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住民基本台帳ネットワーク業務の一時休止 
 

住基ネット機器更改作業のため、市役所市民課および

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。 
 
◆日時 ９月10日(火)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 

 号の変更など 

◇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   43-2933 

区分 
 固定資産税の 

課税標準額 

200㎡以下の住宅用地 

(小規模住宅用地) 
価格×1/6 

200㎡を超える部分の住宅用地 

(一般住宅用地) 
価格×1/3 

建物の用途を変更したら、ご連絡を 
 

建物の用途を変更した場合は、市役所税務課(本 

庁舎１階)へご連絡ください。 

 特に、住宅以外の建物を住宅用に変更したり、 

住宅を住宅以外に変更した場合は、住宅用地の特 

例により税額が変更になる場合があります。 
 
【住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例】 

住宅用地とは、専ら人の居住の用に供する家屋の

敷地を言い、その面積および戸数によって、小規

模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適

用されます。(ただし、家屋の床面積の10倍まで) 

 

 

 

 

 

 
 
※住宅内の１室が事務所などの場合は、特例措置 

 の対象となる住宅用地の面積が上記の表と異な 

 る場合があります。詳しくは、お問い合わせく 

 ださい 
 

問 市税務課 43-8193   44-9411 

建物の取り壊しや 

新築・増築をしたら、ご連絡を 
 

 固定資産税は１月１日現在の土地・建物・償却

資産の所有者に課税される税金です。年内に建物

(車庫や物置を含む)を取り壊した場合や、新築・増

改築した場合には翌年度から固定資産税が変わる 

ことがあるため、調査が必要となります。 

 その場合は市役所税務課(本庁舎１階)へご連絡く 

ださい。ご協力をお願いします。 
 
※年内に行った建物の取り壊しの連絡が来年１月2 

 日以降となった場合、第三者による滅失証明書 

 などの提出が必要になります 
 

問 市税務課 43-8193   44-9411 

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役所生活環境課へ連絡してく 

 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 

 ソコンへのメール配信を実施しています。 

◇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.taiki 

2.pref.ibaraki.jp/koukagakusmog/)へアクセスし 

てください。(通信費は自己負担です。) 
 

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 

認定農業者になりましょう 

『認定農業者』募集 
 

認定農業者制度とは、自らの農業経営を向上してい

こうという意欲のある農業者が立てた計画を市が認定

し、その実現に向けて支援措置を講じていこうとする

ものです。認定農業者になると、県・市など関係機関

から重点的に支援を受けられます。 

これから規模拡大をお考えの方は、ぜひお問い合わ

せください。 

 

◆申込期間 ９月３日(火)～ 13 日(金) 
 
◆認定の基準(５年後の目標)  

①年間総労働時間が、主たる従事者１人あたり2,000 

   時間以内 

②年間農業所得が、主たる従事者１人あたり580万円 

 以上 
 
◆認定農業者への主な支援 

◇低利資金の融資 

◇農業者年金の保険料の国庫補助(その他に青色申告の 

 有無や年齢要件あり) 

◇畑作物の直接支払交付金(数量払・営農継続支払) 

◇米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策) 

 

問 市農政課  44-0729   43-3239 

全国家計構造調査にご協力を 
 
全国家計構造調査は、５年ごとに全国的に行われる調

査で、本年10月から11月までの2カ月間にわたり実施

されます。8月から調査員が調査対象地域の世帯を訪問

します。調査への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 
 
◆対象地域 

◇大町・旭・陣屋地区の一部 

◇柳原・加養・肘谷地区の一部 
 

問 市企画課 43-2113   43-1960 

｢家庭教育学級講演会｣開催 
 

家庭教育に関する学習機会と情報を保護者の皆さま

に提供するために、家庭教育学級講演会を開催しま

す。申し込みは不要です。直接会場へお越しくださ

い。皆さまの参加をお待ちしています。 

 

◆日時 ９月１日(日)午前10時30分～正午 

                     (受付 午前９時45分～) 
 
◆場所 千代川公民館 ホール[鬼怒230] 
 
◆演題 「怒りのパワーを子育てのパワーへ」 

～アンガーマネジメント～ 
 
◆講師 Ange Gardien代表 菅野 昭子 先生 
 
◆受講料 無料 
 

問 市生涯学習課 45-8995   43-3519 

農作物の放射性物質検査一時利用停止 
 

放射性物質検査機器のメンテナンスを行うため、次

の期間について放射性物質検査を一時利用停止しま

す。ご理解ご協力をお願いします。 
 

◆利用停止期間 8月16日(金)～23日(金) 
 

問 市商工観光課 45-8993   44-6004 

2019しもつま砂沼フェスティバル 

『事業所広場』出展者募集 
 

◆日時 10月19日(土)午前10時～午後4時 

10月20日(日)午前10時～午後3時30分 

※1日のみでも結構です 

 

◆場所 砂沼広域公園内テニスコート 

 

◆募集事業所数 5事業所 

※1事業所につき、テントは1つ(3.6m×5.4m)です 

※火気類の使用はできません 

 

◆内容 市内で営業をしている事業所を対象に、来場

者に事業の内容などをPRできるスペースを設

けます。 

※出展料は無料です 

※商品などの販売はできません 

 

◆募集期間 8月16日(金)～30日(金)  

 午前8時30分～午後5時  

※土・日曜日を除く 

※応募多数の場合は、募集期間終了前でも締め切りと 

 する場合があります。ご了承ください 

※後日、出展事業所の調整会議を開催します。日時、

場所については、参加事業所が決定した後に通知し

ます。会議に出席しない場合は、参加を取消しする 

 場合があります 

 

問 申 市商工観光課  

     45-8993   44-6004 

http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=7025#housetokurei
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=7025#housetokurei


地区名 
田 

平均額 最高額 最低額 データ数 
下妻 15,000 15,000 1 15,000 
大宝 18,400 26,000 5,000 103 

騰波ノ江 19,600 26,000 5,000 90 
上妻 16,600 39,000 1,900 67 
総上 16,400 26,000 2,000 86 

豊加美 16,600 26,000 3,000 134 
高道祖 21,600 26,000 8,200 29 
蚕飼 19,500 22,000 6,500 63 
宗道 18,700 31,300 6,500 117 
大形 18,600 22,000 13,000 10 

市平均 18,100       

地区名 
畑 

平均額 最高額 最低額 データ数 
下妻 賃借料情報なし 
大宝 5,000 5,000 5,000 1 

騰波ノ江 7,400 44,400 5,000 24 
上妻 7,400 16,400 1,900 29 
総上 10,600 19,500 5,700 3 

豊加美 8,300 10,000 6,500 2 
高道祖 賃借料情報なし 
蚕飼 賃借料情報なし 
宗道 10,000 10,000 10,000 1 
大形 10,300 13,000 2,000 4 

市平均 7,800       

市農地賃貸借料情報 
 

 令和元年の農地の賃貸借における賃借料(10ａあた

り)は次のとおりです。 

 

                                                          (単位：円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                                                          (単位：円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
※平成31年1月～令和元年7月農用地利用集積計画集 

   計より 

 

◆この情報は賃借料の目安として提供するものです。  

 

◆データ数は、集計に用いた筆数です。 

 

◆賃借料を物納支給(玄米)としている場合は、1俵(60 

   キロ)あたり13,000円に換算しています。 

 

◆金額は算出結果を四捨五入し、100円単位としてい 

   ます。 

 

◆市平均は全地域の金額をデータ数により平均した値 

   です。 

 

◆水利費などの経費支払は相対となっています。 

 

問 市農業委員会事務局  

   45-8991   44-6004  

試験区分 

一
般
事
務 

大卒 
平成２年４月２日以降に生まれた人

で、大学卒の人または令和２年３月

31日までに大学卒業見込みの人。 

若
干
名 

短大卒 
平成４年４月２日以降に生まれた人

で、短大卒の人または令和２年３月

31日までに短大卒業見込みの人。 

高卒 
平成６年４月２日以降に生まれた人

で、高校卒の人または令和２年３月

31日までに高校卒業見込みの人。 

一般事務 
(経験者) 

昭和55年４月２日から平成２年４月

１日までに生まれた人で、民間企業、

国、地方公共団体などにおける職務経

験が令和元年７月30日現在で５年以

上ある人 

若
干
名 

受付期間 
８月19日(月)～９月20日(金)午前８時30分～午後５時15分  
※土・日曜日および祝日を除く 

試験内容 

第１次試験 
10月20日(日) 

一般事務 
教養試験、事務適性検査、性格

特性検査、職場適応性検査 

一般事務 
(経験者) 

教養試験、事務適性検査、性格

特性検査、職場適応性検査 
SPI３能力検査、性格特性検査、 

職場適応性検査 
第２次試験 

11月21日(木) 
共通 面接試験、作文試験 

下妻地方広域事務組合職員採用試験 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

問 下妻地方広域事務組合事務局 総務係 

   45-0611   45-0612 

高齢者の皆さまへ 

無料の歯科健康診査を実施します 
 

口腔機能の低下や肺炎などの疾病を予防するため

に、無料の歯科健康診査を実施します。 
 

◆期間 ９月１日(日)～12月31日(火) 

※歯科医療機関の休診日を除く          
 
◆対象 茨城県後期高齢者医療広域連合の被保険者の

うち、平成30年度で満75・80・85歳の方

(施設等入所者を除く) 

※該当する方には健診の案内を郵送します 
 
◆健診内容 

 ①問診 ②歯の状態 ③咬合状態 ④口腔衛生の状態 ⑤ 

 口腔乾燥の状態 ⑥歯周組織・粘膜の状況 ⑦口腔機 

 能評価 ⑧呼吸の異常 ⑨指輪っかテスト ⑩反復唾液 

 嚥下テスト ⑪事後指導(セルフケアの歯ブラシ指導) 

 など 
 
◆受診場所 茨城県歯科医師会に所属の事業実施歯科 

      医療機関 
 

問  
茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課 保健資格班  

029-309-1212   029-309-1126 

はかりの定期検査実施 
 
 取り引きまたは証明に使用するはかりは、2年に1

回定期検査を受けなければなりません。 

 市では、次の日程で定期検査を実施します。最寄り

の会場で必ず受検するようお願いします。 

 

◎開店などで新規ではかりの検査が必要となった場合

または閉店などではかりの検査が不要となった場合

は、必ず市役所商工観光課までご連絡ください 

 

◆日程および場所 

◇11月25日(月)・26日(火)・27日(水)  

市役所本庁舎 東側倉庫 

◇11月28日(木)  

市役所千代川庁舎 北側倉庫 

※どちらの会場でも受検できます 

 

問  

県指定定期検査機関 一般社団法人茨城県計量協会  

029-225-7973   029-225-7974 

茨城県計量検定所  

029-221-2763   029-221-2764 

市商工観光課 45-8993   44-6004 

募集職種 保育士(嘱託職員) 一般事務(嘱託職員) 一般事務(臨時職員) 
募集人員 2人 1人 1人 

業務内容 
保育業務 湯茶接待、来客・電話対応、一般・経

理事務、その他事務などの補助業務 
窓口・電話対応、農業振興に関する

業務、その他事務などの補助業務 

応募資格 

◇保育士資格を有する人 
◇4月1日現在65歳未満の人 

◇パソコン操作のできる人(Word、 

 Excelなど) 
◇普通自動車免許を有する人 
◇4月1日現在65歳未満の人 

◇パソコン操作のできる人(Word、 

 Excelなど) 
◇普通自動車免許を有する人 

勤務地 市立下妻保育園または、きぬ保育園 議会事務局 農政課 

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あり 

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 

月額賃金制 
基本賃金 181,800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 

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 

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

雇用期間 令和元年9月1日～令和2年3月31日(更新なし) 

令和元年9月1日～９月30日 
(勤務状況により更新有り。ただし雇

用期間は最長で令和2年3月31日ま

で。) 
試験内容 面接試験 ※日時などは別途連絡 
申込期限 8月20日(火)まで ※郵送の場合は同日必着 
提出書類 履歴書(写真貼付)、保育士証の写し 履歴書(写真貼付) 

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(郵送可) 

『保育士(嘱託職員)、一般事務職員(嘱託職員・臨時職員)』募集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
問 市総務課 43-2120   43-4214 
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｢下妻盆だんす 

〜平成から令和へ下妻新時代の幕開け〜｣開催 
 

アップテンポな曲に乗せて踊る｢盆だんす｣と下妻伝

統の盆踊りを楽しみます。   
 
◆日時 ８月18日(日)午後３時～８時 

◆タイムスケジュール 

◇午後３時～ ワークショップ 

           御神輿作り体験他 

◇午後５時～ 開会式 

                     焼きそば、カキ氷など 

           盆ダンス大会とお囃子の競演 

◆会場 東部中央公園、下妻公民館  

※雨天の場合は市立総合体育館 

◆入場料 無料 
 

問 Shi♡shimai(ししまい) 

   090-7833-5624(木村)   44-0153 

｢まちの美術展｣開催 
 

平成30年度茨城県芸術祭美術展および第23回茨城

県健康福祉祭わくわく美術展入賞・入選作品を展示し

ます。 

 優れた作品の鑑賞は、心のオアシスとなります。市

が育んだ、日本画・洋画・美術工芸書・写真などの

アートの多彩さとその魅力を、ご鑑賞ください。 

 

◆日時 ９月５日(木)～14日(土)９日間 

 午前9時～午後4時30分 

※９月9日(月)は休館日 

 

◆場所 ふるさと博物館[長塚乙77] 

 

◆内容 平成30年度茨城県芸術祭美術展および第23 

    回茨城県健康福祉祭わくわく美術展入賞・入 

    選作品(日本画・洋画・美術工芸・書・写真) 

    を展示します。 

 

問 下妻市文化団体連絡協議会 

   43-3418   43-3418 

特定健康診査・基本健康診査｢集団健診｣～後半日程～ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◎育児中の方必見｢育児サポート健診｣を実施します。 

９月６日(金)、11日(水)限定で、健診の間、別室でお子さまをお預かりします。育児中の方も安心して健診に

お越しください。 

※ご希望の方は、事前に保健センターにお申し込みください。各予約時間帯(午前９時30分～、午前10時30分

～)でお子さまを10人までお預かりします。定員になり次第締め切ります 
 
◆対象者・検査項目・自己負担額 ※年齢は、令和２年３月31日時点(75歳になる方を除く) 

 

 

 

 

 

 
 
◎今年度75歳になる方は、受診日の年齢により健診内容、自己負担額が変わります。詳しくは、お問い合わせく 

   ださい。 

※75歳以上で心電図・眼底・貧血検査をすべて受診する方の自己負担額は、税率変更に伴い、10月１日以降の

金額が変更になる場合があります。 

《次の検診は、加入している健康保険の種類にかかわらず受診できます》 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆持参するもの 保険証、受診券(お手元にない場合は、下妻保健センターへご連絡ください)、自己負担金 

◎40～75歳未満の社会保険被扶養者の方へ 

 健康保険の種類によっては、市の集団健診を受診できない場合がありますので、事前に健康保険証の発行元に 

 確認してください。 

※39歳以下の方であれば、健康保険の種類にかかわらず市の集団健診が受けられます 
 

問 市保険年金課 45-8124   43-2933  市保健センター 43-1990   44-9744 

月日 会場 
受付時間(番号札は30分前に出します) 

午前９時30分～11時30分 午後１時30分～３時 
９月３日(火) 

下
妻
保
健
セ
ン
タ
ー 

下妻戊 田町・本宿町・本城町・坂本新田・大木新田 
 ４日(水) 下妻甲・下妻丙・小野子町 
 ５日(木) 長塚・長塚乙・石の宮 
 ６日(金) 下妻丁・砂沼新田＜育児サポート健診【予約制】＞ 

７日(土) ＜未受診者(全地区)＞ 
10日(火) 下妻乙・下妻丙 

 11日(水) 下妻乙＜育児サポート健診【予約制】＞ ＜未受診者(全地区)＞ 
12日(木) ＜夜間健診【予約制】＞ 受付時間 午後４時～８時【全地区】 

12月１日(日) ＜未受診者(全地区)＞ 

対象者 検査項目 自己負担額 
◇39歳以下 
◇40歳～75歳未満(下妻市国民健康保 

 険加入者) 

身体測定、血圧測定、尿検査、眼底検査、心電図検査、血液検

査(血中脂質・肝機能・血糖・貧血・尿酸・クレアチニン) 
1,500円 

◇75歳以上(後期高齢者医療保険の方) 
身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査(血中脂質・肝機能・血

糖・クレアチニン) 
無料 

心電図検査、眼底検査、貧血検査(希望制) 2,150円 

検診名 自己負担額 

胸部レントゲン 
65歳以上       無料 
40歳～64歳 300円 
39歳以下   700円 

大腸がん検診(30歳以上) 300円 
前立腺がん検診(40歳以上の男性) 500円 
肝炎ウイルス検査(40歳以上の今までに検査を受けたことがない方) 500円 
肺がん喀たん検査(40歳以上で胸部レントゲンを受診する方) 800円(容器代＋検査代) 

『JICA海外協力隊』募集 
 

独立行政法人国際協力機構(JICA)は、開発途上

国で現地の人々と同じ生活をしながら、ともに働

き、国づくりに貢献するボランティアを募集して

います。 

 

◆募集期間 ８月20日(火)～９月29日(日) 

◆応募資格 20～69歳 

◆協力隊の種類 

 青年海外協力隊/シニア海外協力隊/日系社会青 

 年海外協力隊/日系社会シニア海外協力隊 

◆応募説明会 

【つくば市】 

◇日時 ８月24日(土)午後１時30分～３時30分 

◇場所 JICA筑波 [つくば市高野台3-6] 

【水戸市】 

◇日時 ９月16日(月・祝) 

    午後１時30分～３時30分 

◇場所 茨城県立図書館 [水戸市三の丸1-5-38] 

 

問 JICA筑波 029-838-1117(枝)   

 029-838-1776 

 

勤労青少年ホーム・働く婦人の家 

『施設利用団体』募集 
 

勤労青少年ホームおよび働く婦人の家では、運動活

動や文化活動および料理実習などでの利用を随時受け

付けています。 

５人以上の団体が、年間を通して計画的に活動でき

るため｢クラブ届出｣の受け付けをしています。一般の

施設利用申請についても、利用日3日前までの受け付

けをしています。気軽にご利用ください。 

使用料は無料です。ただし、体育室または軽運動室

の照明利用は、電気料相当分として1時間あたり100

円の自己負担が発生します。 

 

問 申 勤労青少年ホーム  

     43-7423   45-0520 

     働く婦人の家  

     43-7929   45-0521 



個人事業税第１期分の納付 
  
個人で事業を行っている方は、所得が一定の額を超

えた場合、個人事業税(県税)が課税されます。 

個人事業税の第１期分の納税通知書を８月中旬に送

付します。９月２日(月)の納期限までに納付をお願い

します。 

納税に便利な口座振替制度もあります。詳細は、お

問い合わせください。 

 

問 <課税について> 

 茨城県筑西県税事務所 課税第一課 

 24-9192   24-2468 

 <口座振替について> 

 茨城県筑西県税事務所 総務課 管理担当 

 24-9184   25-0650 

国税庁経験者採用試験 

(国税調査官級)実施 
 

国税局や税務署において、税のスペシャリストとし 

て働く職員(国家公務員)を募集します。 
 
◆受験資格   

 平成31年４月１日において、大学など(短期大学を 

 除く。)を卒業した日または大学院の課程などを修了 

 した日のうち最も古い日から起算して８年を経過し 

 た者 
 
◆申込み方法など  

【原則】インターネット申し込み                 

次のアドレスへアクセスし、説明に従って入力して 

ください。 

 http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html 

◇受付締切 ８月20日(火)まで ※受信有効 
 
◆試験日  

◇第１次試験日 ９月29日(日) 

◇第２次試験日 11月２日(土)、３日(日・祝)、４日 

        (月・祝)、９日(土)または10日(日) 

        で指定する１日 

◇第３次試験日 12月上旬で指定する１日 
 
◆採用予定数 約220人 

※全国のいずれかの国税局(所)管内に採用 
 

問  

<インターネット申し込みについて> 

人事院 人材局試験課 03-3581-5311 

※午前９時～午後５時(土・日曜日、祝日は除く。) 

<上記以外の問い合せ> 

関東信越国税局 人事第二課 試験係  

048-600-3111  

※午前８時30分～午後５時(土・日曜日、祝日は除 

 く。) 

野焼きは禁止(廃棄物の野外焼却) 
 

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ご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。 

 

◆ドラム缶やブロック積みなど簡易な焼却炉による焼 

 却も禁止されております。 

◆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 

    ◇休日や夜間の場合 

      下妻警察署 43-0110 

        ◇火災の危険がある場合 

      下妻消防署 43-1551 

        ※匿名の通報でも対応します 

切れた電線にはさわらないで 
 

台風や雷・豪雨の影響による樹木接触や樹木倒壊、

飛来物などにより電線が切れてしまう場合がありま

す。切れてたれ下がっている電線には絶対に手を触れ

ないでください。 
 電線に樹木や看板、アンテナなどが接触している場

合も大変危険です。見つけたら、すぐに東京電力パ

ワーグリッド株式会社へご連絡ください。 

 

※停電発生中の情報は東京電力パワーグリッドホーム 

 ページ(http://teideninfo.tepco.co.jp/)から確認で 

 きます 

※スマートフォンをご利用の方には｢TEPCO速報｣(ht 

 tp://www.tepco.co.jp/info/sp_app-j.html)が 

 便利です。お住まい地域を登録すると停電・雨雲・ 

 地域情報などをプッシュ通知でいち早くお知らせし 

 ます 
 

問 東京電力パワーグリッド株式会社  

   0120-995-007   0120-995-606 

フィットネスパーク・きぬ(ほっとランド・きぬ) 

臨時休館および振替営業 
 

プールの水入替え、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 ９月２日(月)～７日(土)  

※９月８日(日)から通常営業、９日(月)は振替営業 

 

問 ほっとランド・きぬ  

   30-4126   45-0272 

放送大学『10月入学生』募集 
  

放送大学では、10月入学生を募集しています。 

放送大学は、テレビなどの放送やインターネットを

利用して授業を行う通信制の大学です。心理学・福

祉・経済・歴史・文学・自然科学など、幅広い分野を

学べます。 
  
◆出願期間 第１回 ８月31日(土)まで 

      第２回 ９月20日(金)まで 

◆その他 資料を無料で配布 

◎お気軽に放送大学茨城学習センターまでご請求くだ 

 さい。放送大学ホームページ(http://www.ouj.ac.j 

 p)でも受け付けしています。 
  

問 放送大学茨城学習センター  

   029-228-0683   029-228-0685 

『近隣市町ビーチボールバレーリーグ戦』  

参加チーム募集 
 

◆期間 10月～令和2年3月(全5回) 

※1チームあたり1日で6～8試合 

 

◆会場 市立総合体育館 他 

 

◆種目 男女混合の部、女子の部 

 

◆参加条件 

◇参加選手全員がスポーツ傷害保険に加入 

◇１チーム６人以上(男女混合の部は男３人・ 女３人以 

 上、女子の部は６人以上) 

 

◆参加費 ◇男女混合の部 8,000円 

     ◇女子の部     7,000円 

※監督者会議の際に納入 

 

◆申込方法 申込用紙にメンバーを記入の上、お申し込み 

 ください。 

 

◆申込期間 8月30日(金)まで ※厳守 

 

◆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 

◇市立総合体育館 ※月曜日を除く 

(受付時間はいずれも午前８時30分～午後５時) 

 

◆監督者会議 

◇日時 9月15日(日)午後6時～ 

◇場所 下妻公民館 

 

問  下妻市ビーチボールバレー連盟 リーグ戦事務局 

   090-7827-1756(澤部) 

    43-3519(市生涯学習課) 

｢子どもの人権110番｣強化週間 
 

法務省と全国人権擁護委員連合会は｢いじめ｣や児童

虐待など、子どもをめぐるさまざまな人権問題に積極

的に取り組むことを目的として、全国一斉｢子どもの

人権110番｣強化週間を実施し、悩みを持ったお子さ

まや保護者の方からの電話相談に応じます。秘密は守

られます。安心してご相談ください。 
 
◆日時 ８月29日(木)～９月４日(水) 

    午前８時30分～午後７時 

    ※土・日曜日は午前10時～午後５時 

◆相談員 法務局職員・人権擁護委員 

◆上記期間以外にも、平日の午前８時30分から午後 

 ５時15分まで電話での相談ができます。 
 

問 水戸地方法務局・茨城県人権擁護委員連合会  

0120-007-110(全国共通フリーダイアル) 

〝みんなの研ぎやさん〟巡回活動 

いつもお使いの包丁は切れますか 
 

ボランティアサークル〝みんなの研ぎやさん〟が、

ご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お料理を

しましょう。 
 

◆日時 ８月23日(金)午後１時～２時30分 

◆会場 豊加美市民センター[加養98] 

 

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 

http://www.ouj.ac.jp
http://www.ouj.ac.jp
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下妻市・八千代町合同開催 

｢認知症サポーター養成講座 

inイオンモール下妻｣開催 
 

認知症サポーターとは、何か特別なことをする人

ではなく、認知症について正しく理解し、認知症

の人やその家族を温かく見守る応援者です。皆さ

まも認知症を学び、地域の応援者(サポーター)にな

りませんか。 

 

◆日時 ９月10日(火)午後１時30分～３時30分  

     (受付 午後１時～)  

◆場所  イオンモール下妻 １階 フォレストコート 

    [堀篭972-1]  

 

◆対象 認知症に関心のある方  

 

◆定員 先着50人  

 

◆内容  

①認知症サポーター養成講座  

｢認知症ってどんな病気？｣｢どう関わったら良い？｣ 

など、認知症の基礎知識や認知症の方と関わる際 

の心構えなどを寸劇を交えて楽しく学びます。 

②健康チェック 

 イオン薬剤師が血圧測定、血糖値測定、血管年齢 

 測定などを行います。 

③認知症相談会 

 ｢認知症ともに学ぶ会しもつま｣のスタッフが認知 

 症の相談に応じます。  

※②③は、希望者のみに実施  

 

◆参加費 無料  

 

◆申込方法  

 下妻市地域包括支援センター(第２庁舎３階介護保 

 険課内)に電話でお申し込みください。 

 

◆申込締切 ９月３日(火)まで 

 

問 申  
下妻市地域包括支援センター(市介護保険課内) 

43-8264   30-0011 

｢甲種防火管理再講習会｣開催 
 
◆日時 10月４日(金)午後２時～４時 

◆場所 古河市中央公民館[古河市下大野2248] 

◆テキスト代 1,350円 

※申請受付時に徴収します 

◆定員 60人 

◆申請受付 ９月２日(月)～27日(金) 

                  午前８時30分～午後５時  

※土・日曜、祝日を除く 

※印鑑持参・定員になり次第締切ります。 

◆申込方法 受付時に受講申請書に必要事項を記入の 

      上、直接お申し込みください。 
 

問 申  

古河消防署 予防係  

0280-47-0120   0280-47-0081 

下妻消防署 予防係 43-1551   44-6179 

坂東消防署 予防係  

0297-35-2129   0297-36-0771 

小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター 

夏休み特別企画展 

｢金魚 アクアリウム展｣開催 
 

江戸時代から日本人に親しまれてきた夏の風物詩

の“金魚”。令和初めての夏休みを優雅でカラフル

な生きた芸術が涼しく彩ります。 
 
◆開催期間 ～９月１日(日) 

      午前９時～午後４時30分 
 
◆入館料 無料 
 
◆休館日 毎週月曜日 

※ただし８月12日(月・祝)は開館し、翌13日(火)が 

 休館 
 
◆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[堀篭1650-1] 
 

問 小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター 

   45-0200  45-0363 

不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堆

積したり、粗悪な建設残土で土地を埋め立てるな

ど、不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、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・県に相談す 

 る。 

◇土地を定期的に見廻る。侵入防止柵や警告掲示板 

 を設置する。 

◎｢県不法投棄110番｣0120-536-380 

 受付時間(平日)午前８時30分～午後５時15分 

※匿名の通報でも対応します 
 

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 

茨城空港増便 茨城⇔神戸便３便化 
 

茨城空港発着の神戸便が８月１日から、１日２往復から３

往復に増便されます。朝・夜に加え、昼の時間が増便された

ことで、より利用しやすくなりました。 

茨城空港からわずか75分、多様な文化を取り入れた港町

である神戸は、レトロな雰囲気のカフェやレストランなど異

国情緒あふれる景観が楽しめます。もちろん、スイーツや神

戸牛に代表されるグルメも満喫できます。 

神戸空港から大阪まで40分、京都まで70分と関西圏への

アクセスも非常に良いため、観光にビジネスに更に便利に

なった神戸便をぜひご利用ください。 
 

問 県空港対策課  

   029-301-2761   029-301-2749  

茨城県八士会｢無料相談会｣開催 
 

法律、司法、行政、税務、社会保険、不動産など

の問題について、専門家である各士業が連携して相

談に応じます。 
 
◆日時 ９月１日(日)午前９時30分～午後３時 

           (受付 午後２時30分終了) 

◆場所 茨城県産業会館 大会議室 

    [水戸市桜川2-2-35] 

    029-227-7121 

◆申込方法 当日、会場でお申し込みください。 

※原則、相談時間は30分以内とします 

◆参加団体  

 茨城県弁護士会、茨城司法書士会、茨城県行政書 

 士会、関東信越税理士会茨城県支部連合会、日本 

 公認会計士協会東京会茨城県会、茨城県社会保険 

 労務士会、茨城土地家屋調査士会、茨城県不動産 

 鑑定士協会 

◆主催 茨城県八士会 
 

問 関東信越税理士会 茨城県支部連合会 

   029-221-8786   029-231-6806 

ひとり親家庭の母・父のための 

｢パソコン講習会｣開催 
  

ひとり親家庭の母・父および寡婦の方の自立を応援する

ために、就職に必要な知識や技能を身につける就業支援パ

ソコン講習会です。 
 
◆講習内容 

(１)エクセル基礎編 

基本操作、データ入力、表作成、簡単な関数など 

(２)ワード基礎編 

基本操作、書式設定、簡単な文書作成など 

◆日程 

(１)エクセル基礎編(２日間) 

①９月28日(土)  

②10月12日(土) 

(２)ワード基礎編(２日間) 

①10月26日(土) 

②11月９日(土) 

◆時間 午前９時30分～午後３時30分 

◆会場 クリエートパソコン教室 

    [水戸市北見町８-12]  

※無料駐車場あり 

◆定員 各15人(応募者多数の場合は抽選) 

◆対象者 ひとり親家庭の母・父および寡婦で2日間必ず

出席できるパソコン初心者 

◆自己負担額 1,000円(資料代) 

◆託児 2歳以上(事前予約が必要) 

◆応募締切  

(１)エクセル基礎編 ９月13日(金)まで 

(２)ワード基礎編  10月11日(金)まで 

 

問 申  

社会福祉法人茨城県母子寡婦福祉連合会  

茨城県母子家庭等就業・自立支援センター 

029-233-2355   029-353-6564 


