
お知らせ版  No.1 

6 

10 

2007 

発行◆下妻市役所［〒304-8501 下妻市本城町2丁目22番地］ 編集◆秘書課 

市役所へのお問い合わせは    0296-43-2111（代表）  www.city.shimotsuma.lg.jp 

広報しもつま 

労働力調査にご協力ください 
 

 下記の地区で「労働力調査」が

実施されます。これは、法律で定

められた統計調査で、我が国の就

業の状況を調べる調査です。就業

者数、完全失業者数、完全失業率

などの動向が明らかにされ、経済

対策や雇用失業対策に役立てられ

ます。 

 知事から委嘱された調査員が調

査対象地区内の各世帯に名簿づく

りのために伺います。この名簿を

もとに調査世帯を選びます。 

 労働力調査の内容を他に漏らす

ことや目的外に使用することは固

く禁じられています。 

 ご協力をお願いします。 

 

●調査地域  

 高道祖（中台・桜塚）地内の一部 
 

●調査期間  

 ７月25日（水）～31日（火） 

 

  問 県統計課 人口労働担当  

       029-301-2649 

介護保険負担限度額認定の申請案内 
－介護保険施設入所者の居住費・食費－ 
 

介護保険では介護保険施設（介護老人福祉施設・介護老人保健施設・

介護療養型医療施設）入所者及びショートステイ利用者の居住費（滞在

費）・食費が原則自己負担となっていますが、市民税が非課税の世帯で

はこれらの負担が軽減されます。 

申請により「介護保険負担限度額認定証」を交付します。 

18年度に認定を受けている方も毎年申請が必要になります。 

 

●減額認定期間 ７月１日～平成20年６月30日 

（申請受付は６月18日（月）～ ※８月以降申請の場合は申請月から） 

 

問 市介護保険課 介護管理係 内線1537 

恩給欠格者・戦後強制抑留者・引揚者の方に 
 

旧軍人等で恩給等を受けていない恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚

者のご本人に、あらためて内閣総理大臣名の“特別慰労品”を贈呈して

います。 

 過去に内閣総理大臣名の書状等を受けた方、書状を受ける資格があっ

たにもかかわらず、請求していない方も対象です。資格要件などは、下

記にお問い合わせください。 

※請求書は市介護保険課に用意してあります。 

 

問 独立行政法人 平和祈念事業特別基金 

   フリーダイヤル0120-234-933（月～金 9:15～17:15） 

   ホームページ www.heiwa.go.jp 

スコーレ母親講座  

“子どもが輝く魔法の言葉” 
～共感の愛は子どものエネルギー源～ 

     

●講師 （社）スコーレ家庭教育振興協会 講師 平石喜美子  

●とき ６月22日（金）午前10時～11時30分 

●ところ 下妻公民館 １階和室 受講無料 託児あり 

●主催 （社）スコーレ家庭教育振興協会 

＊（社）スコーレ家庭教育振興協会は文部科学省認可の公益法人・  

生涯学習団体です。 

 

問 （平石） 24-7797 （平出） 22-3066 

はかりの定期検査を実施します 
 

取引または証明を目的に計量器を使用する方は、計

量器の性能を一定の水準以上に維持する必要があるこ

とから、「計量法」に基づき２年に１回定期検査を受

けることが義務づけられています。今年度は、下妻地

区が検査対象となります。 

 

◆日程 10月３日（水）４日（木）５日（金） 

 ※場所については後日お知らせします。 

◆検査対象の計量器 

①手動天びん ②棒はかり ③等比皿手動はかり ④不等比皿手動はか

り ⑤台手動はかり⑥指示はかり ⑦手動指示併用はかり ⑧直線目盛

の指示はかり ⑨光電式はかり ⑩電気抵抗線式はかり ⑪電磁式はか

り ⑫誘導式はかり 

◆検査対象となる計量器の範囲 

商取引・薬局、病院・農産物、水産物の売買、出荷・事業所の受入・出

荷の取引用、内容量及び品質表示・運送（宅配便）会社の小荷物の運賃

算出・貴金属商、釣り堀等・病院、学校、幼稚園、保育所で健康診断や

身体検査・法令等により、公共機関への報告または、統計などを目的と

して使用するもの 

 

問 
 

マル福受給者証が新しくなります 
 

 現在ご使用のマル福医療福祉費受給者証は６月30日で使用できなくな

りますので、新しい受給者証を交付します。 

 更新は、6月30日（土）・7月１日（日）に行います。 

 なお、該当する方には、個別に通知します。 
 

●該当する方 ひとり親、重度心身障害者 
 

問 市保険年金課 医療福祉係 内線1514 

地域の子育て説明会の 

ご案内 
 
●期日 ６月24日（日） 

●時間 午前10時～12時 

●会場 大宝公民館 

 

子供を一時的に預かって欲しい… 

たとえば…自分で病院にかかりた

い、上の子の幼稚園の遠足、どこ

か預かってくれる場所はないかし

ら…？などと困ったことはありま

せんか。 
 

そんな時、子育てを地域で一緒に

していくための説明会です。 
 

小さいお子さんを抱えるお母さ

ん、お父さん、または、お子さん

を一時的に預かってくれる方、ぜ

ひご参加ください。 

  

        問  

      

県政出前講座のご案内 
 

県では、県政に対する理解を深めていただき、県民の声を反映させる

ことを目的として、職員が各種集会等に出向き、県の施策等をわかりや

すく説明する「県政出前講座」を実施しています。 

講座メニュー等、詳しくはお問い合わせください。 
 

問 県政策審議室（調整担当） 029-301-2030 

        www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/bugai/seisaku/demae/top.htm 

発明相談会のご案内 
 
 産業財産権に関する出願・登録

の方法や、特許権等に至るまで、

さまざまな質問に専門家がお答え

します。※相談料は無料です。 

 日時、場所など詳細は下記あて

お問い合わせください。 

 

問  

飲食物取り扱い従事者の 

健康診断（保菌検査） 
実施場所に訂正があります 

 

＊5月25日号のお知らせに訂正が

あります。 
 

訂正前 

旧下妻保健所 午前10時～11時30分 

千代川保健センター 午後１時30分～３時 
 

訂正後 

●日時 ６月19日（火） 

●対象地区 下妻市 
 

問  常総保健所 健康指導課  

   0297-22-1351 

案 内 福 

 

しもつまファミリー 

サポートセンター 

（野村・菊地） 

  44-1157  

市商工観光課 内線2634 

県計量検定所 029-221-2763 

 

千 代 川 保 健 

センター 

午前10時 

 ～11時30分 

旧下妻保健所 
午後１時30分 

 ～３時 

社団法人発明協会 

茨城県支部  

 029-264-2076 



６月は土砂災害防止月間です 
 

 土砂災害を防ぎ、安心して住むために

は、対策工事だけではなく｢自分は自分で

守る｣という意識をしっかりと持ち、大雨

の時の注意・早めの避難をすることが大

切です。 

 

こんな時は注意・避難しましょう！ 
土石流（どせきりゅう） 

①｢山鳴り｣といって、山全体がうなって

いるような音がする時 

②川の水が急に濁ったり、木が流れて 

きた時 

③雨が降り続いているのに、川の水が

減っている時  

地すべり（じすべり） 

①地面にひび割れができた時 

② 地 面 の 一 部 分 が へ こ ん だ り、盛 り  

上がった時 

③池や沼の水の量が、急に変わった時 

④井戸の水がにごった時 

がけ崩れ（がけくずれ） 

① がけ か ら小 石が パラ パラ と 落ち て  

きた時 

②がけに割れ目ができた時 

③がけから水が湧き出てきた時 

 

 問 市建設課 管理係 内線1715 

“ゆかたの着付け教室”の  

ご案内 
 
◆日時 ６月29日・７月６日・ 

    13日・20日（金曜日） 

 ＊各日とも午後７時～９時 

◆場所 勤労青少年ホーム 

    ２階和室 

◆講師 国府田 美智子先生 

◆受講料 無料 

◆募集人数 10名 

◆用意するもの ゆかた、半巾

帯、腰紐３紐 

◆申込方法 ６月26日（火）ま

でに青少年ホーム備え付けの申込

書に記入のうえ、お申し込みくだ

さい。（月曜日休館） 

 

問 勤労青少年ホーム  

   43-7423 

茨城県の雇用相談窓口 案内 
 
■ジョブカフェ（就職支援センター） 

 就職相談、適職診断、職業紹介、内職紹介など… 
 

問 23-3811 ジョブカフェけんせい（県西地区センター） 

        ［筑西合同庁舎内］  

 

■いばらき労働相談センター 

 労働条件、採用、解雇、賃金不払い、職場でのいじめなど… 
 

問 24-2211 内線217［筑西合同庁舎内］ 

   フリーマーケット開催 
 
●日時 ６月16日（土）17日（日） 

      23日（土）24日（日） 

    午前9時～午後４時 

    （雨天決行） 

 

●場所 ビアスパークしもつま  

    ふれあい広場［長塚乙70-3］ 

 

    問 ビアスパークしもつま  

         30-5121 

７月は“社会を明るくする運動”の強調月間です 
 

“社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非行の

防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの

立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こう

とする全国的な運動です。 

この運動は今年で57回を迎えますが、重点目標を“犯罪・非

行の防止と更生の援助のため、地域住民の理解と参加を求める”

とし、統一標語として“防ごう犯罪と非行 助けよう立ち直り”

を掲げ、７月を強調月間としています。 

家庭、職場、学校、地域社会が一体となって、地域に根ざした

幅広い活動を展開していく必要がありますので、皆さんのご協力

をよろしくお願いします。 

 

問 第57回“社会を明るくする運動” 

  下妻市実施委員会（主唱：法務省） 

  事務局：市福祉事務所 

            内線1583 

最適なライフステージで快適な暮らし 始めてみませんか 
 

 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14区画・坪単価15.5万円から＞ 
 

●分譲概要 

【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１４区画   

【分譲面積】165.00㎡（約50坪）～333.43㎡（約101坪） 

【価格】775.6万円～1,922.4万円  

【坪単価】15.5万円～19.9万円 

【 多価格帯】1,100万円台 ７区画 

【上下水道完備】加入負担金･受益者負担金あり 

●現地見学会開催  

【日時】６月16日（土）・17（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。 

●申し込み 

 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、市都

市整備課（市役所第二庁舎２階）までお申し込みください。 

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 
38 ２２９．９６ １２，５０９，８２４ ② 

グレーチングの盗難発生！  
道路通行にご注意ください 
 

市内において、道路側溝の鉄

製フタ（グレーチング）の盗難

が発生していますので、道路を

通行する際は十分にご注意願い

ます。 

また、なくなっている箇所を

発見した場合には、至急ご連絡

ください。 

 

問（連絡先）市建設課 管理係 

   内線1715 

小型ガス瞬間湯沸器に 

ご注意を！ 
 
 近、換気不良により、

小型ガス瞬間湯沸器での一

酸化炭素中毒による死亡事

故が発生しています。物が

燃えるには、新鮮な空気が

必要です。十分な換気をし

なければ、空気が不足し、

一酸化炭素が発生します。

小型ガス湯沸器を使用する

と き は、必 ず 換 気 を し ま

しょう。（経済産業省） 

能 登 半 島 地 震 義 援 金 に  

ご協力ください 
 

 日本赤十字社茨城県支部では、

義援金の受付をしています。ご協

力をお願いします。 
 

■受付期間 ９月28日（金）まで 

■振り込み先口座 

郵便局に備付の振込用紙で下記口

座に振込みしてください。 

加入者名 日本赤十字社  

     石川県支部 

口座番号 00780-1-3 

＊通信欄に「平成19年能登半島地

震義援金」と明記してください。 

＊受領書希望の場合、「受領書希

望」と明記してください。 

＊郵便局窓口での取扱いの場合、

振替手数料は免除されます。 
 

問   日本赤十字社 茨城県支部  

 029-241-4516 

市福祉事務所 社会福祉係  

 内線1585 

 

 

 

※用途地域・容積率/建ぺい率  

①第一種住居地域 200/60   ②第一種低層住居専用地域 100/50   

③第二種中高層住居専用地域 200/60  ④第二種住居地域 200/60 

 

問 市都市整備課 区画整理係 内線1726 



健康 肺がん・基本健診 

胃がん・大腸がん検診 

子宮がん検診のご案内 
 

 平成18年度に受診した方と希望された方に、 

受診券をお送りしています。 

 今年度に新たに希望される方は、お申し込み  

ください。 
 

 連絡先 市保健センター  
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投票立会人 大募集 
 

７月22日（日）に予定されている参議院議員通常選挙での

「期日前投票立会人」として20歳代の皆さんを募集します。 

これを機会に違った立場で選挙に参加してみませんか。 

 

 

 

 

 

内容は、次のとおりです。 

◆対象者 選挙権を有し、原則として20歳代の方 

◆募集人数 32名（1日２名、先着順に決定します） 

◆申込方法 ６月26日（火）までに、印鑑を持参し市役所 

本庁舎２階選挙管理委員会へ申し込んでください。 

◆日時・報酬等 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市選挙管理委員会 内線1131・1132  

自衛官募集案内 
 

問 自衛隊茨城地方協力本部 

   筑西地域事務所  

    (22-7239 

 

ホームページ  

www.mod.go.jp/pco/ibaraki 
 

Eメール 

hql-ibaraki@pco.mod.go.jp 

第５次下妻市総合計画基本構想（案）に対する市民意見を募集します 
 

市では、現在、平成20年度からスタートする新しい総合計画（計画期間：平成20

年～29年の10年間）の策定を進めていますが、市民の皆さまの考えを計画検討の参

考とするため、ご意見を募集します。今回は、本計画の基本構想（案）の部分が対象

で、市が目指すまちづくりの方向性を示す羅針盤となるものです。 

次により基本構想（案）をご覧いただき、ご意見をお寄せください。 

 

■計画等の（案）の名称  第５次総合計画基本構想（案） 

■募集期間  ６月10日（日）～30日（土） 

■閲覧の場所等 

①市企画課内（市役所本庁舎２階） 

②市くらしの窓口課内（市役所千代川庁舎） 

③市ホームページ（www.city.shimotsuma.lg.jp） 

※①及び②については、平日は午前８時30分から午後５時15分までとなります。 

なお、土・日曜日については、市役所本庁舎の市民課窓口（日直）又は千代川庁舎のくらしの窓口課（日直）

で午前10時から午後４時まで閲覧できます。 

■ご意見の提出方法 

郵送・ファクシミリ.・電子メール・企画課窓口へ持参のいずれかの方法によりお願いします。 

書式は、閲覧場所に配備の様式をご利用するか、市ホームページからダウンロードしてご利用ください。 

①郵送（〒304-8501 下妻市本城町2-22 企画課 新市建設計画推進室あて ６月30日必着） 

②ファクシミリ（番号43-4214） 

③電子メール（※ご意見とともに、住所・氏名〈団体・企業の場合は団体・企業名及び代表者の氏名〉、電話

番号を記入のうえ、市企画課〈メールアドレス：kikaku@city.shimotsuma.lg.jp〉あてに送信ください） 

④市企画課窓口に持参 

■ご意見の取扱い 

応募いただいた意見は、個人を特定する情報を除き公表させていただくことがあります。 

また、個々のご意見に対する直接回答は行いませんのでご了承ください。  

 

問 市企画課 新市建設計画推進室 内線1313 

期 間 ７月６日（金）～21日（土）の希望する日 

時 間 午前８時30分～午後８時 

報 酬 9,500円（日額）昼食付 

場 所 市役所本庁舎 1階 市民ホール 

種     目 ２等陸海空士（男子） ２等海士女子（８月採用） 

受付期間 年間を通じて受付中 ７月上旬まで受付中 

応募資格 18歳以上27歳未満の者 18歳以上27歳未満の者 

試験期日 
７月６日（金）勝田駐屯地 

８月25日（土）土浦駐屯地 
７月６日（金）勝田駐屯地 

合格発表 各試験日ごとに発表します 各試験日ごとに発表します 

入隊時期 ７月から８月及び10月 ８月 

初 任 給 

157,500円 

９か月後172,100円 

（ボーナス年4.45か月分） 

学歴・経歴等により異なります 

157,500円 

９か月後172,100円 

（ボーナス年4.45か月分） 

学歴・経歴等により異なります 

そ の 他 

特例退職手当（継続任用あり） 

２年間598,667円 

３年間936,500円 

４年間1,309,333円 

５年間1,374,667円 

特例退職手当（継続任用あり） 

３年間936,500円 

５年間1,374,667円 

７月の予防接種 
 

［ＢＣＧ接種］   
●とき ７月18日（水）  

    午後２時～２時30分 

●該当者 生後３か月から６か月未満

で、まだ、ＢＣＧ接種を受けていない子 

※６か月を過ぎた場合は、医療機関での

自費接種となります。 
 

［ポリオ生ワクチン投与］   
●とき ７月24日（火）  

    午後２時～２時30分 

●該当者 生後３か月から90か月（７歳

６か月）未満で、２回の投与が済んでい

ない子 

※ポリオワクチンは免疫をつけるため、

２回の投与が決められています。 

※ＢＣＧ接種を先に受けましょう。 
 

●ところ 市保健センター 

●持参する物 受診券、予診票（責任を

持って記入してください）、母子健康手

帳、体温計（体温は接種会場で測ってく

ださい）  
 

＊接種間隔に注意しましょう 

・ＢＣＧ、ポリオ、麻しん風しん混合を

受けた場合 次の接種は、27日以上あけ

る。 

・三種混合を受けた場合 次の接種は、

６日以上あける。 

・ポリオの１回目と２回目の間隔は、６

週間以上あける。 

＊おたふくかぜ・水ぼうそう・突発性発

疹にかかった場合、治ってから４週間以

上あけないと予防接種を受けることがで

きません。 

＊「予防接種と子どもの健康」をよくお

読みください。 
 

問 市保健センター 43-1990 

 募 集 

＊期日前投票立会人とは 

 期日前投票所（市役所本庁舎１階市民ホール）において、

投票事務の執行が公正に行われているかを立ち会う人 

43-1990（直通）  

内線1552・1553 

 

 



第１回 下妻市ママさんソフトテニス大会 参加者

募集 
 

●日時 ７月15日（日）午前９時集合 

     ※雨天の時は７月16日（月）に延期 

●会場 市営柳原球場テニスコート 

●種目 ・ママさんの部１部（上級・中級者） 

    ・ママさんの部２部（初級・初心者） 

●参加資格  

 市内に在住、在勤または下妻市ソフトテニス連盟に加入している満35才以上の女性 

●試合方法 ダブルスによるリーグ戦およびトーナメント戦 

●参加費 １チーム 2,000円 

●申込方法 ７月１日（日）までに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事務局（宮本） 44-2805 

第37回 市長杯争奪軟式野球大会 参加チーム募集 
 

●日程 ７月１日・22日・29日・８月12日・19日（日） 

●会場 柳原・砂沼・千代川球場 

●対象者 市内在住・在勤で構成する社会人（25人以内） 

●参加費 下妻連盟登録チーム 無料 

     その他のチーム 15,000円 

●申込期限 ６月22日（金）午後５時までに参加費を持参の 

うえ、お申し込みください。 

●申込先 市スポーツ振興課、市総合体育館、千代川運動公園 

ふれあいハウスのいずれかへお申し込みください。 

●受付時間 午前８時30分～午後５時 

 （スポーツ振興課：土・日曜日除く  他施設：月曜日除く） 

●代表者会議  ６月22日（金） 午後７時～ 下妻公民館 研修室 

 ※参加チーム代表者は必ず出席してください。 
 

問 下妻軟式野球連盟（大山） 43-0707 

やすらぎの里しもつま 

「レストラン・物販施設」 出店事業者募集 
 

市では、やすらぎの里しもつま整備事業の

推進にあたり、当施設内にレストラン又は物

販施設を出店する事業者を募集します。 

 

［募集概要］ 

◆事業地 やすらぎの里しもつま（市内大園木地内） 

◆営業種目 レストラン又は物販施設 

◆敷地面積 Ａ区画 915㎡（大園木2697番地） 

      Ｂ区画1,004㎡（大園木2769番地～2713番地） 

※２区画のうち、どちらを選択しても結構です。また、一事業

者が２区画において、レストラン及び物販施設の２店舗を同時

に出店する提案も可能です。 

◆申込み要件 

（１）店舗を自ら建設し、経営を行える事業者であること。 

（２）レストラン又は物販施設の経営に実績がある法人又は個

人事業者であること。 

（３）都市公園の施設内に設置するため、周囲の状況に十分配

慮した施設であること。 

◆申込受付期間 ７月２日（月）～31日（火） 

◆申込方法 出店申込書及び企画書に必要書類を添えて、提出

してください。なお、出店申込書及び企画書の様式は、市ホー

ムページからダウンロードできます。 

 

問 市企画課 新市建設計画推進室 内線1313 

「いばらき若者塾」参加者募集 
 

いばらき若者塾は、自己啓発研修、海外研修、地域活動研修等を通じて明

日の茨城を担う青年リーダーを養成し、青年の地域活動の活性化を図ること

を目的に、地域青年リーダー養成研修の参加者を募集します。 

 

■研修内容・期間・場所 

［国内研修］ 

 ◆内容 リーダー研修、事業の企画研修など 

 ◆場所 県内の県立施設 

 ◆期間 ８月18日・19日、９月15日・16日、11月３日・４日、 

      ３月８日・９日（１泊２日×４回）その他実践活動の実施 

［海外研修］ 

 ◆内容 国際理解・国際協力などの研修 

 ◆場所 フィリピン西ネグロス州 

 ◆期間 10月11日～16日（５泊６日）        

■募集人員 一般公募20人程度  

■選考会 ７月21日／県立青少年会館［水戸市］ 

■参加費 10万円 他、宿泊研修会場、出国前、帰国後の交通費並びに海外

渡航に要する旅券発行手数料、旅行保険料、予防接種代、その他個人の用に

必要な経費は参加者の負担となります 

第16回 近隣市町村女子ビーチボールバレー大会 参加者募集 
 

●とき  ７月８日（日）午前８時30分  

●ところ 市総合体育館 他 

●種目・女子ヤングの部（40歳未満） 

   ・女子ミドルの部（40歳以上） 

   ・女子リーダーの部（50歳以上） 

   ・女子ベストの部（60歳以上） 

●チーム登録  監督を含めて７名まで、監督も出場できます。 

●参加資格 15歳以上の女子 

●参加費 １チーム 1,000円（会員）2,000円（会員外）1,500円（市外） 

●申込方法 所定の用紙に参加料を添え、市スポーツ振興課または市総合体育館 

      （土・日受付可）にお申し込みください。 

●申込締切 ６月22日（金） 

●組み合わせ抽選会 ６月28日（木）午後７時～ 下妻公民館 

 ※代表者は必ず出席してください。 
 

問 下妻市ビーチボールバレー連盟（粟野） 44-2544 

 区 分 日 時 場 所 問い合わせ 

心 配 ご と   

相  談 

７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 

市社 会 福祉

協議会 
 

44-0142 

（予約制） 

行政相談 

７月13日（金）  

 午後１時30分～３時30分 

千代川公民館 

１階 小会議室 市秘書課 
 

内線1212 7月20日（金） 

 午後１時30分～３時30分 

下妻公民館 

１階 和室 

人権相談 

（困りごと） 

７月27日（金） 

 午後１時30分～３時30分 

千代川公民館

１階小会議室 

市人権推進室 
 

内線1583 

納税相談 

夜間納税相談 
 ７月５日（木） 

 午後５時30分～７時30分 

休日納税相談 
 ７月29日（日） 

 午前８時30分～午後５時 

本庁舎１階 

収納課 

市収納課 

内線 

1363 

～1365 

７月の相談 

■募集資格   

次の条件をすべて満たしている必要があります 

・県内に在住または通勤・通学で、20歳以上40歳未満で

あること（県外に在住する学生で茨城県に本籍があり、将

来茨城県で活動予定の者も含む） 

・本研修の全日程に参加できること 

・事業参加後、その経験を生かして青少年活動、国際交流

活動、社会貢献活動等を行う意志があること 

・過去に県主催の青年の船、青年のつばさ事業等の海外派

遣事業に参加経験のある方は参加できません 

・国又は地方公共団体の議会の議員の職にある方は参加で

きません 

 

■募集期間 ６月30日まで 

 

■応募方法 市生涯学習課に用意してある応募書類・募集

要項により応募してください 

 

    問 市生涯学習課 青少年担当 内線2834  

 

 

 

 募 集 


