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水道料金・下水道使用料の消費税率 
 

10月１日からの消費税率の引き上げに伴い、水道料

金・下水道使用料の消費税率も10％になります。ご理

解ご協力をお願いします。 

 なお、10月１日前から継続して水道・下水道をご利

用のお客さまには、経過措置があり、11月分に徴収す

る料金から適用となります。 
 

問 市上下水道課 44-5311   44-5312 

市指定金融機関が交替になります 
 
市の公金を取り扱う指定金融機関が2年交替制によ

り、筑波銀行から常陽銀行へ交替します。 

市民の皆さまが納める市税・使用料などの取り扱い

は、これまでと変わりません。 
 
◆期間 10月1日(火)～令和3年9月30日(木) 
 

問 市会計課 43-8361   43-2761 

リクシル下妻工場 

工事箇所 

福田 

大木 

道路工事にご協力を 

 

福田地内において南原・平川戸線の道路工事を実施

します。工事期間中は周辺道路の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月下旬～令和２年１月下旬(予定) 

◆工事箇所 次の図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市建設課 45-8126   43-2945 

ごみ集積所の適切な管理にご協力を 
～施錠・駐停車～ 
 
ごみ集積所付近に自動車などが駐停車され、回収に

支障をきたすことが頻発しています。回収日に限ら

ず、集積所付近への自動車などの駐停車はしないよう

お願いします。 

また、集積所が施錠されていて、ごみが回収できな

いことがあります。 

集積所付近への駐停車または集積所が施錠されてい

る場合、同日中の回収はできず、次回の回収となりま

す。ごみ集積所の適切な管理にご理解ご協力をお願い

します。 

 

 

 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833 

指定ごみ袋の引換は期限内に 
 

指定ごみ袋引換券は、取扱店において必ず引換期間

内に交換してください。｢引換券②｣の引換期限は、9

月30日(月)です。期限を過ぎると無効となります。ご

注意ください。 

 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833  

９月は認知症を知る月間です 

｢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、認知症に関する不安や悩みを同

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。 

早期認知症の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。 
 
◆対象 認知症に関心のある方どなたでも  
 
◆参加費 1人100円(当日持参)  

※お茶・おやつ代  
 
◆開催日程 

◇福祉センター砂沼荘 会議室[下木戸493-6]  

毎月第１木曜日(原則)午前10時～正午 

 

 

 

 

 

 
 
◇千代川公民館 レストハウス[鬼怒230] 

毎月第３火曜日(原則)午後１時30分～３時30分 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆主催 認知症ともに学ぶ会しもつま 
 

問 申 市介護保険課   

     43-8264   30-0011  

令和元年 

10月３日(木) 

11月７日(木) 

12月５日(木) 

令和２年 

１月９日(木) 

２月６日(木) 

３月５日(木) 

令和元年 

９月17日(火) 

10月15日(火) 

11月19日(火) 

12月17日(火) 

令和２年 

１月21日(火) 

２月18日(火) 

３月17日(火) 

道路工事にご協力を 
 

原および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～令和２年３月下旬 

◆工事箇所 次の図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市建設課 45-8126   43-2945 

工事箇所 

国道294号 

やすらぎの里しもつま 

市都市整備課 45-8128    43-2945 

屋外広告物は適正に表示しましょう 
 
屋外広告物を表示するときは、原則として許可を受

けることが必要になります。また、許可を受けるため

には、屋外広告物が許可基準に適合する必要がありま

す。 

まちの良好な景観のために屋外広告物は許可基準に

適合するものとし、表示の際は許可を受けましょう。 

 

◎許可手続きや許可基準など、屋外広告物についての 

 ご相談は、市役所都市整備課にお問い合わせくださ 

 い。 

 

問  

しもつま元気ポイント事業 

抽選会応募期限 
 

しもつま元気ポイントカードをお持ちの方は、100

ポイントにつき１枚ずつ利用券と抽選券が発券できま

す。 

利用券は市内の元気ポイント事業にご賛同ご協力い

ただいている店舗にて、ご利用できます。 

また抽選券は、第１回抽選会にて使用できます。ぜ

ひご応募ください。 
 
◆抽選会応募期限 ９月30日(月)まで 

◆発券および抽選会応募受付時間  

平日 午前８時30分～午後５時15分 

◆場所 下妻保健センター ホール 

◆対象 100ポイント以上保有者 

◆抽選会応募コース 

◇Ａコース 下妻産新米とご飯のおともセット(下妻産 

      新米・納豆など) 

◇Ｂコース 自分へのごほうびセット(大地からのご褒 

      美トマトジュース・武勇の甘酒・下妻産 

      梨のフィナンシェなど) 

◇Ｃコース 健康力アップセット(森永 新発売乳製品 

      と長期保存可能豆腐など) 
 

※引き続きカードの発行や、ポイント付与も行ってい 

 ます。ご希望の方は下妻保健センターへお越しくだ 

 さい 

※しもつま元気ポイント事業に協力いただける店舗を 

 募集しています。詳しくはお問い合わせください 
 

問 申  市保健センター 

43-1990   44-9744 



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 

◇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) 

｢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相談に不動産鑑定士が無料でお

応えします。 

 

◆日時および場所 

【つくば会場】  

◇日時 10月４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] 

【日立会場】     

◇日時 10月７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８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９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] 

◆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 

 

家庭的保育事業 

保育ママ(家庭的保育者)になりませんか 
 

家庭的保育は、主に保育ママ(家庭的保育者)の居宅

という家庭的環境で行われるきめ細やかな少人数保育

です。 

 県では、興味のある方向けのセミナーや、保育士資

格をお持ちでない方も家庭的保育者になることができ

るよう研修を実施します。 
 
※詳細は県ホームページをご覧ください。 

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

問 県子ども未来課  

   029-301-3252   029-301-3269  

犬・猫の避妊去勢手術助成事業 
 

公益社団法人茨城県獣医師会では、不幸せな命を生

み出さないための放浪犬・猫の発生防止対策の一環と

して、｢犬・猫の避妊去勢手術助成事業｣を実施しま 

す。 
 
◆期間 9月1日(日)～ ※先着1,000頭終了まで 

◆助成内容 避妊去勢手術助成1頭につき2,000円 

◆助成対象  

◇県内に在住する犬・猫の飼い主。 

◇助成対象動物は、令和元年9月1日以降に茨城県獣医 

 師会の動物病院で避妊・去勢手術を受けた犬・猫と 

 します。 

※犬の応募には、登録番号および注射済票番号の記載 

 が必須です 
 

問 公益社団法人 茨城県獣医師会 

 029-241-6242   029-241-6249 

不動産取得税 
 

土地や家屋を売買、贈与、交換などにより取得した

ときや家屋を新築などしたときは、不動産取得税が課

税されます。 

税額は、課税標準額(固定資産課税台帳に登録されて

いる価格または固定資産評価基準により評価し決定し

た価格)に、土地または住宅を取得した場合は３％、住

宅以外の家屋を取得した場合は４％をそれぞれ乗じた

額です。 

ただし、宅地および宅地評価土地を令和３年(2021

年)３月31日までに取得した場合は、課税標準額が２

分の１に軽減されます。 

なお、住宅や住宅用土地を取得した方は、一定の要

件のもとで税額が軽減される場合があります。詳しく

は茨城県筑西県税事務所までお問い合わせください。 
 

問 茨城県筑西県税事務所 課税第二課  

   24-9197   24-2468 

期日 時間 場所 

10月 １日(火) 
午前10時 

～午後４時 
常総市役所石下庁舎 

１階 会議室 

10月19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20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 

◇期日 10月３日、10日、17日、24日、31日  

    全日木曜日 

◇時間 午後１時30分～４時30分 

◇電話 029-305-3731 
 

問 茨城県行政書士会 県西支部  

   25-1907   24-5729 

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

業務内容 
窓口対応、プレミアム付商品券に関する 

事務、その他事務などの補助業務 
電話対応、固定資産税に係る課税資

料整備補助業務、その他事務などの

補助業務 

マイナンバーカード関連業務、窓

口・電話対応、各種証明書発行、届

出受付、その他事務などの補助事業 

応募資格 
特になし ◇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 

◇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 企画課 税務課 市民課 

勤務時間 
午前8時30分～午後5時15分(休憩60分) 
※週1日火曜日の勤務です。火曜日が祝 

   日の場合は、水曜日の勤務となります 
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 
単価850円 
賞与・通勤手当なし 
社会保険加入なし・雇用保険加入なし 

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 10月15日～令和2年3月31日(更新なし) 10月1日～令和2年3月31日(更新なし) 
試験内容 面接試験 ※日時などは別途連絡 
申込期限 9月24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) 

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) 

備考 地方公務員法第38条の規定により兼業は禁止されています 

『一般事務職員(臨時職員)』募集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

問 市総務課 43-2120   43-4214 

強度行動障害について学ぶ 
～親もひとりの支援者として～ 
 

◆日時  

◇1回目 10月９日(水)午前10時～正午 

◇2回目 11月７日(木)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] 23-2626 

 

◆講師 認定心理士 大越 美穂子 氏 

 

◆参加費  

◇会員 無料 

◇一般 1回500円 

 

◆定員 30人 

 

◆申込方法 電話またはメールで申し込み 

 

◆申込期限 10月３日(木)午後５時まで 

※2回講座になっていますが、1回のみの参加も可能

です 
 

問 申 茨城県自閉症協会 

     75-6017  

               080-6559-1594(大島) 

      029-292-5310 

      asibaraki@yahoo.co.jp 
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『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24日(木)、25日(金)2日間 

    午前10時～午後4時30分 

 

◆会場 下妻公民館 ２階 学習室[本城町三丁目36-1] 

 

◆講習内容 施設清掃スタッフとしての必要な知識と    

      技能を実習を通じて身に付けます。 

 

◆対象者  

①満60歳(令和２年３月末までに60歳に到達する方を 

 含む)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 

②全日程参加可能な方 

 

◆定員 10人 

 

◆受講料 無料 

 

◆申込方法  

 シルバー人材センター窓口で所定の申込書へ必要事 

 項をご記入の上、直接申し込むか郵送またはファッ 

 クスでお申し込みください。 

 

◆募集締切 10月3日(木)まで 

※応募者多数の場合は、早期締め切り有り 

 

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 

医療機関名 電話番号 小児 高齢者 

浅田医院 44-3957 ○ ○ 

宇津野医院 45-0311 ○ ○ 

加倉井皮膚科クリニック 30-5007 
小学生

以上可 
○ 

軽部病院 44-3761 
1歳以上

可 
○ 

菊山胃腸科外科医院 44-2014 ○ ○ 

坂入医院 43-6391 ○ ○ 

砂沼湖畔クリニック 43-8181 ○ ○ 

とき田クリニック 44-3232 × ○ 

医療機関名 電話番号 小児 高齢者 

下條整形外科 43-3666 
小学生

以上可 
○ 

とやまクリニック 30-5010 
３歳 

以上可 
○ 

中山医院 43-2512 
1歳 

以上可 
○ 

平間病院 43-5100 ○ ○ 

古橋医院 44-2792 
1歳 

以上可 
○ 

古橋耳鼻咽喉科医院 45-0777 
1歳 

以上可 
○ 

三津山クリニック 48-9131 
1歳 

以上可 
○ 

渡辺クリニック 43-7773 ※２ ○ 

インフルエンザ予防接種を一部助成します～小児・65歳以上の方～ 
 
◆対象接種期間 10月１日(火)～令和２年１月31日(金) 

◆接種対象者および助成金額 

 

 

 

 

 

※１ 60歳以上65歳未満の方のうち、心臓、じん臓または呼吸器の機能に障害を有する方およびヒト免疫 

   不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有する方を含む 

 

【接種日に65歳以上(※１)の方について】 

◇対象者には９月末に接種券を送付します。必ず送付された接種券と保険証を医療機関に持参し接種を受けてく

ださい。接種券を持参しないと、公費助成が受けられません。 

◇実施医療機関は、次の市内協力医療機関および市外広域の予防接種協力医療機関です。 

◇今年度65歳を迎える方で10月１日以降の誕生日の方は、誕生日以降に接種した場合のみ助成の対象です。ご

注意ください。 

 

【小児について】 

◇１歳未満の乳児については、十分な免疫をつけることが困難とされています。接種を希望する保護者の方は、 

 医師とよくご相談ください。 

◇実施医療機関は次の市内協力医療機関です。接種券はありません。医療機関に予約の上、保険証・母子健康手 

 帳を持参し接種を受けてください。 

◇市外広域の予防接種協力医療機関での接種を希望する方は、接種する医療機関によって手続きの方法が異なり 

 ます。必ず事前に下妻保健センターにお問い合わせください。 

 

【市内協力医療機関一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※２ 初診は小学生以上、再診は１歳以上 
 

問 市保健センター 43-1990   44-9744 

対象者 助成金額(１回につき) 助成回数 
接種日に65歳以上の方(※１) 2,000円 １回 
【小児】生後６カ月～13歳未満の方 2,000円 ２回 
【小児】13歳～中学３年生相当年齢の方 2,000円 １回 

ほっとランド・きぬ 

｢グラウンドゴルフ大会｣開催 
 

初めて参加される方も大歓迎です。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   

 10月31日(木)午前８時30分～ 午後1時 

※雨天順延 

◆場所  ほっとランド・きぬ グラウンドゴルフ場 

◆参加資格 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 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。 

◆申込受付 ９月26日(木)午前９時～ 

※先着順で受け付けします(１人で３組まで) 

◆参加費 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、参加賞などあり 

◆組み合せ  

 お申し込みの３人を３組組み合わせて、１組９ 

 人でプレーをお願いします。 

 

問 ほっとランド・きぬ  

   30-4126   45-0272 

｢法の日｣司法書士法律相談会実施 
 

茨城司法書士会では、｢法の日｣にちなんで無料相談 

会を実施します。 

 

◆日時 10月５日(土)午前10時～午後３時 

◆場所 下妻公民館[本城町三丁目36-1] 

◆内容 借金、土地・建物、相続、裁判、会社などに 

    関する相談およびこれらに関連する登記相談 

◎相談料無料、事前予約不要です。 

◎当日は、都合により来場できない方のために電話相 

 談も行います。 

 

問 茨城司法書士会  

 029-225-0111   029-225-2545 

        

読み聞かせ講座 

『子ども達に絵本を読んでみよう』 

参加者募集 

  

市立図書館では、講座の参加者を募集します。参

加は無料です。 

     

◆日時 10月19日(土)午後２時～３時30分 

◆講師 絵本講師 谷口 順子 氏 

◆場所 図書館 ２階 集会室[砂沼新田35-１] 

◆定員 30人 ※先着順 

◆参加費 無料 

◆内容 読み聞かせボランティアを始めたい方向け 

    の講座です。｢年齢に合わせた絵本の選び 

    方・楽しいおはなし会を開くには｣また、 

    家庭で絵本と一緒に遊ぶ方法もお話ししま 

    す。 

◆申込方法 10月10日(木)までに電話または市立 

       図書館窓口でお申し込みください。 

 

問 申 市立図書館 

     43-8811   43-8855 

 



『防衛大学校学生・防衛医科大学校(医学

科・看護学科)』学生募集 
 

◆防衛大学校学生(一般) 

◇一次試験日 11月９日(土)、10日(日) 

◇二次試験日 12月10日(火)～14日(土)の間の指定 

       された日 

 

◆防衛医科大学校医学科学生 

◇一次試験日 10月26日(土)、27日(日) 

◇二次試験日 12月11日(水)～13日(金)の間の指定 

       された日 

 

◆防衛医科大学校看護学科学生(自衛官候補看護学生) 

◇一次試験日 10月19日(土) 

◇二次試験日 11月30日(土)または12月1日(日)の 

       いずれか指定された日 

 

【共通事項】 

◆受付期間 9月5日(木)～９月30日(月) 

※締切日必着 

 

◆応募資格 2020年４月１日現在、18歳以上21歳 

      未満の者(1999年４月２日～2002年４ 

      月１日に生まれた者)で、高等学校卒業者 

      または中等教育学校卒業者(卒業見込み含 

      む) 

 

◆試験会場 おおむね１カ所以上の試験会場を設置し 

      ます。(試験会場についての詳しくは、受 

      験票で通知します。) 

 

◎自衛官候補生 

◇受付期間 年間を通じて行っています。 

※18歳以上33歳未満の者 

 

問 自衛隊茨城地方協力本部 筑西地域事務所  

   22-7239   22-7239 

学科名 募集人員 修業年限 専攻コース 

農学科 40人 ２年 普通作・露地野菜・果樹 

畜産学科 10人 ２年 畜産 

園芸学科 30人 ２年 施設野菜・花き 

学科名 募集人員 修業年限 専攻コース 

研究科 10人 ２年 作物・園芸・畜産 

『令和２年度 茨城県立農業大学校』入学生募集 
 
 県立農業大学校では、高校などの卒業者(もしくは見込者)を対象に学生を募集します。また、農業大学校学科卒業

者(もしくは見込者)またはこれと同等以上の学力を有する者を対象として、研究科生を募集します。 

 

◆募集人員など 

 

 

 
 
※受験資格 高校等を卒業した者または令和２年３月に卒業もしくは修了見込みの者 

 

 

※受験資格 農業大学校学科卒業および令和２年３月に卒業見込みの者またはこれと同等以上の学力を有する者 
 
◆願書受け付け 

 

 

 

 
 

 

問 申 茨城県立農業大学校 入試事務局 029-292-0010   029-292-0903 

試験区分 願書受付期間 試験日 
推薦入試(各学科) 9月30日(月)～10月18日(金) 10月30日(水) 

一般入試 
前期 11月11日(月)～12月6日(金) 12月12日(木) 
後期 令和2年2月3日(月)～2月21日(金) 令和2年3月5日(木) 

研究科一般入試 11月11日(月)～12月6日(金) 12月12日(木) 

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 

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(次のアドレス)へアク 

セスしてください。(通信費は自己負担です。) 

 http://www.taiki2.pref.ibaraki.jp/koukagaku 

 smog/ 

 

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 

2019スポーツの秋 体力測定イベント 

｢THE・体力測定｣開催 

～あなたの体年齢は何才ですか～ 
     

◆日時 10月14日(月・祝)午前10時～午後4時 

 

◆場所 ほっとランドきぬ 館内フロント前 

 

◆対象 6～99歳 

 

◆料金 入館料のみでイベントに参加できます。 

◇小中学生  200円 

◇大人    600円 

◇65歳以上    300円 

 

◆内容 

◇専門のカラダスキャンマシンを使っての測定  

基礎代謝量、体脂肪率、内臓脂肪量、筋肉率など 

※当日受け付け、当日申し込み 

※受付時間は午前10時～午後４時 

※結果をもとにトレーニングジムスタッフがカウンセ 

 リングを行います。お気軽にご相談ください 

◇体力測定をしてみよう 

握力・柔軟性・腹筋・背筋力など(内容は変更する場 

合があります) 

※体力測定 午前10時～午後４時 

◇キッチンカーなどの出店あり(有料) 

イベントに参加しない方も当日は足を運んでみてく 

ださい 

◇自転車シュミレーターで道路での正しい走行方法を 

 体験 

◇クイックキャッチで反射神経を手軽に測定 
 
普段トレーニングをしてる方はもちろんこれから運動

を始めようとしている方もお気軽にご参加ください 
 
※詳しくは、お問い合わせください 
 

問 ほっとランド・きぬ  

   30-4126   45-0272 

犬の登録と狂犬病予防注射をしましょう～狂犬病予防法で義務付けられています～ 
 
狂犬病は、現在も世界で年間５万人以上が死亡しています。致死率は人も犬も100%という恐ろしい病気です。 

問 市生活環境課 43-8234   44-7833  

◆登録 

 生後90日を過ぎた犬は全て犬の所在地の自治体に届け 

 出て登録をします。登録手数料は2,000円です。 

◆注射済票 

 ｢注射済票｣は、首輪の金具に装着しましょう。迷子札 

 の役割にもなります。 

◆予防注射 

 全国の動物病院で接種できます。接種後、病院から 

 交付された証明書を市役所生活環境課(本庁舎２階) 

 へ持参し、｢注射済票｣の交付を受ける義務がありま 

 す。交付手数料は350円です。 
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在宅福祉サービスセンター 

『あおぞら』協力会員募集 
 

在宅福祉サービスは｢困った時はお互いさま｣の精神

で、地域に住む人が安心して生活できるよう地域で支

え合う会員制の有償サービスです。 

資格は問いません。あなたの空いている時間を活用

して、日ごろの家事や介護、子育てなどの経験を地域

でいかしませんか。ぜひご協力ください。 

 

◆主な活動内容 

◇家事援助(掃除・洗濯・買物・食事の支度など) 

◇30分以内で行なえる簡単な活動(ゴミ出し・電球交 

   換など) 

◇外出援助(散歩・通院など) 

 

◆活動費 600円/時間＋交通費100円/回 

 

問 下妻市社会福祉協議会  

   44-0142   44-0559 

救命救急講座 

｢ＡＥＤを使ってみよう｣開催 
 

社会福祉協議会で行っている相互援助事業(地域

住民同士の支え合い活動)では、毎年、協力会員の

資質向上や増員を目的とした研修会を実施してい

ます。 

今回は在宅福祉サービスセンター事業(あおぞら)

と、しもつまファミリーサポートセンター事業(子

育て支援)の合同により救命救急講座を開催しま

す。 

会員の方や事業に関心のある方など、どなたで

も参加できます。お誘い合わせの上、ぜひご参加

ください。 
 
◆日時 10月8日(火)午前10時～正午 
 
◆場所 下妻公民館 ２階 学習室 

    [本城町三丁目36-1] 
 
◆内容 救命救急～AEDの使い方～ 
 
◆講師 下妻消防署職員 
 
◆申込締切 ９月30日(月)まで 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会  

     44-0412   44-0559 

『はつらつエクササイズ教室 

～ボディメイクヨガ～』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。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。 
 

◆日にち 10月25日、11月8日、15日、22日、29 

                 日、12月６日、13日、20日  

※毎週金曜日[全8回] 
 
◆時間 午前10時～11時30分 
 
◆場所 千代川公民館 1階 ホール[鬼怒230] 

※12月6日、20日のみ下妻公民館 ２階 大会議室 
 
◆内容 ボディメイクヨガ  
 
◆講師 下妻スポーツクラブインストラクター  

関 陽子 氏 
 
◆受講対象 市内在住・在勤の方  
 
◆募集人数 35人 
 
◆参加費 １人あたり680円(保険料)  
 
◆持ち物 室内履き、タオル、飲み物、ヨガマット(バス 

     タオルなど) 
 
◆申込締切 10月11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  

※電話で仮申し込み受け付け可 
 

問 申 市生涯学習課 

   45-8997   43-3519 

働く婦人の家『特別講座』受講生募集 
 

 
 
◆日程 10月20日(日)、27日(日) 

◆場所 働く婦人の家[今泉240] ※施設案内図参照 

◆受講資格 原則として市内在住・在勤・在校の方 

◆申込方法 来館してお申し込みください。 ※定員になり次第締め切ります 

◆受付期間 ９月20日(金)～10月６日(日) 

◆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 ※別途教材費および施設運営費(１組500円)などの費用負担あり 

◆注意事項 途中退会した場合は、施設運営費は返金できません。ご了承ください。 
 

問 申 働く婦人の家 43-7929   45-0521 

講座名 時間 募集人数 内容 回数 

親子でクッキング 
第３・４日曜日 
午後１時～４時 

小中学生とその保護者８

組以内(1組は４人以内) 
ハロウィンのお菓子(クッキー・かぼちゃプリ

ン・パンケーキ)を親子で作りませんか。 
2回 

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。 

 

◆日時 ９月27日(金)～29日(日) 

    午前９時～午後４時30分 

※29日(日)は午後３時まで 

※入館無料 

 

◆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 

〝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 ９月27日(金)午後１時～２時30分 
 
◆会場 (旧)JA常総ひかり 上妻 
 

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 

『ナイスハートふれあいフェステバル2019』 

作品募集 
 

県では｢ナイスハート美術展｣(一般の部)に展示する

作品を募集します。作品の展示を希望する方は、お申

し込みください。 

 

◆展示期間 12月５日(木)～9日(月) 

※9日は午前中のみ 

 

◆会場 ザ・ヒロサワ・シティ会館 

  [水戸市仙波町東久保697] 

 

◆作品の内容 絵画、書道、写真、陶芸・工芸 

 

◆作品の種類 障害者が自主制作したもの(過去に展 

          覧会などに出展した作品は除く) 

 

◆申込締切 9月25日(水)まで 

 

◆その他   

◇1人につき作品は1点です。 

◇作品の大きさに制限があります。詳細は問い合わせ 

 ください。 

◇作品は市で会場まで搬入しますが、作品のお預かり 

 は後日となります。 

 

問 申 市福祉課 43-8352   43-6750  

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 



｢チャレンジいばらき 

就職面接会(後期)｣開催 
  

大学院・大学・短大・専修学校(高校は除く)などの

令和2年3月卒業予定者および既卒未就職者(概ね卒業

後3年以内)を対象に、県内企業を集めた就職面接会を

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。 

 事前申し込み不要、参加費無料です。外国人留学生 

も参加可能です。 

※面接会の名称を｢大好きいばらき就職面接会｣から

｢チャレンジいばらき就職面接会｣に変更しました 

 

◆開催期日・場所 

【水戸会場】10月2日(水)  

 ホテルレイクビュー水戸[水戸市宮町1-6-1] 

【土浦会場】10月21日(月)  

 ホテルマロウド筑波[土浦市城北町2-24] 

◇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ホームページ(http: 

 //www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/ 

 r1challenge.html)をご確認ください 

  

問 県労働政策課  

 029-301-3645   029-301-3649 

 

天皇陛下御即位記念 いきいき茨城ゆめ国体2019 自転車ロード・レース競技会に伴う 

交通規制にご協力を 
 

つくば市北部において、｢天皇陛下御即位記念 いきいき茨城ゆめ国体2019 自転車ロード・レース競技会｣が開催

されます。それに伴い国道125号、408号、県道45号線(つくば真岡線)などの一部が通行止めとなります。当日 

コース付近を通行する方は、規制看板などに従いう回してください。ご理解ご協力をお願いします。 
 
◆交通規制日時 ９月29日(日)午前７時30分～午後２時 

◆交通規制箇所 次の図のとおり 

交通規制情報QRコード 

問 つくば市役所 国体推進課 029-883-1111   029-828-4966 

ダメ不正軽油 
 

ディーゼル自動車に使用する軽油には、１リッ

トルあたり32.1円の軽油引取税が課税され、皆

さんの生活の向上のために使われています。 

 ところが、軽油に灯油や重油などを混ぜて｢不

正軽油｣を製造している人、それを販売・購入し

ている人または灯油や重油などをディーゼル自動

車の燃料に使用している人がいます。 

 不正な軽油を製造・販売・使用する行為は、環

境を汚染や脱税行為でもあり、刑事罰の対象で

す。不正軽油を使用している疑いのあるトラック

やガソリンスタンドの情報があればご連絡くださ 

い。 

 

問 茨城県筑西県税事務所 課税第一課 軽油引取 

       税担当 24-9192   24-2468 

 不正軽油110番(フリーダイヤル 24時間受 

 付) 0120-241-744  

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、課題克服のためのさまざまなセミ

ナー、面接練習、履歴書の添削など就職決定のお

手伝いをしています。就職についての悩みや不安

を話してみませんか。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。 

※就職先の斡旋はしていません 

 

◆日時 10月3日、17日、11月7日、21日 

全日木曜日 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 

54-6012   54-6013 

開所時間 火～土曜日午前9時30分～午後5時 

       30分(祝日を除く) 

 hola@iw-saposute.org 

『ネットワーカーしもつま』会員募集 
 

｢ネットワーカーしもつま｣は、｢魅力あふれる下妻｣

と｢住み続けたい茨城｣に向け、地域の人をつなぐ(＝

ネットワークを広げる)活動を行っています。 

私たちと一緒に｢下妻市の魅力｣をPRしてみません

か。体験入会も受け付けています。お気軽にご連絡く

ださい。 
 
◆活動内容  

◇あじさいまつりやふるさと連合渡御への参加協力 

◇ポケットパーク(鬼怒川大形橋東側花壇)の管理 

◇各種研修事業への参加 

◆応募資格 市内に居住・勤務している方など 
 

◎｢ネットワーカー｣は、住み良い茨城と新しい茨城を 

 目指す｢チャレンジいばらき県民運動｣の地域活動員 

 です。 

◎｢チャレンジいばらき県民運動｣についてはホーム 

 ページ(https://challenge-ibaraki.jp/)をご覧くだ 

 さい。 
  

問 申  
ネットワーカーしもつま事務局(市民協働課内)  

43-2114   43-1960 


