
オストメイト(人工肛門・人工膀

胱保有者)社会適応訓練事業 

   
 (社)日本オストミー協会茨城県

支部ではオストメイト（人工肛

門・人工膀胱保有者）社会適応訓

練事業の一環として、オストミー

講習会を開催します。 
 

◆開催日時 10月29日(日) 午前

10時～午後2時30分（※受付開始 

9時30分） 
◆場所 古河市福祉の森会館2階 

研修室［古河市新久田町271-1］   

  0280-48-6881 
◆内容 人工肛門・人工膀胱保有

者のためのオストミー講習会 
①講演会および相談 
講師：友愛記念病院 

   兼信 正明先生 
②ストーマ用装具展示・説明 

FAX 

恩給欠格者、引揚者の 

みなさんへ 

 
 独立行政法人平和祈念事業特別

基金では、次の方々に内閣総理大

臣名の書状等を贈呈しています。 
○旧軍人等で恩給等を受けていな

い恩給欠格者の方（該当者の遺族

の方を含む） 
○終戦に伴い本邦以外の地域から

引き揚げてこられた方 
 
※請求書類は、介護保険課の窓口

においてあります。 
※なお、既に請求された方は、再

度請求される必要はありません。 
※資格要件などの詳しい内容に

関しては、独立行政法人平和祈

念事業特別基金へお問い合わせ

ください。 
 

  独立行政法人 平和祈念事業特

別基金   0120-234-933   

平成18年事業所・企業統計 

調査を実施します 

  

 10月1日を基準日として、平成

18年事業所・企業統計調査が全国

一斉に行われます。調査は、個人

商店や個人事業主を含めすべての

事業所が対象となります。 

 調査の結果は、国や市が行政運

営の基礎資料としたり、民間企業

において商品開発等に幅広く活用

されています。 

 9月下旬から各事業所に「調査

員証」を携行している調査員がお

伺いし、調査票の説明とともに調

査票へのご記入をお願いします。

時間はかかりませんので、ご協力

をお願いします。 

 なお、調査期間が同一時期に

なっている、平成18年中小企業実

態基本調査と本調査は異なります

ので、混同されませんようお願い

します。 
 

  市企画課 統計係 

  内線1316 

新しい民生委員・児童委員さんを紹介します  

 
前民生委員・児童委員の長谷川ゆ

かり氏の退任に伴い、後任の委員1
人が委嘱されました。 
 民生委員・児童委員は、各担当

地域において社会福祉の増進に努

め、市民生活のさまざまな相談に

応じます。 

氏名 須藤 美津子 

住所 半谷492‐8 

電話 44‐2835 

担当地域 半谷 

◆今回委嘱された委員 平成19年版茨城県民手帳の 

案内及び購入申込について 

 
 平成19年版茨城県民手帳（編

集：茨城県統計協会）が発行とな

ります。購入希望の方は市企画課

までお申し込みください。 

振り込め詐欺にご注意！！ 

 
 振り込め詐欺には「オレオレ詐

欺」・「架空請求詐欺」・「融資

保証金詐欺」の3種類がありま

す。最近、孫を装い高齢者を狙って

電話を掛けて、借金返済の口実で現

金を銀行口座に振り込ませる手口の

オレオレ詐欺が発生しています。 

 また「司法処分通達証明書」、

「総合消費料金未納分訴訟最終通

告書」…などの葉書や封書による

架空請求詐欺の発生。 
 さらには多重債務者などに対

し、ダイレクトメールや封書で、

実際には融資をしないにも関わら

ず、融資申し込みをさせ、申し込

んだ客に電話で指定口座へ現金を

振り込ませるように告げて詐取す

る、融資保証金詐欺の相談が多数

寄せられています。 
 

被害に遭わないためには 
 

「オレオレ詐欺」 
○自分から先に家族などの名前を

呼ばず相手から先に名乗らせる。 
○相手に家族の名前や住所を聞き

出し、本人かどうか確かめる。 
○電話を切ったあと、本人・家

族・関係者と連絡をとり、事実確

認をする。 
○事実の確認が出来ないときは振

り込まない。 
 

「架空請求詐欺」 
○身に覚えのない請求の葉書や

メールは無視する。 
○相手に直接連絡をしない、相手

に自分の住所氏名を教えない（電

話を架けると相手に電話番号を知

らせることになります） 
 

「融資保証金詐欺」 
○融資の前提として、現金を振り

込ませることは正規の貸金業者で

はありません。決して信用して振

り込まないでください。 
 
すぐに振り込まないでください。 
一人で振り込まず、警察の相談窓

口♯9110か警察署へご相談くだ

さい。 
 

  下妻警察署 

  生活安全課 

    43-0110 

 
 
 
 
 市施行、下妻東部第一土地区画整理事業により造成した宅地を分譲し

ています。市役所や体育館・文化施設などの公共施設に隣接し、常総線

下妻駅や下妻小学校にも近く利便性の良い宅地です。 <分譲区画15区

画・坪単価155,000円より> 
 
◇ 分譲概要            ◇分譲価格表【15区画】 
◆所在 本宿町 2丁目、田町 1丁

目、田町2丁目  

◆分譲区画  全41区画・今回15区画   
◆分譲面積 165.00㎡（約50坪）

～333.43㎡（約101坪） 
◆価格 776万円～1,923万円 

◆坪単価 15.5万円～19.9万円 
◆最多価格帯  1,100万円台  7区画  

上下水道完備＜加入負担金あり＞ 
 

◇現地見学会開催  
◆日時 9月23日 (土 )・24日 (日 ) 
午前9時～午後5時 
◆受付場所 下妻東部第一土地区

画整理事業地内テント 
＜下妻駅と田町を結ぶ駅前田町線

と、事業地を南北に走る東部中央

通り線の交差点東部に設置＞ 
※現地見学会開催日以外も随時受

付、現地案内をしています。 
 

◇お申し込みは  
 保留地買受申込書に身分証明書・

住民票抄本・納税証明書を添え市役

所第二庁舎 2階都市整備課区画整理

係までお申し込みください。   

       

   市都市整備課 区画整理係 内線1726 

宅地 
番号 

面積 
（㎡） 

販売価格 
（円） 

用途 
地域 

1 216.47 11,451,263 ① 

2 208.41 11,358,345 ① 

3 165.01 7,755,470 ④ 

6 165.00 7,986,000 ④ 

10 189.49 11,445,196 ③ 

11 189.49 11,066,216 ③ 

12 189.49 11,066,216 ③ 

13 189.49 11,066,216 ③ 

15 326.37 19,223,193 ③ 

17 333.43 17,171,645 ② 

23 232.06 11,579,794 ② 

33 196.71 10,504,314 ② 

36 244.61 12,915,408 ② 

37 229.95 12,509,280 ② 

38 229.96 12,509,824 ② 
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広
報 

◆サイズ 

・デスク版･･･900円 

 （大きさ14.9㎝×21.0㎝） 

・標準版･･･400円 

 （大きさ8.2㎝×13.9㎝） 

・ポケット版鉛筆付･･･300円 

 （大きさ7.0㎝×12.0㎝） 

◆申込締切 9月22日(金) 
 
※直接、県統計協会ホームページ

からも購入できます。 

 
 

●市企画課 統計係  内線1316 

●県統計協会ホームページ 

 www.ibatokei.jp 

◆参加費  1,000 円（昼食代 を含

む） 
◆申込期限 10月25日(水) 
 

       日本オストミー協会 茨城県 

支部 西部地区センター 総務 鈴木

［古河市仁連1251-1］ 0280-76-
6511    0280-76-6511 



屋外広告物は許可が必要です！ 
～まちの良好な景観のために～ 

 
 まちの中には、さまざまな情報

を提供してくれる｢屋外広告物｣が

たくさんあります。 
 これら屋外広告物を表示するた

めには、多くの場合許可を受ける

ことが必要です。まちの良好な景

観を作るため、屋外広告物の表示

を行うときは必要な許可を受けま

しょう。※ 屋外広告物とは、屋

外で常時又は一定の期間継続して

公衆に表示される広告物のこと

で、はり紙、はり札、立看板、広

告塔、広告板、建物その他の工作

物等に掲出されたものなどを指し

ます。 
 また、許可には有効期間（最長

3年）がありますので、有効期間経

過後、引き続き設置するために

は、有効期間更新の手続が必要で

す。 
 
  市都市整備課 

  内線1725・1726 

農業所得の申告は収支計算で 

 
 平成18年分申告から『農業経営

のお尋ね』はなくなり、農業所得

はすべて収支計算によって申告す

ることとなります。 

 収支計算とは農業収入金額から

必要経費等を差し引いて所得を算

出する方法であり、書類の保存と

記帳が必要となります。 

 
◇収入となるもの 

・米、野菜等を販売して得た代金 

・農作物の家事消費分（贈答用含

む）をお金に換算した収入 

・雑収入（受取共済金・農業につ

いての補助金等）など  

 
◇必要経費となるもの 

 種苗費・肥料費・農具費・農薬

費・材料費・作業用衣料費などの

代金や、小作料などの労賃、動力

光熱費・租税公課・農業共済掛

金・土地改良費・減価償却費など 

※租税公課や動力光熱費は、農業

用のみ経費とすることができま

す。 

 
◇収支計算の手順 

(1)取引の書類（出荷伝票、領収

書など）を保存する 

(2)ノートなどに記録する 

(3)１年間の合計を集計する 

(4)収支内訳書を作成する 

(5)申告する 

 
 何の準備もしないで収支内訳書

を作成することは困難です。まず

出荷伝票や振込通知書などの収入

金額のわかる書類と、納品書・領

収書などの支払額のわかる書類を

保存し、それをノートに記録しま

す。そして1年分を費目ごとに分

類、集計することにより、収支内

訳書を作成しましょう。 

申告時に『収支内訳書』の記入が

ない場合は、他の申告者の迷惑と

なりますので、今のうちから準備

をしておきましょう。 

 10月下旬に収支計算説明会を開

催しますので、ぜひ参加してくだ

さい。 

 
  市税務課  市民税係 

  内線1342～1345 

下館税務署庁舎移転の 

お知らせとお願い 

 

 下館税務署は、平成18年10月

10日(火)に現在の場所から筑西市

丙116番16（名称：筑西しもだて

合同庁舎）に移転します。 
 この日から、すべての業務が新

庁舎において開始されますので、

下館税務署にご用の方は、お間違

えのないようお願いします。 
 なお、旧庁舎においては、すべ

ての業務が停止され、庁舎も閉鎖

 
 
 
 関東鉄道常総線では、平成18年9月30日(土)のダイヤ改正によ

り、下り取手発下館行きの最終列車の延長、およびJR水戸線の 

下館着最終列車に合わせた上り下館発下妻行きの列車増便をおこないます。 
 

 

 

 

 

 
 

  関東鉄道常総線下妻駅  44-2659 

  
下館行

現行最終 

9/30(土) 
より延長 

① 

9/30(土) 
より延長 

② 

取手発 20:52 21:26 21:55 

守谷発 21:09 21:45 22:12 

下妻着 21:53 22:28 22:51 

下妻発 21:54 22:33 22:58 

下館着 22:14 22:54 23:18 

  上り 
現行最終 

9/30(土) 
より増便

① 

9/30(土) 
より増便 

② 

下館発 22:36 23:00 23:34 

下妻着 22:55 23:20 23:54 

下妻発 22:56 - - 
守谷発 23:35 - - 
取手着 23:52 - - 

されますので、ご注意願います。 
併せて、管理徴収・個人・資産・

法人課税関係事務など、従来、各

部門で実施していた「窓口業務」

や「事務」の一部を一本化するな

どの変更をおこないます。 
そのため、各部門にあった窓口

を、新庁舎1階の事務室内に設置

し、納税証明書の発行や各税の相

談を受け付けるなど、納税者の皆

様の利便性の向上や事務処理の効

率化に努めていきますので、引き

続き、税務行政に対するご理解と

ご協力をお願いします。 
 また、10月10日(火)は、庁舎移

転に伴い新庁舎内の整理及び引越

等業者の出入りで混雑が予想され

ますので、当日が納期限・申告期

限等の方を除き、なるべく10月

10日(火)を避けて来署・お電話い

ただきますようお願いします。  

 

新庁舎の住所等 
〒308-8608 筑西市丙116-16 
（筑西しもだて合同庁舎） 
代表番号  24-2121 
総務課   25-3390 
申告・納税・相談  25-3391 
 

  下館税務署  
    24-2121(代表) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市農地整備課では、今

泉・中居指・二本紀にお

いて、排水路整備事業を

計画しています。調査測

量に伴い、水田等に立ち

入ることがありますの

で、みなさんのご協力を

お願いします。 
 

◆調査機関 

9月上旬～10月下旬 

◆調査区域  右図のとおり 

◆調査機関  市、県土地改

良事業団体連合会県西事業所 
 

    市農地整備課 内線2625 

石綿（アスベスト）に関する 

お知らせ 

  

 平成18年3月27日から「石綿に

よる健康被害の救済に関する法

律」が施行されました。 

 労災保険法等で補償されない石

綿（アスベスト）による中皮種や

肺がんを発症している方及びこの

法律の施行前にこれらの疾病を発

症し死亡した方のご遺族に対し

て、医療費等の救済給付又は特別

遺族給付金が支給されます。まず

は、早めにご相談ください。 

 
   筑西労働基準監督署 

   22-4564 

茨城県中途失聴・難聴者協会 

創立20周年記念大会 

『今、共に歩む。未来へ』 
 

◆日時 10月15日(日) 午前10時

30分～午後4時30分（開場･･･午

前10時 開演･･･午前10時30分） 

◆場所 筑波技術大学 産業技術

学部 講堂[つくば市天久保4-3-15] 
◆プログラム 

○午前の部   午前10時30分～12時 
・記念式典 

○午後の部   午後1時～4時30分  
・記念講演 

①「聴覚障害とユニバーサルデザ

イン」 松森果林  氏 
②神奈川工科大学ユニバーサルデ

ザイン非常勤講師 松森果林  氏 

③アトラクション 人形浄瑠璃 

真壁白井座保存会 

④「傾城阿波の鳴門 巡礼歌の

段」(字幕付き)  

◆その他 協会有志による『手話

ダンス』お楽しみ福引などもあり

ます。 

◆情報保障  要約筆記、手話通

訳、磁気誘導ループ 

 ◆参加費 

・一日(弁当付き) 
 大 人    2,000円 
 高･大学生 1,000円   

 小・中学生  800円 

・午後のみ 

 大 人    1,000円 

 高・大学生     800円 

 小・中学生     500円 

◆主催 茨城県中途失聴・難聴者協会 

◆後援 茨城県、つくば市、茨城

県社会福祉協議会、つくば市社会

福祉協議会、筑波技術大学、NHK
水戸放送局、朝日新聞水戸総局、 

茨城新聞社 

 

  茨城県中途失聴･難聴者協会 

    029-857-5138  FAX 

支線2号 
L=105m 

フィットネスパーク・きぬ 

支線4号 
L=75m 

排水路整備（今泉・中居指）  
15か所 



第1回下妻市ジュニアソフト 

テニス大会 

 
◆日時   11月5日(日) 午前9時集合 

※雨天時は11月26日(日)に延期 

◆会場 柳原テニスコート 

◆種目・ジュニア 1部（小学5～

6年生）・ジュニア 2部（小学4
年生以下） 

◆表彰 表彰状 各部3位まで 

◆賞品 出場者全員 

◆参加資格 

市内に在住または在学する小学生 

◆試合方法 ダブルスによるリー

グ戦及びトーナメント戦 

◆参加費 1人 1,000円 

◆申込方法 9月20日(水)までに

電話にてお申し込みください。 
 

   市ソフトテニス連盟事務局 

●宮本保  44-2805 
●落合和美   

  44-6225  090-1057-3081 

青少年ホーム「つどい」ふれあい

とスポーツ 

 

◆日時 10月29日(日)  

 午前11時～午後4時 

◆場所 市勤労青少年ホーム 

◆内容 軽食後ビーチバレーボー

ルと卓球、最後に参加者全員でビ

ンゴゲーム ※運動のできる服装

で参加してください。 

◆参加費 講座生、クラブ生は無

料、一般の方は1名500円 

◆定員 40名 

◆申込期限 10月15日(日) 
 

  市勤労青少年ホーム 

    43-7423 

キッズくらぶ 

 
 お友達と楽しく体を動かしませ

んか。偶数月は親子エアロビ（30
組）を、奇数月は親子リトミック

（20組）をおこないます。10月

は「親子エアロビ」です。 
 

◆日時 10月11日(水) 
    午前10時30分～ 

◆対象 2歳以上の親子 

◆場所 千代川保健センター 

◆申し込み開始 9月20日 (水 ) 
午前9時～ （お申し込みは当

人・家族の方のみとします） 

◆持参するもの 汗拭きタオル、

飲み物、上履き（お持ちの方） 

＊動きやすい服装でご参加くださ

い。＊予約制ですので電話でお申

し込みください。（先着30名） 
 

   市保健センター      43-1990（直通） 

パクパク離乳食教室 
 

◆日時 10月17日(火) 
◆場所 市保健センター 
◆受付時間 午前9時45分～10時 
◆該当者 平成18年6月～7月生まれ

の赤ちゃんのお母さん・家族の方 
◆内容 

乳児の健康と予防接種の受け方（保健師の話） 
離乳食のはじめ方について（栄養士の話） 
基本の離乳食の作り方（デモンストレーション） 
離乳食を食べてみよう（お母さんの試食） 
◆定員 20名 

※母子健康手帳をお持ちくださ

い。※参加希望の方は、電話でお

申し込みください。 
 

    市保健センター 

内線1554・1555   43-1990（直通） 

難病医療講演会 
 

 難病で療養されている患者・家

族のみなさんを対象に難病医療講

演会を開催します。お気軽にご参

加ください。病気のことをよく知

り有意義に生活していただくため

の講座です。最近の治療について

も情報提供します。 
 

◆日時 10月6日(金) 午後6:30
～8:30（受付 午後6時～） 
◆場所 県常総保健所2階 大会議室   

 ［常総市水海道森下町4474］ 
◆内容  

1）講話「炎症性腸疾患（潰瘍性

大腸炎・クローン病） 
～知っておきたい病気のこと～」 
講師 筑波大学臨床医学系 消化

器内科 柴原 健 先生 
2）交流会 
◆対象者 潰瘍性大腸炎・クロー

ン病の患者・家族等 
◆参加費 無料 
◆申込方法 電話にてお申し込み

ください。 
 

    常総保健所 健康指導課  
   0297-22-1351   0297-22-8855  

フィットネスパーク・きぬオープン5周

年記念 グラウンドゴルフ大会 
 
◆期日 10月19日(木) ※雨天の

場合は20日(金) 
◆募集人員 24組144名（1組6名

で構成） 注）定員となり次第、

締め切ります。（先着順） 
◆募集開始  9月21日(木) 午前9時～ 
◆ 参 加 方法  所定 の 申込 用 紙

（「ほっとランド・きぬ」受付で

配布）に記載のうえ、参加料を添

えて「ほっとランド・きぬ」受付

まで提出してください。 
◆参加資格 構成市町内（下妻市、

八千代町、常総市、筑西市）に在住

又は在勤している方に限ります。 
◆参加料 1名 300円、1組（3名

分）900円（スポーツ保険料を含

む）※申込みと同時に参加料を納

入していただきます。 
◆競技方法 24ホール ストローク

マッチプレー 日本グラウンドゴル

フ協会オフィシャルルールによる 

◆表彰  個人賞のみとし、団体賞は

ありません。（参加賞有り）※参加

者は競技終了後、「ほっとランド・

きぬ」に無料で入館できます。 
◆持参するもの 運動靴、クラ

ブ、ボール、マーカー 
◆その他 ①3名1組のみ受付しま

す。②お電話での受付はできませ

ん。③当日は、大会のため貸し切

りとなりますが、大会終了後（午

後1時頃）は、通常利用できます。 
 
  ほっとランド・きぬ  30-4126 

フリーマーケットを開催します 
 
 掘り出し物やお宝など、たくさん

の品々をご用意しています。みなさ

んのご来場をお待ちしています。 
 

◆ 日 時  9 月 16 日 ( 土 )・17 日

(日)・24日(日) 午前9時から日没

まで ※雨天決行 

コスモスの花摘み会 

 
 小貝川ふれあい公園花畑には

現在、コスモスの花が見ごろを

迎えています。次の日程で花摘

み会をおこないますので、みな

さんお誘いあわせの上、ぜひお

越しください。 
 
◆日時  10月１日(日)  終日 
◆場所  小貝川ふれあい公園 花畑 
＊花摘み会当日に限り、自由に摘

み取りができます。＊花摘み会終

了後には、ポピー播種のため刈り

取りしてしまいますので、ご注意

ください。 
 

  市都市整備課  
  公園街路係 

  内線1722～1724  

裁判所ガイドツアー 

“行ってみよう！見てみよう！ 

裁判所Ｐａｒｔ３” 

 
 10月1日は法の日です。裁判所

では、10月1日から7日までを法

の日習慣として、法の役割や重要

性について、県民のみなさんに考

えていただくきっかけになるよう

にガイドツアーを実施します。平

成21年5月までに始まる“裁判員

制度”。裁判所ってどんなところ

だろう？裁判ってどんな風におこ

なわれるんだろう？興味を持った

方はぜひご参加ください。 
 
◆日時 10月19日(木)  

 午後1時30分～午後4時30分 

◆場所 水戸地方・家庭裁判所下

妻支部［下妻乙99］ 

◆内容 裁判所内の見学（法廷、

ラウンド法廷、少年審判廷等）、

掲示裁判傍聴、裁判員制度の説

明・ビデオ上映、裁判官との質疑

応答等 

◆参加人数 20人程度（申込先着順） 

◆申込方法 電話にて氏名、参加

人数、代表者連絡先をお知らせく

ださい。 
 

      水戸地方・家庭裁判所下妻

支部庶務係  43-6972 

図書館アカデミー事業 
～ふろしきを使って環境にやさしい暮らし～ 

 

 市立図書館では、地球環境問

題を考える取り組みの実践のひ

とつとして、ふろしきの使い方

の講習会と環境に関するビデオ

上映会を実施します。（参加費

は無料です） 
 
◆日時 9月29日(金)（受付:午後

1時30分～ 開会:午後2時～） 
◆場所 市立図書館映像ホール及

び集会室 
◆内容 環境に関するビデオ上映

と、ふろしきの使い方 

小貝川ふれあい公園 

『秋の山野草展』開催 
 

一足早い秋を感じて見ませんか 

 
 下妻市自然愛護協会の方が丹精

こめて育てた身近な山野草を約

300点展示します。 
 秋のふれあい公園の散策をかね

て、ぜひご来館ください。 
 
◆日時 9月22日(金)～24日(日) 
午前9時～午後4時30分  ※24日

(日)は午後3時まで（入館無料） 
◆ 場 所  ネ イ チャ ー セン タ ー 

ギャラリーⅠ 
◆共催 下妻市自然愛護協会／小

貝川ふれあい公園 ネイチャーセ

ンター 
 
 小貝川ふれあい公園ネイチャー

センター  45-0200 

FAX 

FAX 

◆場所 ビアスパークしもつま 

ふれあい広場 
 
  ビアスパークしもつま 

    30－5121   30－5122 

◆指導者 図書館ボランティア及

び職員 
◆定員 先着35名（電話か図書館

カウンターにて受付） 
◆持参するもの ふろしき（大

型・中型・小型のものを各1枚） 
 

   市立図書館    43-8811  
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◎お詫びと訂正 
 

 広報しもつま お知らせ版 8月25
日号（No,1）「市内公立幼稚園・

小中学校運動会のご案内」の中

で、大形小学校の運動会の期日

が、9月17日(日)となっていました

が、9月16日(土)の誤りです。お

詫びして訂正いたします。 

第20回茨城県ふるさと美術展 

作品募集 
 

◆応募資格 

 県内の農山漁村地域に居住する

者とする。作品は自己の製作した

もので未発表のものとする。 
◆テーマ 

 農山漁村地域の自然、生活など

をテーマに制作したもの 
◆種目・規格 

1）絵画･･･日本画（水墨画を含

む）・洋 画（版 画 を 含 む） 

額面として10～50号以内（た

だし版画は4号～50号）額装と

する。軸装は不可 
2）書･･･全て表装仕上がりとする 
①縦212㎝以内横51.5㎝以内 
②縦150㎝以内横90㎝以内 
 扁額･･･縦51.5㎝以内横182㎝以内 

篆刻･･･表装した印影のみ、表

装は縦39㎝横30㎝以内 
 刻字 40㎝×30㎝以内 
3）写真･･･カラー・白黒とも半切

（35.6㎝×43.2㎝）以上全紙以内 
 ※パネル張り、または額つきと 

します。※デジタルカメラに

より撮影した場合は銀塩プリ

ント、未修正のものに限りま

す。※組写真は受付しませ

ん。※額装は、必ずアクリル

製を使用し、ガラスを使用し

ないこと。 
◎絵画・写真などは吊すために、

裏側に、ヒモ等をとりつける 
◎額・箱どちらにも必ず作者名を

記入すること 
◆出品手数料 

 1作品につき1,000円 
◆展示日 

    12月14日(木)～18日(月) 5日間 
◆展示会場 県民文化センター美

術展示室ほか 
◆応募締切 10月20日(金)※作品は

経営革新を支援します！ 

経営戦略策定セミナー開講 

『業績向上の鍵はここにあり･･･ 

貴社も優良企業の仲間入り！』 
 

◆受講対象者 経営革新、新分野

進出を考えている経営者、後継者

の方(業種は問いません) 
◆募集定員 20名 

◆受講料  無料 

◆会場 結城商工会議所会館 

   ［結城市結城531］ 

◆講師 増山会計事務所 増山英和 

氏／㈱創造経営センター 金子康之 氏 

◆日程及びカリキュラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日 研修テーマ 

10 ／ 19
(木) 

自社の経営をもう一度見直

そう 

10 ／ 26
(木) 

製品・商品・サービスの枠

を広げよう 

11 ／ 2
(木) 

5年後のビジョンを見つけ

よう 

11 ／ 9
(木) 

今、なぜ経営革新が必要な

のか 

11 ／ 16
(木) 

実践！ビジネスプランの策

定 その1 

11 ／ 22
(水) 

実践！ビジネスプランの策

定 その2 
11 ／ 29
(水) 実現のシナリオを描く 

12 ／ 6
(水) 

計画を実現するための業績

管理のポイント 

経営革新計画の個別相談会 

11月中旬市農政課へ提出になります 
 

  市農政課 構造改善係 

  内線2613･2614  

ふるさと博物館体験学習 

参加者募集 

 
 市ふるさと博物館では、教育普

及活動の一環として、体験学習を

企画しました。今後も、テーマ別

に月に一回ほどの体験学習を計画

していますので、是非ご参加くだ

さい。（講師：博物館職員） 
 

＜第3回＞昔の子どもにタイムス

リップ！みんなで楽しく遊ぼう。 
◆日時 

10月14日(土) 午前9時～12時  
◆場所 市ふるさと博物館  
◆内容 親子でふれあって、昔の

遊びや民話の読み聞かせ等を楽し

みながら、昔の子どもの生活や遊

びを知る。 
◆参加費 

1人500円（保険料を含む） 
◆対象者 市内在住の幼児および

児童と保護者 
◆定員 15組 
◆申込期間 9月15日(金) 午前9
時～10月4日(水) 午後4時 （9月

19、25日、10月2日は休館日） 
＊申し込みは、ふるさと博物館に

て所定の用紙に必要事項を記入の

上、参加費をお支払いいただい

て、お申し込みとさせていただき

ます。また、定員になり次第締め

切らせていただきますのでご了承

ください。 
 
  市ふるさと博物館   44-7111  

再就職準備セミナー 
 

 育児や介護などで退職し、再就職

を希望する方が対象となります。 
 

◆日時 10月23日(月)～24日(火) 
    午後1時～4時 

◆場所 ポリテクセンター茨城 

◆時間 午後6時～9時 
   ●古河商工会議所シニアア

ドバイザーセンター   0280-48-
6000  ●結城商工会議所(中小企業

相談所)    33-3118 

いきいき体操教室 
 

運動はあなたの健康維持、体力・

筋力低下予防に効果的！ 

市スポーツ振興課、保健センター

では「いきいき体操教室」を開催

します。ストレス発散、日ごろの

運動不足解消のためにも、ぜひご

参加ください。 

 

◆講座名 いきいき体操教室 
     千代川体育館コース 

 

◆日程 
10月17日（火）10月24日（火） 
10月31日（火）11月7日（火） 
11月14日（火）11月21日（火）  

 

◆場所 千代川体育館 

◆講師 

エアロビクスインストラクター  

◆時間 午前9時30分～11時30分 
◆内容 ストレッチ体操、リズム

運動やセラバンドでの筋力トレー

ニング他、血圧、体重、体脂肪

率、肺活量測定および簡単体力

チェックなど 
◆受講対象者 55歳から65歳ぐ

らいまで（市内在住、在勤者） 
◆募集人数 30名 
◆参加料 500円（保険代） 
◆申込方法 お電話にてお申込み

ください。定員になり次第締め切

ります。 
◆持参する物 体育館シューズ・

タオル・飲み物 
◆申込期間 9月15日（金）～10
月6日(金) 午前9時～午後5時 
 

●市保健センター   

   43-1990（直通） 

●スポーツ振興課 

 内線2863 

2006しもつま砂沼フェスティバル

「市民ステージ」参加者募集 
 
 各種団体等に所属しているみな

さんの活動発表の場となる「市民

ステージ」を開催しますので、ぜ

ひご応募ください。 
 

◆日時 10月21日(土) 
 午前10時～午後3時30分 

◆場所   砂沼サンビーチ 特設ステージ 

◆内容 演奏・踊り等のジャンルを

問わず、参加団体が市民に発表をで

きる場を提供します。ただし、個人

での参加は受付できません。      

◆締切 9月21日(木) 
 

    市商工観光課  内線2634 

下妻小学校児童保育クラブ 

入所児童追加募集 
 
◆入所対象 小学校1年生から3年

生で保護者が自宅外勤務のため、

児童の放課後の保育が難しい家庭

の児童に限ります。 

◆入所時期 9月からの入所にな

ります。※土・日・祝祭日・創立

記念日・お盆休み・年末年始は開

設しません。 

◆運営費  

・入会金 年額2,000円 

・保険料 年額3,000円 

・会 費 月額5,000円 

◆保護者会 保育クラブに入所し

た児童の保護者は、必ず児童保護

者会に入り、児童保育クラブの運

営に協力する。 

◆保育内容 遊び、ゲーム、読書

等（勉強は教えません） 

◆募集人数 2名 

◆申込方法 入所申込書、就労証

明書、承諾書等を児童保育クラブ

室で受け取り、必要事項を記入の

上、児童保育クラブ室へ申込みし

てください。 

◆受付開始 9月19日(火) 午後2
時より受付順で、定員になり次第

締め切ります。 
 

  下妻小学校児童保育クラブ 

指導員(小竹・大島)  44-3704 

平日午後2時～5時30分 

文化祭市民美術展の作品募集 
 

 今年の文化祭は、下妻地区・千代

川地区の2会場で開催します。出品

を希望する方は、在住・在勤する地

区の会場にお申し込みください。 
 

≪千代川地区≫ 
◆開催期間 10月27日(金)～29日(日) 
◆展示会場 市立千代川公民館 

◆募集作品   絵画・写真・書・貼り

絵・その他 ※1人2点以内。展示会

場の準備・片付けがあります。 

◆申込方法 出品希望の方は、下

記へ連絡してください。 

・絵画・写真・書 

  千代川地区委員会 中島  43-4812 

・貼り絵・その他 

  千代川地区委員会 神田  43-3613 
 

≪下妻地区≫ 
◆開催期間 11月3日(金)～5日(日) 
◆展示会場 市立総合体育館他 

◆募集作品 油絵・水彩画・版画・

写真・書・貼り絵 ※1人2点以内。展

示会場の準備・片付けがあります。 

◆申込方法 出品希望の方は、下

記へ連絡してください。 

・洋画（油絵・水彩画） 

   グループ叢   43-0470 

・貼り絵   八色会   44-1548 

・版画   龍沼版画会   44-4692 

・写真  光風会   44-0789 

・陶芸   陶芸クラブ   43-7517 

・書   書道同好会  44-5362 

◆申込締切  9月29日(金) 
     （両地区ともに） 
 

  市生涯学習課 内線2833 

［常総市水海道高野町目下591］  

◆受講料 無料（託児も無料です） 

◆内容 ○再就職のためにこれだ

けは知っておきたいパソコン知識

（Word・Excel・メ ー ル・イ ン

ターネットの基礎） ○地域の労

働市場等 

◆申込期限 10月20日(金)※ただし、

定員20名になり次第、締め切ります 
 

   (財)21世紀職業財団茨城事務

所  029-226-2413 



基本健診のお知らせ 

 
≪注意事項≫ 
  受診の際は、「受診券」を必ずお持ちくださ

い。なお、受診券は2月配布の「集団健康診査申込

書」をもとに送付いたします。 
  受診券が送付されていない方も、受診すること

ができます。保健センターにお問い合わせくださ

い。 
  基本健診の検査項目は、尿検査・血圧測定・眼

底検査・血液検査・心電図検査です。健診費用（個

人負担）は500円です。40歳以上の方には肺がん検

診として胸部レントゲン検査を実施します。肺がん

検診単独での実施はありませんので基本健診と合わ

せて受診してください。 

  結核検診は結核予防法の改正により、対象年齢

等が変わりました。40歳未満の方は、市で実施す

る胸部レントゲン検査は受けられません。 
  下記のがん検診もご希望によりできますので、

受付でお申し込みください。 
①前立腺がん検診［対象:50歳以上の男性］    
 健診時に採取した血液で、前立腺がんや前立腺肥

大症の検査ができます。検査費用（個人負担）は

500円です。 
②肺がんの喀たん細胞診検査［対象:50歳以上の方

および自覚症状のある方］ 
 健診当日喀たん容器を受取り、後日｢たん｣を採取

して保健センターに届けてください。タバコを多く

吸う方におすすめします。○検査費用･･･容器代  

300円(健診当日) ○検査代･･･（個人負担）500円

（後日保健センターへ）   
③肝炎ウイルス検診［対象:40才･45才･50才･55才･

60才･65才･70歳の方 及び肝機能検査で要指導とさ

れた方(40歳以上)など］ 
健診時に採取した血液で、C型肝炎ウイルスとB
型肝炎ウイルスが同時に検査できます。検査費用

（個人負担）は500円です。 

月  日 受 付 時 間 会  場 実 施 地 区 

9／28 
(木) 

9:30～11:30 
大宝 

公民館 

北大宝･平川戸 

1:30～ 3:00 大宝･横根 

9／29 
(金) 

9:30～11:30 

大宝 

公民館 

下木戸･坂井 

1:30～ 3:00 大串･福田 

・平沼 

10／2 
(月)   

9:30～11:30 高道祖 

市 民 セ ン

ター 

中台・桜塚 

1:30～ 3:00 本田 

10／3 
(火) 

9:30～11:30 高道祖 

市 民 セ ン

ター 

小渡･東原 

・柏山 

1:30～ 3:00 原・新町 

10／4 
(水) 

9:30～11:30 豊加美 

市 民 セ ン

ター 

新堀･肘谷 

1:30～ 3:00 加養 

10／5 
(木) 

9:30～11:30 豊加美 

市 民 セ ン

ター 

谷田部･柳原 

･亀崎 

1:30～ 3:00 山尻･樋橋 

10／6 
(金) 

9:30～11:30 下妻市 

保 健 セ ン

ター 

堀篭･比毛 

1:30～ 3:00 大町 

10／10 
(火) 

9:30～11:30 
下妻市 

保 健 セ ン

ター 

西町 

1:30～ 3:00 小野子･下子町･

小野子町 

10／11 
(水) 

9:30～11:30 
下妻市 

保 健 セ ン

ター 

峰･本城町 

1:30～ 3:00 
田町･不動宿･ 

新屋敷 

◆健診日程 
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－秋の行政相談週間－ 

10月16日（月）～22日（日）  
 

 毎日の暮らしの中で、例えば、「わかりづらい道

路案内標識を改善してほしい」、「郵便ポストを設

置してほしい」、「施設をバリアフリー化してほし

い」など、困っていること、望んでいることはあり

ませんか。 

 こんな時、行政相談委員にご相談ください。行政

相談委員は、法律に基づいて総務大臣から委嘱さ

れ、みなさんの相談相手として、国の仕事に関する

相談などを受け付け、助言や関係機関に対する通知

などをおこなっています。 

 当市においては、次の2名の方が行政相談委員と

して活動しています。 
 

 角田惟也さん［若柳丙377］  44-4874 

 飯泉 要さん［原518-1］   43-5604 

 
  市秘書課 広報広聴係 内線1212 

◎行政相談委員および行政相談は 

 総務省茨城行政評価事務所行政相談課 

   029-221-3347㈹ 

 行政苦情110番（相談専用電話） 

   0570-090110  

 日 時 場 所 問い合わせ 

心配ごと 

相談 

10月 3日(火)･10日(火)･   

    17日(火)･24日(火)･ 
    31日(火) 
午後1時30分～3時30分 
(受付 午後1時15分～3時) 
※法律相談は 

 10日と24日 

下妻公民館 

2階和室 
※10月10日は

小 会 議 室 ･ 研

修室 

社会福祉 

協議会 

  44-0142 
(予約制) 

行政相談 
秘書課 

内線 

1212 

人権相談 

(困りごと) 
10月27日(金)  
午後1時30分～3時30分 

●下妻公民館 
1階 和室 

●千代川公民館 
1階 小会議室 

人権推進室 

内線1583 

●10月13日(金) 千代川公民館1階 小会議室 
 午後1時30分～3時30分 
 

※特設相談日 10月20日（金） 

 ◆時間 午前9時～午後3時30分 

 ◆場所 下妻公民館1階 和室 

種目  
防衛大学校学生 

（男子・女子） 

防衛医科大学校学生 

（男子・女子） 

看護学生 

（男子・女子）   募集要項  

受 付 期 限 一般 9月29日まで 9月29日まで 9月29日まで 

応 募 資 格 高卒（見込含） 21歳未満 高卒（見込含）21歳未満 高卒（見込含）24歳未満 

試験 

期日等 

1 次 試 験 一般 11月11日・12日 11月4日・5日 10月15日 

2 次 試 験 
一般 12月12日～15日 

   の間の指定する日 

12月6日～8日の間 

の指定する日 

11月18日～19日の間 

の指定する1日 

合 格 発 表 一般 平成19年2月16日 平成19年2月16日 平成19年1月10日 

給料等 

学 生 手 当 
106,600円 ボーナス年2回（3.3か月分）   

初 任 給 等 

衣 食 住 無料で支給  

そ の 他 

修学年限は4年で卒業後１

年で陸・海・空の幹部に任

官します。 

修学年限は6年で、国家試

験合格後、医者として幹部

に任官します。 

修学年限は3年で、国家試

験合格後、看護師として2
等陸曹に昇任します。 

157,500円ボーナス年2回 

（4.4か月分）  

     自衛隊茨城地方連絡部 筑西募集事務所  22-7239   hq1@ibaraki.plo.jda.go.jp 
   www.ibaraki.plo.jda.go.jp 




