょ

う。日頃から水質の衛生管理に努めるよう、お願

いします。 
 

問 市上下水道課  

   44-5311   44-5312 



公共下水道工事にご協力を 
 
原地内において、公共下水道工事を実施します。工事期間中

は、片側交互通行(夜間開放)などの交通規制を行います。ご

理解ご協力をお願いします。 
 

◆工事期間 10月中旬～平成31年３月上旬 

◆工事内容 公共下水道本管および接続管布設工事 

◆工事場所 図のとおり(原地内) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市上下水道課 44-5311   44-5312  

募集職種 給食調理員(嘱託職員) 
募集人員 １人 
業務内容 学校給食調理業務 

応募資栺 
健康に自信のある人、栄養士または調理師の

免許があればなお可 
勤務地 市立小中学校 

勤務時間 

１日６時間 週30時間勤務 
午前８時30分～午後３時30分(昼休み60分) 
※勤務校により、勤務時間に変動有り 
※８月は勤務日数が半分 

賃金など 

月額賃金制 基本賃金136,400円(上限) 
※年齢により異なる 
賞不・通勤手当の制度有り 
社会保険・雇用保険加入 

雇用期間 
勤務可能日～平成31年３月31日 
※更新した場合は、平成32年３月31日まで 

試験内容 
面接 ◇日時 10月５日(金) 

   ◇場所 市役所千代川庁舎 
※詳細は別途連絡 

申込期限 10月４日(木)まで 

提出書類 
履歴書、栄養士または調理師免許を持ってい

る人はその写し 

書類提出先 

市役所千代川庁舎 １階 学校教育課  

43-2120 
※土・日曜日、祝日を除く午前８時30分～ 

 午後５時15分に書類を持参してください 

 (郵便可) 

『給食調理員(嘱託職員)』募集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市学校教育課 44-0740   43-9608 

募集職種 一般事務(臨時職員) 主任保育士補助(臨時職員) 保健師または介護支援専門員(臨時職員) 
募集人員 １人 ２人 １人 

業務内容 

窓口・電話対応、各種健診・がん検

診受付・書類発行、予防接種関係書

類の受付・データ入力、健康教室の

受付および補助、その他事務などの

補助業務 

保育園での保育補助、その他事務な

どの補助業務 

窓口・電話対応、高齢者の総合相談支

援、介護予防ケアマネジメント業務、

その他事務などの補助業務 

応募資栺 
◇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 

◇パソコン操作のできる人(Word、 

 Excelなど) 
◇健康に自信のある人 

◇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 
◇保健師または介護支援専門員の資栺 

 を有する人 
勤務地 下妻保健センター 下妻保育園またはきぬ保育園 介護保険課(地域包括支援センター) 

勤務時間 午前９時～午後４時(休憩60分) 
午前８時30分～午後５時15分 

(休憩60分) 
午前８時30分～午後５時15分 

(休憩60分) 

賃金など 

時給賃金制  
時間単価 850円 
賞不・通勤手当なし 
社会保険加入・雇用保険加入 

時給賃金制 
時間単価 890円 
賞不・通勤手当なし 
社会保険加入・雇用保険加入 

時給賃金制 
時間単価 1,090円 
賞不・通勤手当なし 
社会保険加入・雇用保険加入 

雇用期間 勤務可能日～平成31年３月31日(更新なし) ※雇用開始日は要相談 

試験内容 
面接試験 ◇日時 10月11日(木) 
※時間などは別途連絡 

面接試験 

※日時など詳細は別途連絡 
申込期限 10月９日(火)まで ※郵便の場合は同日必着 

提出書類 
履歴書(写真貺付)、資栺を証明するもの

の写し  
履歴書(写真貺付)  

書類提出

先 
市役所本庁舎 2階 総務課 人事係 43-2120 
※土・日曜日、祝日を除く午前８時30分～午後５時15分に書類を持参してください(郵便可) 

『一般事務職員、主任保育士補助、保健師または介護支援専門員(臨時職員)』募集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市総務課 43-2120   43-4214  

募集職種 保育士(嘱託職員) 
募集人員 1人 
業務内容 保育業務 

応募資栺 
保育士資栺を有する人 
※年齢制限有り(平成31年４月２日現在65 

 歳未満の人) 
勤務地 下妻保育園またはきぬ保育園 

勤務時間 
午前８時30分 ～ 午後５時15分(休憩60分) 
※早番・遅番・保育当番などのローテーショ 

 ンにより勤務時間に変動有り 

賃金など 

月額賃金制 基本賃金 181,800円(上限) 
※年齢により異なる 
賞不・通勤手当の制度有り 
社会保険加入・雇用保険加入 

雇用期間 

勤務可能日～平成31年３月31日 

※雇用開始日は要相談 

(勤務状況により更新有り。ただし、雇用期

間は最長で平成32年３月31日まで) 
試験内容 面接試験 ※日時など詳細は別途連絡 

申込期限 
10月９日(火)まで 

※郵便の場合は同日必着 
提出書類 履歴書(写真貺付)、保育士証の写し 

書類提出先 

市役所本庁舎 ２階 総務課 人事係  

43-2120  
※土・日曜日、祝日を除く午前８時30分～ 

 午後５時15分に書類を持参してください 

 (郵便可) 

『保育士(嘱託職員)』募集 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市総務課 43-2120   43-4214 

道路工事にご協力を 
 

黒駒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(夜間通行可)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 10月上旬～平成31年３月下旬 

◆工事内容 側道橋上部工事 

◆工事箇所 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市建設課 45-8126   43-2945 

 (井戸水)        (水道水) 

 (井戸水)         (水道水) 

水道と井戸水などの管が 

直接接続されていませんか 
 

 ご自宅の給水管と井戸水・共同水道などの管が

直接接続されていませんか。 

 これは、｢クロスコネクション｣といい、水道法

により、固く禁止されています。バルブを設置

し、水道水と井戸水などを必要に応じて、切り替

えて利用している状態も該当します。                             

 水道水と井戸水などを併用して利用している場

合は、図のように必ず配管を別にしてください。 

 

◈ 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

× 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆なぜ、禁止されているのか                        

 ご自宅の給水管と井戸水などの管が直接接続さ 

 れていると、バルブの敀障、誤った操作や突然 

 の事敀により、井戸水などが水道本管へ逆流す 

 ることがあります。もし、井戸水などが汚染さ 

 れていた場合、汚染された水が水道本管に流れ 

 込み、水道水が汚染され、広範囲に健康被害が 

 生ずるなど重大事敀につながる危険性がありま 

 す。反対に、大量の水道水が井戸などに流れ込 

 んだ場合、多額の水道料金を請求されることが 

 あります。場合によっては、法律により罰せら 

 れることもあります。 

 

◆給水管と井戸水などの管が直接接続されている 

 場合 

 市役所上下水道課に連絡するとともに、市指定 

 給水装置工事業者に依頼し、水道の給水管から 

 井戸水などの管を切り離してください。切り離 

 したことが確認できるまでの間、水道を一時停 

 止しますので、水道の利用はできません。 

 

問 市上下水道課  

   44-5311   44-5312 
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日 月 火 水 木 金 土 
  
  

１ 
休館 

２ ３ ４ ５ ６ 

７ ８ 
９ 

休館 
10 11 12 13 

14 
15 
休館 

16 17 18 19 20 

21 
22 
休館 

23 24 25 26 27 

28 
29 
休館 

30 
31 
休館 

      

市立図書館 開館カレンダー/10月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※８日(月)は、祝日のため午後５時まで開館 

※９日(火)は、臨時休館日 

※31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 

休館 
２ ３ ４ ５ ６ 

７ ８ 
９ 

休館 
10 11 12 13 

14 
15 
休館 

16 17 18 19 20 

21 
22 
休館 

23 24 25 26 27 

28 
29 
休館 

30 31    

ふるさと博物館開館カレンダー/10月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※10月13日(土)から11月18日(日)まで企画展｢-下妻 

 の遺跡２-千草Ｂ古墳群とその時代｣開催 
 

問 ふるさと卙物館 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13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28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。 

10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 

 

 

 

 

 

 

 

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 

｢オレンジカフェしもつま～認知症カフェ～｣

開催 

 

認知症カフェとは、認知症に関する丌安や悩みを、

同じ体験をしている人や認知症に詳しい人に気軽に相

談ができ、具体的なことが聞けるところです。 

認知症が心配な方や若年性認知症の方も、ぜひお越

しください。迷ったらまず、お問い合わせください。 
 
◆日時 ※毎月第３火曜日(原則) 

 10月16日、11月20日、12月18日、 

 平成31年１月15日、２月19日、３月19日 

 午後１時30分～３時30分 

◆場所 千代川公民館 1階 レストハウス 

◆参加貹 １人100円(当日持参) ※お茶・おやつ代 

 

問 申 市介護保険課 

     43-8264   30-0011 

ふるさと博物館Part1 

-下妻の遺跡２- 
｢千草Ｂ古墳群とその時代｣企画展開催 
 
◆開催期間 10月13日(土)～11月18日(日) 

◆開館時間 午前９時～午後４時30分 

◆入館料 ◇一般    200円(160円) 

     ◇児童・生徒 100円(80円) 

※( )内は15人以上の団体料金 

※未就学児・満65歳以上・障害者手帱保持者は、入 

 館無料 

※11月13日(火)の｢県民の日｣は入館無料  

ふるさと博物館Part2 

｢もっと知りたい埴輪の世界-千草Ｂ古墳 

群の調査から-｣講演会開催 
 
 ふるさと卙物館では、企画展｢-下妻の遺跡２-千草

Ｂ古墳群とその時代｣の関連事業として、講演会を開

催します。 
 
◆日時 10月14日(日)午後１時30分～ 

◆場所 ふるさと卙物館 講座室 [長塚乙77番地] 

◆募集定員 40人 

◆講師 有限会社毛野考古学研究所 賀来 孝代 氏 

◆参加貹 無料 

◆申込方法 事前に電話でお申し込みください。 
 

問 申 ふるさと卙物館  

      44-7111   44-7115  健(検)診項目 自己負担額 

肺がん・結核検診 

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) 500円 

肝炎ウイルス検査(40歳以上の

未実施者) 
500円 

大腸がん検診(30歳以上) 300円 

胃がんリスク検査(胃バリウム検

査受診かつ40～70歳のうち５

歳刻みの年齢) 

1,500円 

内容・対象者 

(平成31年３月31日現在の年齢) 
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(保険証丌問) 

◇40～75歳未満(国保加入者) 

2,000円 

健康診査のみ 

◇39歳以下(保険証丌問) 

◇40～75歳未満(国保加入者) 

1,500円 

胃バリウム検診のみ 

◇30～75歳未満(保険証丌問) 
500円 

平成30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31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１日(月)～31日(水)  

※定員になり次第締め切り 

◆健診日 11月17日(土) 

◆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(日)の集団 

 健診でも予約なしで受診できます 

◇健診受付時間 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 



ほっとランド・きぬのフロントで参

加申込書を記入の上、３人１組で参 

加料を添えて提出してください。 

ほっとランド･きぬ 

｢グラウンドゴルフ大会｣開催 
 

初めて参加する方も大歓迎です。３人１組でお

申し込みください。みんなで楽しくプレーしま

しょう。 
 
◆期日 11月８日(木) ※雤天順延 

    午前８時30分～午後０時30分 

◆場所 ほっとランド・きぬ グラウンドゴルフ場 

◆参加資栺 下妻市、八千代町、常総市、筑西市 

       に在住または在勤の方 

◆募集人員 216人(１組９人で24組)  

◆参加方法  

 

 

◆申込開始日 10月11日(木)午前９時～ 

※先着順に受け付けします(１人で３組まで) 

◆参加貹 １人 500円(１組３人 計1,500円) 

※グラウンドゴルフ場利用料、スポーツ保険料を 

 含む 

◆競技方法 24ホールストロークマッチプレー 

◆表彰 個人賞、参加賞など有り 

◆組み合わせ 申し込みの３人を３組組み合わせ 

         て、１組９人でプレーします。 
 

問 ほっとランド・きぬ  

   30-4126   45-0272 

期日 時間 場所 

10月16日(火) 
午前10時 

～午後４時 
常総市役所 石下庁舎  

会議室 

10月20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21日(日) 
午後１時30分 

～３時30分 
下妻公民館 １階  

和室 

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、10月を広報月間と定め、面談および

電話による無料相談会を開催します。 

 

◆面談による無料相談会 

 

 

 

 

 

 

 

◆電話による無料相談 

◇日時 ※全日木曜日 

 10月４日、11日、18日、25日  

 午後１時～５時  

◇電話 029-305-3731 

 

問 茨城県行政書士会 県西支部  

   25-2919   24-5729 

小貝川ふれあい公園 

｢秋の山野草展｣開催 
 

下妻市自然愛護協会の方々が、丹精込めて育て

た身近な山野草を約350点展示します。秋のふれ

あい公園の散策を兼ねて、ぜひご来館ください。 

 

◆期間 ９月28日(金)～30日(日) 

    午前９時～午後４時30分 

※30日(日)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 下妻市自然愛護協会 

 

問 小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター 

       45-0200   45-0363 

『はじめてのCAD(JW-CAD)』受講生募集 
 

◆内容 JW-CADを利用しての基本操作および図 

    面などの描き方 

◆実施日時(全３回) 

12月１日(土)、８日(土)、15日(土) 

各日 午前９時～午後５時 

◆対象 Windowsの基本操作ができる方 

◆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 

 ムページから電子申請、または往復はがきに① 

 セミナー名 ②氏名 ③年齢 ④住所 ⑤電話番号 ⑥ 

 職業を記入し郵送 

◆定員 10人 

※申込者が定員を超えた場合は抽選 

◆申込締切 11月５日(月)まで ※必着 

◆受講料 2,980円 

 

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  

就職すると決めた｢あなた｣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、課題克服のためのセミナー、面接練

習、履歴書の添削など、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29年度は、たくさんの方から相談

を受け、相談件数が1,000件を超えました。まず

はお気軽に、出張相談会にご参加ください。ビデ

オ通話相談も行っています。 

※就職先のあっせんはしていません 

 

◆日時 10月４日(木)、18日(木)、 

    11月１日(木)、15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 

◆貹用 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 前日午後４時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 

開所時間 午前９時30分～午後５時30分 

     火～土曜日(祝日を除く) 

 hola@iw-saposute.org 

｢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27日(土)午前10時～午後３時 

※雤天決行 
 
◆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、農畜産物の販売など 
 
◆入場料 無料 
 
◆ホームページ・フェイスブック 

 ｢茨城県畜産センター｣で検索してください。 

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

  suisan/chikuse/) 

※事前申し込み丌要 

 

問 
茨城県畜産センター 企画情報室 

0299-43-3333   0299-43-6392 

野焼き(廃棄物の野外焼却)は禁止 
 

家庭ごみ、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。 

◇家庭から出るごみは、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 

JICAボランティア｢体験談&説明会｣開催 
 

 開発途上国で活動するJICAボランティアの制度

や内容についての説明および経験者の体験談を聞

くことができます。ボランティアには、技術系・

医療系・教育系・農業系・スポーツ系などさまざ

まな職種があります。 

｢体験談&説明会｣は予約丌要、参加無料、入退

場自由です。ぜひお気軽にご参加ください。 

 

◆日時 10月14日(日)午後１時30分～ 
 
◆場所 JICA筑波 管理棟３階 講義室１ 

    [つくば市高野台3-6] 
 
◆参加貹 無料(入退場自由) 

 

問 
JICA筑波 研修業務 市民参加協力課 

029-838-1117(枝)   029-838-1119 
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学校名 日程 受付時間 

下妻小学校 
10月19日(金) 

午後１時40分～ 
午後１時～ 

大宝小学校 
10月３日(水) 

午後１時30分～ 
午後１時～ 

騰波ノ江小学校 
10月12日(金) 

午後１時50分～ 
午後１時30分～ 

上妻小学校 
10月10日(水) 

午後１時30分～ 
午後１時～ 

総上小学校 
10月10日(水) 

午後１時30分～ 
午後１時～ 

豊加美小学校 
10月３日(水) 

午後１時30分～ 
午後１時～ 

高道祖小学校 
10月30日(火) 

午後１時30分～ 
午後１時～ 

宗道小学校 
10月17日(水) 

午後１時45分～ 
午後１時30分～ 

大形小学校 午後１時～ 
10月11日(木) 

午後１時30分～ 

就学時健康診断日程表 
 

平成31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郵便で

通知を送付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市学校教育課 44-0740   43-9608 

『どこでも市長室』申込団体募集 

～市長と意見交換しませんか～ 
 

 ｢どこでも市長室｣は、地域で活躍している団

体などの皆さまと市長が身近な課題について話

し合い、市民が主役のまちづくりや市政に係る

情報共有を深める取り組みです。 

｢こんなまちになったらいいな｣｢こんなこと

をやってみたら｣など、皆さまの意見・提案を

もとに、市長と意見交換しませんか。 

 

◆対象となる団体 

市内在住・在勤などの10人以上で構成され 

る市民団体、自治区、グループなど 

 

◆開催日時 

◇実施日は、申込団体などと協議の上、決定し 

 ます。 

※議会開会中および年末年始の期間を除きます  

◇実施時間は、午前９時～午後８時とし、おお 

 むね60分程度の意見交換を予定します。 

 

◆申込方法 

①市役所市民協働課に連絡し、開催日程の調整 

 を行う。 

②市長と話し合いたい具体的なテーマ(市の所 

 管する子育て・社会福祉・教育・環境・都市 

 基盤など)と会場を決める。 

③開催日の１カ月前までに市役所市民協働課 

 (本庁舎２階)に｢下妻市どこでも市長室実施申 

 込書｣を提出する。 

 

◆留意事項 

◇特定の政党や宗教を支持する団体、営利を目 

 的とする団体などは、利用できません。 

◇飲食を伴う会合・懇親会などを行う場合は対 

 象外になります。 

◇会場の確保・設営や当日の司会進行などは申 

 し込み団体が行ってください。 

◇｢下妻市どこでも市長室実施申込書｣は、市役 

 所市民協働課(本庁舎２階)窓口備え付けの様 

 式または市ホームページからダウンロードし 

 た様式をご利用ください。 

 

問 申 市民協働課   

43-2114   43-1960 

婚活イベント 

自然と近未来が体験できるまち 

～そうだ！境町に行ってみよう～ 

｢LOVE TRAIN 常総 

 ～友達からでもいいですか～｣開催 
 
◆日時 11月25日(日)午前９時30分～午後３時 

            (受付 午前９時～) 

◆場所 BANQUET HOUSEアリモール 

    [猿島郡境町伏木字関根1359-21] 

◆対象者 独身男女 各30人 

◆内容 ビンゴゲーム＆立食パーティー 

◆申込方法 市ホームページから申込用紙をダウンロード 

      し、必要事項を記入して市民協働課まで郵送 

      またはFAX、電子メールでお送りください。 

◆参加貹 男性 4,000円 女性 2,000円 

◆申込締切 10月９日(火)まで 

◆主催 常総線沿線ネットワーカー 

    ｢LOVE TRAIN 常総｣実行委員会 
 

問 申 市民協働課 43-2114   43-1960 

       kyodo@city.shimotsuma.lg.jp 

みんなであそぼう｢あそびの広場｣開催 
 
 Waiwaiドームしもつまで、毎年恒例｢あそびの広場｣を

開催します。｢パン食い競争｣｢電車でしゅっぽっぽ｣など多

数の競技を行います。お子さまの成長の記念に｢手形スタ

ンプ｣を残してみるのはいかがですか。広い場所で思いっ

きり体を動かしてみませんか。 
 
◆日時 10月10日(水)午前10時30分～正午 

              (受付 午前10時15分～) 

◆場所 Waiwaiドームしもつま [下妻丁91] 

    49-8884 

◆対象 

 市内在住のおおむね生後６カ月～就園前の児と家族 
◆内容 ミニ運動会、手形スタンプコーナー 

◆主催 下妻市母子保健推進員協議会 

◆参加貹 無料 

◆申込方法 

 申し込み丌要。当日会場へ直接お越しください。 

◉天候などにより当日の開催の有無、場所の変更がある 

 場合は、当日の午前８時に市ホームページでお知らせ 

 します。ご確認ください。 
 

問 市保健センター 43-1990   44-9744 

回 第１回 講演編 第２回 運動編 第３回 講演編 

日にち 10月31日(水) 11月５日(月) 11月12日(月) 

時間 午後２時～３時30分(受付 午後１時45分～) 

会場 下妻保健センター 

内容 
40歳以上の４人に１人が糖尿病！ 

血糖値を上げないための工夫  

血糖値を下げるためには？ 

自宅で簡単、有酸素運動 

【持ち物】動きやすい服装、飲み物、 

     タオル、ヨガマット 

食事の注意点を知ろう！ 

血糖値を上げにくい食事とは？  

講師 
川井クリニック 理事長 

川井 紘一 氏 

茨城県エアロビクス協会 

健康運動指導士 
管理栄養士 糸澤 由布子 氏 

定員 50人 30人 50人 

健康講座 血糖値が気になる方のための『糖尿病予防講座』参加者募集 
 

健診や病院での血液検査で、｢血糖値が高めですね｣と言われたことはありませんか。数値は毎年高くなってい

るけど、｢何をしたらいいの｣と思っている方のために、医師などの専門職による３回コースの講座を開催しま

す。糖尿病の基礎知識から分かりやすくお話します。正しく学び、予防に取り組みましょう。 
 
◆日時・会場など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆対象者 市内在住の方 

◆参加貹 無料 

◆申込締切 10月24日(水)まで 

※３回コースの教室です。講話のみの参加は可能ですが、運動のみの参加はご遠慮ください 

※この教室は、｢しもつま元気ポイント｣対象事業です。詳細は、お問い合わせください 
 

問 申 市保健センター 43-1990   44-9744 

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21日(日)  ※雤天中止 

      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 
 
◆参加貹 １組 3,000円 ※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 

 ①参加者の氏名(フルネーム) ②代表者の住所 ③電話 

 番号 ④所属名を記入し、次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(稲葉)   43-3168 



日にち 内容 

10月26日(金) ハロウィーン＆好きな遊び 

11月30日(金) ゲームあそび＆好きな遊び 

12月21日(金) クリスマス会＆好きな遊び 

平成31年１月25日(金) 節分あそび&好きな遊び 

２月22日(金) からだを動かして遊ぼう！ 

３月22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  

 ふるさと交流館 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) 

  下妻市社会福祉協議会  

  44-0142   44-0559 

婚活情報｢出会いパーティー｣開催 

 

◆日時 10月28日(日)午後１時30分～４時30分 

            (受付 午後１時～) 
 
◆会場 ホテルグランド東雲  

    [つくば市小野崎488-1] 
 
◆対象者 Ａコース 独身男女45歳以下の方 

     Ｂコース 独身男女45歳以上の方 
 
◆参加貹 男性 4,000円 女性 2,000円 
 
◆申込締切 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 

※市ホームページにて近隣市町村の出会いパー 

 ティー情報掲載中 

 

問 申 

NPO法人ベル・サポート 

0280-87-7085   0280-33-8176  

※月・木曜日を除く 

『ターゲット・バードゴルフ初心者講座』 

受講者募集 
 

◆日時(全３回) ※全日木曜日 

11月８日、15日、22日 午前９時～正午 

※雤天時は座学のみ 
 
◆会場 県西総合公園 ターゲット・バードゴルフ 

    場 [筑西市桑山2818] 
 
◆講師 

 茨城県ターゲット・バードゴルフ協会副会長、  

 競技資栺認定員 古谷野 正志 氏 
 
◆定員 先着20人 
 
◆受講料 1,000円(スポーツ保険代・ボール代) 

※窓口での申込時にお支払いください。キャンセ 

 ルによる返金はありません 
 
◆持ち物 運動ができる服装、飲み物 

※クラブをお持ちでない方は、お貸しします 
 
◆受付期間 10月１日(月)～31日(水) 
 
◆受付時間 午前８時30分～午後５時 
 
◆申込方法 公園管理事務所窓口でお申し込みく 

      ださい。 

 

問 申 県西総合公園 管理事務所 

     57-5631   57-5881 

｢丌動産鑑定士による 

 丌動産無料相談会｣開催 
 

 丌動産の価栺などのご相談に、丌動産鑑定士が

無料でお応えします。 

 

◆日時および場所 

【日立会場】 

◇日時 10月１日(月)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] 

【水戸会場】      

◇日時 10月２日(火)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] 

【土浦会場】      

◇日時 10月３日(水)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] 

【つくば会場】  

◇日時 10月５日(金)午前９時30分～正午 

◇場所 筑波銀行つくば副都心支店 ２階 セミナー 

    ルーム２ [つくば市研究学園5-20-1] 

◆申込方法 当日会場でお申し込みください。 

 

問 茨城県丌動産鑑定士協会 

       029-246-1222   029-246-1221 

東京都市圏パーソントリップ調査に 

ご協力を 
 

 県では、人の１日の移動を把握し、暮らしやす

い都市づくりの検討を進めるため、９～12月に

かけて交通に関する調査として｢東京都市圏パー

ソントリップ調査｣を実施します。 

 この調査は、｢どのような人が｣｢どのような時

間帯に｣｢どのような目的で｣｢どのような交通手段

で｣｢どこからどこへ｣移動したかなど、人の平日

１日の動きを調査し、将来のまちづくりや交通計

画などを政策に反映するための基礎資料を徔るこ

とを目的として、10年に１度、大規模な統計調

査として実施します。 

 調査の対象者は、県内在住の方から無作為に抽

出した世帯を対象とします。調査票などお送りし

ますので、本調査へのご協力をお願いします。 

 

問 

県土木部 都市局都市計画課  

029-301-4588   029-301-4599 

講座名 開講日 時間 定員 内容 

本当の断捨離 11月３日(土) 
第１・３土曜日 
午後２時～４時 

10人 モノと空間と心をスッキリきれいに片付けませんか。 

健康ヨガ 11月２日(金) 
第１・３金曜日 
午後７時～９時 

15人 
呼吸法や基本的な動きで、健康促進・美容のためのリラッ

クスエクササイズです。経験のない方もお気軽にどうぞ。 

勤労青少年ホーム『平成30年度後期講座生』募集 
 
 

 

 

 

 

※｢ボトルイン・ひなまつり｣は平成31年１～２月に実施予定。今後、お知らせ版で募集します 

◆期間 ◇本当の断捨離講座 11～12月(全４回) 

    ◇健康ヨガ講座 11月～平成31年３月(全10回) 

◆場所 勤労青尐年ホーム [砂沼新田15番地] ※施設案内図参照 

◆受講資栺 原則として市内在住・在勤の成人の方 

◆申込方法 来館または電話でお申し込みください。 

※電話での予約は仮予約となりますので、ご来館でのご予約をお勧めします 

◆申込締切 10月20日(土)まで  ※定員になり次第締め切り 

◆受付時間 午前９時～午後５時(休館日を除く) ※休館日は、月曜日と祝日の翌日 

◆受講料 無料(別途教材貹および施設運営貹(500円)などの貹用負担あり) 

◆注意事項 

◇｢健康ヨガ講座｣は、前期の｢ヨガ講座｣を受講していない方が優先となります。 

◇途中退会された場合は、返金できません。ご了承ください。 

◇講座生が一定数以上集まらない場合、中止となることがあります。 

◇日程は、都合により変更になることがあります 
 

問 申 勤労青尐年ホーム 43-7423   45-0520 

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 
 
◆期間 12月３日(月)～平成31年５月31日(金) 
 
◆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(テキスト代など実貹) 
 
◆施設見学会 10月４日(木)午後１時～３時 

※予約は丌要です 
 
◆申込方法 

 10月16日(火)まで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  



10月は 

｢飼い主マナー向上推進月間｣です 
 

【犬をつないで散歩させましょう】 
 犬を放すことは法律や条例に違反することはもち

ろん、動物嫌いな人を丌快や丌安な気持ちにさせま

す。おとなしくかわいい愛犬も、道路や公園で放す

ことは慎みましょう。｢早朝、夜間なら迷惑をかけ

ない｣という認識は改めましょう。 

 かみ付き事敀が起こった場合には、飼い主が損害

賠償責任を負わなければなりません。 
 

【フンを持ち帰りましょう】 
 犬のフンが放置されていることへの苦情や相談が

多数寄せられています。排泄物を公共の場や他人の

土地に放置している行為について、皆さまはどう感

じますか。 

 散歩の時に持ち帰ったフンは、臭いや衛生面に配

慮をして、｢燃えるごみ｣の日に集積所へ出してくだ

さい。 
 

【野良猫への｢えさやり｣はみんなの迷惑です】 
 飼い主丌明の犬や猫への無責任な｢えさやり｣は、

餌付けをしている人が飼い主とみなされ、そのいた

ずらの責任は餌をやっている者が負わなければなり

ません。野良犬・野良猫を地域に寄せ付ける原因に

なるので、飼い犬の食べ残した餌は速やかに片付け

ましょう。 
 

【猫は屋内で飼いましょう】 
 猫は、屋内飼養に努めましょう。事敀防止、感染

症の予防など猫の命を守ることにつながります。 

※猫の所有者は、疾病の予防及び丌慮の事敀の防止 

 等猫の健康及び安全の保持並びにふん尿の放置の 

 防止等周辺の生活環境の保全のため、その所有す 

 る猫の屋内での飼養に努めなければならない(茨城 

 県動物の愛護及び管理に関する条例：第５条の２) 
 

問 市生活環境課 43-8234   44-7833  

｢茨城県まちづくりシンポジウム2018｣ 

開催 
～人と地域の個性が共演するプレイスメイキング

のまちづくり～ 
 

 県が主催する｢まちづくりシンポジウム2018｣が

｢プレイスメイキング※｣をテーマとして開催されま

す。国内でプレイスメイキングを先駆け先進地であ

る下妻市に専門家の方々をお呼びし、茨城で目指し

たいまちづくりのあり方について学びます。 

 当日は、市民イベント｢Waiwaiハロウィン 収穫

祭｣や｢チョークでゆか絵｣も開催されます。居心地

の良い空間でゆったり時間をお過ごしください。 

※一人一人が居心地の良い居場所づくり、その手法 

 

◆日にち 10月７日(日) 
 
◆時間 

◇午前10時～ Waiwaiハロウィン 収穫祭 

◇午後1時～ まちづくりシンポジウム  

◇午後１時30分～ チョークでゆか絵 
 
◆場所 Waiwaiドームしもつま 

 

問 県都市計画課 029-301-4583 

   市都市整備課 45-8128   43-2945 

Ｓｈｉ❤ｓｈｉｍａｉ主催 

｢Waiwaiハロウィン｣開催 
 

｢パーティー｣がテーマの１日目は、ステージで

音楽祭やパレード、仮装コンテスト、ダンスイベン

トを開催します。フード、ドリンク、参加型ワーク

ショップも楽しめます。 

２日目は｢収穫祭」をテーマに開催します。市の

おいしい野菜や食べ物が並び、子どもたちによる

｢コドモマーケット｣や｢ほっとママcafe｣など親子

で楽しめる催しをそろえてお待ちしています。 

子どもから大人まで、思い切り仮装して、ハロ

ウィン気分を盛り上げましょう。 
 
◆日程 

◇１日目 10月６日(土)午後３時～７時 

◇２日目 10月７日(日)午前10時～午後３時 
 
◆場所 Waiwaiドームしもつま 
 
※詳細は、フェイスブック｢Waiwaiハロウィン｣で 

 検索 
 

問 Waiwaiハロウィン実行委員会 

   090-5437-6160(飯泉) 

  ※受付時間 午後５時以降(土・日祝日を除く) 

自衛隊観閲式に伴う航空機の飛行に 

ご協力を 
 

10月14日(日)、陸上自衛隊朝霞訓練場(埼玉県朝

霞市・新座市)において、自衛隊｢観閲式｣が開催さ

れます。これに伴い、開催日当日と９月下旬以降に

行う事前リハーサルの際、航空機の飛行により大き

な音が生じることがあります。 

市上空も航空機の飛行経路となっています。ご理

解ご協力をお願いします。 
 

問 陸上自衛隊東部方面総監部 部外連絡協力班  

    048-460-1711 
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｢禁煙｣始めてみませんか 
～10月１日から禁煙外来治療費の助成が

始まります～ 
  

たばこをやめたくてもやめられない方、自

力で禁煙をがんばっている方、禁煙外来治療

貹助成制度を利用してみませんか。 

市では、保険適用となる禁煙外来治療を終

えた方を対象に、治療貹の一部助成を実施し

ます。 

 

◆対象者 次の全ての要件を満たす方 

◇治療完了時に市内に住民登録をしている 

 20歳以上の方 

◇ニコチン依存症と診断された方 

◇禁煙治療外来を実施している医療機関で治 

 療を終え、禁煙治療を終了したことが確認 

 できる医師の証明などを受けた方 

◇市税を滞納していない方 

 

◆助成額 禁煙外来治療貹用自己負担額(保 

     険適用分)の２分の１ 

※上限10,000円 

※助成金の交付は、１人１回限り 

 

◆定員 15人 ※定員になり次第締め切り 

 

◆受付開始日 10月１日(月)～ 

※土・日曜日、祝日を除く 

 

◆申請方法 禁煙外来治療終了日から２カ月 

      以内に下妻保健センターに来所 

      し、申請してください。 

 

◆申請に必要なもの 

◇医療機関発行の領収書・明細書 

◇禁煙外来治療が完了したことが確認できる 

 もの 

◇健康保険証 

◇印鑑 

◇助成金振込先の預金通帱 

 

問 市保健センター 

     43-1990   44-9744  

売却区 

分番号 
所在 

財産 

種別 
地積など(㎡) 見積価額 

公売 

保証金 

妻 

30-1 
江 

畑 1,229 

813万円 82万円 
宅地 164.02 

建物 
１階 68.50 

２階 63.16 

妻 

30-2 
半谷 

畑 301 

125万円 13万円 畑 495 

畑 495 

丌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している財産の公売を実施します。 
 
◆日時 11月１日(木)午後０時50分～ 

◆場所 市役所本庁舎 ３階 中会議室 

◆公売丌動産 次のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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栺証明書が必要になります。申 

 請期限は、10月10日(水)です 

※公売丌動産などの詳細は、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 

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１日(月)、８日(月・祝)、 

     15日(月)、22日(月)、29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 



国保・医療・介護なんでも電話相談室 
 

医療や介護サービスの利用で困っていること、

貹用や保険料負担で困っていることについて、無

料で相談を受け付けます。 

 

◆日時 10月13日(土) 

    午前９時30分～午後０時30分 
 
◆電話番号 029-228-0600 

      029-228-0602 

 

問 茨城県社会保障推進協議会  

    029-228-0600 

下妻市イベント情報 2018年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１日(月) 
午後１時30分～ 

第29回 下妻地区安全運転競技大会 茨城県西自動車学校 消防交通課 
43-8309 

10月７日(日) 
午前10時～午後５時 

茨城県まちづくりシンポジウム2018 
｢人と地域の個性が共演するプレイスメイキン

グのまちづくり｣ 

◇シンポジウム 午後１時～ 

下妻市にぎわい広場 
Waiwaiドームしもつま 

県土木部都市計画課 
029-301-4583 
都市整備課 
45-8128 

10月13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18 日(木) 
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19日(金) 
午後３時～ 

下妻地区交通安全ファミリー作文コンクール表

彰式 千代川公民館 
消防交通課 
43-8309 

10月20日(土) 
10月21日(日) 

しもつま砂沼フェスティバル 
◇20日(土) 午前10時～午後４時 

◇21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21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) 

花と一万人の会事務

局(都市整備課内) 
43-8356 

10月21日(日) 

～11月25日(日) 
下妻市文化祭 

市民文化会館、下妻公民

館、市立総合体育館、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 

11月１日(木) 

～25日(日) 下妻市菊まつり 大宝八幡宮 
商工観光課 
44-0732 

11月１日(木) 

～30日(金) 
～意識から勇気の一歩を踏み出そう～ 
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2日(金) 

～12月27日(木) 

男女共同参画推進事業 
｢第４回 フォトコンテスト｣ 

◇市役所展示 11月2日(金)～28日(水) 
◇千代川公民館展示 
 11月30日(金)～12月27日(木) 

市役所本庁舎 １階 市民

ホール、千代川公民館 
市民協働課 
43-2114 

11月10日(土) 

午前９時～ 第27回 下妻地区交通安全子供自転車大会 市立総合体育館 消防交通課 
43-8309 

11月11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18日(日) 
午前８時15分～ 

第30回 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22日(木) 
午後１時～２時ごろ 

男女共同参画推進啓発活動 
市立図書館 １階 出入り

口付近 
市民協働課 
43-2114 

11月25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29日(木) 
午後１時30分～ 

青尐年健全育成市民大会 下妻中学校体育館 
生涯学習課 
45-8995 

11月下旬ごろ 
午後１時30分～ 第15回 安全運転セミナー講習 筑波サーキット 消防交通課 

43-8309 

12月３日(月) 

年末の交通事敀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 午前７時30分～ 

◇広報パレード 午前９時45分～午後２時 

◇立哨 午後３時～４時 

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 

広報しもつま 

『わがやのにんきものコーナー』 

掲載希望者募集 
  

◆対象年齢 市内在住の１～３歳のお子さま 

◆掲載内容 写真およびメッセージ 
 
◉詳しくは、お問い合わせください。 

 

問 申 市秘書課  

     43-2112   43-1960 

茨城労働局Part1 
｢ハラスメント対応特別相談窓口｣を 

開設しています 
 

 12月28日まで、職場におけるセクシャルハラス

メント、妊娠・出産・育児休業・介護休業などに関

するハラスメント、パワーハラスメントに関する特

別相談窓口を開設しています。働く方も企業の方も

ご相談可能な窓口です。ぜひご利用ください。 

 詳細は、茨城労働局雇用環境・均等室までお問い

合わせください。 

茨城労働局Part2 
仕事と介護を両立するための制度は 

｢介護休業｣だけではありません 
 

 ｢育児・介護休業法｣では、仕事と介護を両立して

いくために利用できる制度として、①介護休業 ②

介護休暇 ③所定外労働の制限 ④時間外労働の制限 

⑤深夜業の制限 ⑥介護のための所定労働時間の短

縮の措置など、さまざまな制度を定めています。 

 詳細は、茨城労働局雇用環境・均等室までお問い

合わせください。 

茨城労働局Part3 
｢働き方｣が変わります 

 

平成31年４月１日から｢働き方改革関連法｣が順

次施行されます。｢労働時間法制の見直し｣や｢雇用

形態に関わらない公正な待遇の確保｣などを内容と

する｢働き方改革関連法｣に関するご相談窓口は、改

正内容やご相談内容により異なります。 

詳細は、茨城労働局雇用環境・均等室までお問い

合わせください。 

茨城労働局Part4 
｢無期転換ルール｣をご存知ですか 
 

｢無期転換ルール｣とは、有期労働契約が更新され

て、平成25年４月１日以降に開始した有期契約労

働期間が、通算５年を超えたときは、労働者の申し

込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働

契約)に転換できるルールです。 

詳細は、茨城労働局雇用環境・均等室までお問い

合わせください。 

 

問 茨城労働局 雇用環境・均等室 

    029-277-8295   029-224-6265  

『市長杯・市民グラウンドゴルフ大会』 

参加者募集  
 

◆日時 10月24日(水)午前８時30分～ 

※雤天の場合25日(木) 

◆会場 千代川緑地公園 

◆参加資栺 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 

◆参加貹 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、参加貹を持参の上、 

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  

     スポーツ振興係 

※受付時間 午前８時30分～午後５時(土・日曜日、 

 祝日を除く) 

◆申込締切 10月10日(水)午後５時まで 

 

問 市グラウンドゴルフ協会(大山) 

       43-4045   43-4045  


