
募 集 

お知らせ版  No.1 

5 

25 

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 

防犯ボランティアパトロールに参加しませんか 
 －安全で安心できる地域社会を実現するために－ 

 

近のニュース報道では子供に対しての犯罪や車上狙いなどが数多く

見られ、身近なところで事件が起きても不思議ではない社会になってい

ます。 

犯罪を抑止して安全で安心できる地域社会を実現するためには、警察

の活動はもとより市民一人ひとりが一体となって犯罪の発生しにくい環

境をつくることが不可欠です。 

市では、防犯ボランティアパトロールが平成17年６月に発足、本年３

月末現在で847名の方が登録しています。 

この事業は、防犯ボランティアとして登録した市民のみなさんが「下

妻市防犯ボランティアパトロール」の帽子をかぶってパトロールを行

い、自ら安全で安心な地域づくりに貢献することを目的としています。 

また、この事業の特徴は、散歩やウォーキングなど今行っている趣味

の延長で活動できるところで、特に活動の範囲や時間を制約しないの

で、気軽に参加していただけます。 

防犯ボランティアパトロールの募集は随時行っています。 

 市ではボランティアとして登録いただいた方を対象に、万が一に備え

ボランティア保険に加入します。（保険料は市で負担します）みなさま

のご協力をお願いします。 

 なお、すでに登録している方で、ボランティアパトロールの帽子が汚

れ・破損しているものについては、新しいものと交換します。 

 

問  申  市市民安全課 内線1433 
 

県警ホームページには「地域安全マップ」や「市町村別大字単位犯罪

マップ」など、防犯に役立つ情報が掲載されていますのでご覧くださ

い。 http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/ 

平成19年度・上期 認定農業者募集 
 

 現在の農業経営を見直し、経営規模の拡大や集約化、合

理化等により魅力ある経営づくりを目指す意欲ある農業者

を支援するため、農業経営基盤強化促進法による「認定農

業者制度」があります。 

 つきましては、次のとおり上期の受け付けを行いますの

で、『農業経営改善計画認定計画書』を提出してください。 
 

▼申込期間 ５月25日（金）～６月25日（月） 
 

問  申 市農政課［千代川庁舎］ 内線2621 

わらべうた・あそびランド 

詩集「くさぶえ」作品募集 
 

わらべうた・あそびランドで

は、子どもたちの心情を育てるた

めに、詩集「くさぶえ」を発行し

ています。31集の発行にあたり

作品を募集します。たくさんの作

品をお待ちしています。 

（応募作品の著作権はわらべう

た・あそびランドに帰属します） 
 

◆募集作品  

 ・口頭詩 幼児（２～６才児） 

 ・自由詩 小・中学生 

 ・表紙絵 幼児（２～６才児） 

  ※画用紙たて書き 

    （サイズＡ４） 
 

◆締切日 ６月29日（金） 

 

問  申 市生涯学習課 

     内線2834 

布わらじを作ろう  
ポピーの会エコ教室  
 

◆とき ６月10日（日） 

     午前９時～12時 

◆ところ 下妻公民館２階和室 

◆参加費 300円（材料費） 

◆用意するもの    不用なティー

シャツ３枚又は不用の浴衣などの

綿の布、裁ちバサミ 

◆定員 15名 

◆締切 ６月６日（水） 

◆主催 市生涯学習ボランティア

サークル「ポピーの会」 
 

問  申 市生涯学習課  

    内線2832 

第23回 「下妻オープンテニス大会」 参加者募集 
 

●開催日 ６月24日（日） 予備日７月１日（日） 

●開催場所 砂沼サンビーチテニスコート（ハードコート４面） 

●時間  ８時45分集合 ９時試合開始 

●種目  男女ダブルス 

●試合方法 トーナメント方式 ６ゲームマッチ（6-6タイブレーク） 

 ※申し込み数により変更あり 

●参加費 １ペア3,000円 高校生は2,000円 

●表彰他 男子1～3位 女子1～2位 その他参加者全員に参加賞あり 

●申込期間 ６月17日（日）まで 

 ※申込用紙に必要事項を記入し、参加費を添えてお申し込みください。 

●主催 下妻市テニス連盟  
 

問  申 下妻市テニス連盟（宮本） 44-2805［長塚38-1］  

市民ソフトテニス（軟式テニス）教室 参加者募集 
 

昨年大好評でしたソフトテニス（軟式テニス）教室を本年も下記のと

おり開催しています。身近なスポーツ、ソフトテニスを楽しみながら、

日頃の運動不足を解消し健康増進を図りましょう。 

老若男女を問わず初めての方の参加をお待ちしています。 

ぜひ、お気軽にご参加ください。 
 

●日時 ４月1日（日）～11月25日（日）までの毎週日曜日 

     午前９時30分～正午まで（雨天中止） 

●場所 市営柳原テニスコート 

●対象者 市内在住、在勤の小学生から中高年までの方 

     （特に小学３・４年生の女子及び初参加の成人） 

●参加費 年間1,000円（スポーツ保険加入料は別途） 

●用意する物 ・ソフトテニス用ラケット 

       ・テニスシューズ 

       ・運動できる服装 
 

問  申 市ソフトテニス連盟事務局（宮本） 44-2805  

      （落合） 44-6225 携帯090-1057-3081 

       ※当日会場でも受け付けます。 

平成19年度 

消費生活講座受講生募集 
 

県では、消費者問題に関心をも

つ県民を対象に、自立した消費者

を育成することを目的に開講する

「消費生活講座」の受講生を募集

します。 
 

■受講内容  悪質商法を含めた

契約の基礎知識、金融サービス、

その他 
 

※テキスト代（受講者負担） 

「くらしの豆知識2007」（国民生

活センター発行）を使用 
 

※添削課題５課題のうち、４課題以

上提出された方には修了証を交付 
 

※県西地方総合事務所で開・閉講

式を開催 
 

■受講期間   

  ７月～10月 （４ヶ月間） 
 

■募集人員  300名 
 

※定員を超えて申し込みがあった

場合は抽選で受講者を決定 
 

※受講の決定は、６月末までに受

講決定通知を送付 
 

■受講条件  県内居住者又は通

勤・通学者で、消費者問題に関心

を持ち、学習意欲のある方 
 

■受講料金  無料 

テキスト代、課題提出に係る郵送

料、開・閉講式会場への旅費につ

いては自己負担 
 

■申込期限 ６月８日（金）まで 

      （当日消印有効） 
 

■申込方法  官製はがきに、 

①住 所 ② 氏名  ③年齢 ④ 職業   

⑤電話番号を記入の上、下記に申

し込んでください。 
 

問  申 
県西地方総合事務所 県民生活課  

24-9082 

［〒308-8510 筑西市二木成615］  

平成19年度 第１回甲種防火管理者新規講習会 
 

■日時 ７月12日（木）・13日（金） 

     午前８時30分～午後４時30分 

■場所 広域中央運動公園 屋内温水プール棟２階研修室 

    ［古河市下大野2528］ 

■受講料 4,000円（テキスト代を含む）※申請時に徴収します。 

■定員 古河消防署管内 30人 

    下妻消防署管内 25人 ※定員になり次第締め切ります。 

    坂東消防署管内 25人  

■申請受付 ６月11日（月）～ 印鑑持参   

 

         問  申 下妻消防署 予防係 43-1551  

 

 

 



結婚したい独身者を 

募集しています 
 

市では、農業商業後継者を対象とした結

婚対策事業を行っています。 

これは、農業委員会長から委嘱を受けた

結婚相談員が情報を交換するなど、結婚支

援活動を行い、結婚成立を試みるもので

す。 

結婚したい独身者（農業商業後継者に限

らず一般の方も含め）を広く募集していま

すので、ご本人またはご家族の方からたく

さんの情報をお寄せいただきたくお待ちし

ています。 

なお、登録いただいた個人情報につきま

しては、当該事業のみに使用しますので、

市役所の他の部署等いかなるものに対して

も情報提供することはありません。 

秘密は堅く守られます。 

詳しい内容についてお知りになりたい方

は、お気軽にお尋ねください。 

 

問 企画課 男女共同参画係 内線1312 

ご近所の底力活性化推進事業 

助成団体を募集します 
 

 県では、地域コミュニティの活性化をめざし、団体相

互の連携や幅広い分野への取り組みなどにより、他の地

域や団体のモデルとなるような特色ある活動を行う地域

活動団体等に対する新たな助成制度を創設しました。 
 

●助成対象 地域に根ざした活動を行う団体・グループ

（自治会・町内会・老人クラブ・子ども会・PTAなど） 
 

●助成額 １団体当り10万円以内 
 

●対象事業 地域福祉や環境保全、青少年健全育成、防

犯、防災、交通安全、地域の活力づくりなどのコミュニ

ティ活動 

※過去に本事業の助成を受けた団体は対象外となります。 
 

●助成団体 30団体 
 

●募集期限 6月22日（金）まで 

※申請方法等詳細については、お問い合わせください。 

 

問  申 大好きいばらき県民会議 

    （県生活文化課 県民運動推進室） 

     029-224-8120 

 （ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://business2.plala.or.jp/daisuki） 

記念花火を打ち上げてみませんか 
＊第42回しもつま砂沼の花火大会＊ 
 

今年も、夏恒例の花火大会を砂沼湖上にて開催しま

す。 

その花火大会の中で、打ち上げ玉に願いごとを書いた

記念花火を打ち上げます。 

誕生記念、健康祈願などの記念やお祝い、または告

白、仲間内や同窓生で、貴方だけの記念花火を打ち上げ

てみませんか。 

 

★開催日 ８月４日（土） ★場所 砂沼湖上 

★時間 午後７時30分～９時（予定） 

★申込締切日  ６月15日（金）  

★記念花火代  20,000円から 
 

※当日、雨天の場合は順延、もし

くは打ち上げ時間が早まる場合が

あります。 

※メッセージを添えてお申し込み

ください。 
 

問  申  

 市商工会事務局［長塚74-1］  

 43-3412 FAX43-3168 

平成19年度 

県政ふれあいバス 

（親子コース）募集 
 

◆参加資格 

 県内に居住する小・中学生（保護者の同伴が

必要） 

◆開催日及び日程 

〇親子コースA ８月９日（木） 

古河市総和庁舎7:30→坂東市岩井庁舎8:20→常

総市役所8:50→原子力科学館10:30～12:40→

常 陸 那 珂 港 周 辺（常 陸 那 珂 火 力 発 電 所 等）

13:00～15:00→常総市役所16:40→坂東市岩

井庁舎17:10→→古河市総和庁舎18:00 
 

〇親子コースB ８月17日（金） 

結城市民文化センター7:45→筑西合同庁舎8:15

→市総合体育館8:45→霞ヶ浦環境科学センター

10:00～12:45→地図と測量の科学館13:30～

15:30→市総合体育館16:10→筑西合同庁舎

16:40→結城市民文化センター17:10 
 

◆参加費用 無料（昼食各自持参） 

◆申込方法 

 往復はがきに、「ふれあいバス（親子コースA

またはB）と明記の上希望者全員の必要事項（住

所、氏名、年齢、電話番号、希望乗車場所）を

記入し、 

 

 

 

に郵送してください。 

◆締め切り A・Bともに７月６日（金） 

      －締め切り日消印有効－ 
 

※1枚のはがきで 大4名まで申し込みが可能 

※１グループではがき１枚の申し込みとし、申

し込み多数の場合は抽選を行い、結果を当事務

所からお知らせします。 

森林ボランテｲア育成講座 
国土緑化推進機構｢緑の募金事業｣ 
 
 森林ボランテｲアを志す方を募集（追加）

しています。 

 

●実施団体 いばらき森林クラブ 

●後援 茨城県 

●内容 里山林・人工林の森林整備体験と 

    講義 

●開催日 ６月３日（日）・23日（土） 

  24日（日）・７月７日（土）・22日（日） 

●追加補充 ８月25日（土）・９月23日（日） 

      10月20日（土） 

●開催場所  

 ・桜川市｢富谷ふれあいの里｣ 

 ・筑西市｢民有林｣ 

 ・石岡市国有林｢古事の里｣（合宿）他 

●受講料 1万円 

    （交通費・合宿費は受講生負担）  

●定員 13名 

 

問 いばらき森林クラブ講座担当（中村） 

  （FAX）029-274-5287 

 Email nakamuraeisan@yahoo.co.jp  

道路除草ボランティアを募集しています 
 

県常総土木事務所では，県管理の道路（国道

125号・294号・354号と県道）の草刈りをし

てくれる「道路除草ボランティア」を募集して

います。ボランティア活動をしてみたいと思わ

れる方は，下記までご連絡ください。 
 

※刈り払い機（刃を含む）・オイルは用意します。 

※万が一の事故に備え損害保険に加入します 

 

   問  申 県常総土木事務所 用地管理課  

          0297-42-2621 内線22 

平成19年度エコ・カレッジ受講者募集 
  

県では、地域や職域において環境学習・環境保全活動を進

んで実践するリーダーを養成するため、エコ・カレッジ（基

礎コース）を開講します。 

 

◆応募資格 県内に在住している方又は県内に通勤・通学し

ている方  

◆定員 水戸校40名  土浦校40名  

◆実施日程 全７回 ※毎回午前10時～午後４時（予定） 

◇開講式（第１回） ６月22日（金） 県市町村会館 

◇閉講式（第７回） 平成20年１月30日（水） 県庁 

※日程は変更になる場合があります。 
 

◆会場（第２回～第６回） 

◎水戸校 県立図書館・三の丸庁舎等（水戸市）但し、

7/14・11/17は霞ヶ浦環境科学センターが会場 

◎土浦校 霞ヶ浦環境科学センター（土浦市） 

◆講座内容 

 地球温暖化や水質浄化などの日常生活や社会経済活動と密接な

関わりのあるテーマで、午前に講義、午後にワークショップなど

を行います。 

◆参加費 無料（交通費等実費相当分は自己負担） 

◆修了資格 ５回以上の出席で学長（県知事）から修了証書

を交付します。 

◆応募方法等 

 申込書に必要事項を記入のうえ、下記申込み先にEメール、

郵送、FAXにて送付してください。 

 申込書は、環境いばらきHP 

 （http://www.pref.ibaraki.jp/kankyo/）又は、市生活環

境課にて配布しています。 

◆応募締切 ６月５日（火）（当日消印有効） 

 ※定員を超える応募があった場合には、受講申込書の記入

内容により選考を行います。 

 ※応募の状況により、受講会場がご希望に添えない場合が

あります。 
 

◆申し込み（問い合わせ）  

 県生活環境部環境政策課環境企画グループ 

 ［〒310-8555 水戸市笠原町978番6］ 

  029-301-2940 FAX029-301-2949 

  Email kansei1@pref.ibaraki.lg.jp 

 

問 市生活環境課 内線1425  

回数 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 

水戸校 
7/14

（土） 
9/1

（土） 
10/6

（土） 
11/17

（土） 
12/1

（土） 

土浦校 
7/21

（土） 
9/8

（土） 
10/13

（土） 
11/17

（土） 
12/8

（土） 

 

 募 集 

県西地方総合事務所 県民生活課 

 〒308-8510 筑西市二木成615  

 24-9074（直通） 
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農用地区域の除外・編入  

申し出 受付 
 

農業振興地域整備計画の変更にか

かる申し出を次のとおり受け付けし

ます。 

 

■受付期間  

 ６月１日（金）～６月29日（金） 
 

■受付時間  

 午前８時30分～午後５時15分まで 

 （土・日曜日は受け付けしません） 
 

■受付場所  

 市農政課［千代川庁舎］ 

 

   問 市農政課 構造改善係  

      内線2624･2625  

労働力調査にご協力ください －総務省統計局からのお知らせー 
 

 「労働力調査」は、法律で定められた統計調査で、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。 

 下記地区内において「労働力調査」が実施され、県知事から委嘱され

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お伺いしま

す。この名簿をもとに調査世帯を選ばせていただきます。 

 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

ていますので、調査にご協力いただいた世帯に迷惑がかかることはあり

ません。 

 ご協力をよろしくお願いします。 
 

●調査地域  下木戸地内の一部 

●調査期間  ６月2４日（日）～30日（土） 

 

    問 県企画部統計課 人口労働担当  

        029-301-2649 

市立図書館休館のお知らせ 
 

図書館では、年に一度、蔵書の状

況や紛失資料を把握するため全部の

図書を点検します。このため下記の

期間が休館となりますのでお知らせ

します。 

 期間中の本の返却については、入

り口右（児童室前）のブックポスト

に入れて返却ができます。視聴覚資

料（ビデオ・CD・DVD等）につい

ては、破損の恐れがありますので

ブックポストに入れずに、開館時に

カウンターにご返却ください。ご協

力をお願いします。 

 

■休館期間 
 

６月21日（木）～６月30日（土） 

 

問 市立図書館 43-8811 

下水道への接続をお願いします 
 

現在、市内約400haの区域において下水道が使用できるように

なっています。下水道を使用するためには、宅地内排水設備工事を行

う必要があります。下水道への接続は、下水道法により義務になって

いますので、お早めに接続工事をしていただきますようお願いしま

す。 

 また、既に下水道へ接続されている方で、井戸水等を使用している

方は、家族の人数により使用料が変わる場合があります。井戸水等を

使用しなくなった方、または家族の人数に変更があった方はご連絡く

ださい。 
 

問 市下水道課 内線1732～1734 

平成19年度遺骨収集・慰霊巡拝のお知らせ 
 

厚生労働省主催の戦没者の慰霊事業を次のとおり実施します。 

問 市介護保険課 内線1538 

番号 派遣地域 
実施予定 

時期 
実施期間 

予定

人員 
備考 

１ ハバロフスク地方 10月上旬 12日間 15名 旧ソ連 

２ チタ 州・ブ リヤー

ト共和国 
９月中旬 12日間 15名 旧ソ連 

３ イルクーツク州・

クラスノヤルスク

地方 

８月下旬 13日間 15名 旧ソ連 

４ カザフスタン共和

国 
10月上旬 16日間 15名 旧ソ連 

５ 東北地区 ９月上旬 14日間 10名 中国 

６ フィリピン 11月下旬 10日間 70名 南方 

７ マリアナ諸島 １月下旬 ８日間 20名 南方 

８ ミャンマー ２月中旬 ８日間 20名 南方 

９ トラック諸島 10月中旬 ８日間 20名 南方 

10 東部ニューギニア 11月上旬 ８日間 35名 南方 

11 ビスマ ーク・ソロ

モン諸島 
９月下旬 ８日間 30名 南方 

12 硫 黄 島 第 一 次 

（入間基地発） 
12月上旬 ２日間 50名 国内 

13 硫 黄 島 第 二 次 

（羽田空港発） 
２月上旬 ２日間 

100

名 国内 

エイズ検査を実施しています 
 

HIV感染者・エイズ患者の新規

報告数は依然として増加傾向にあ

り予断を許さない状況です。ま

た、診断時には既にエイズを発症

している事例が約３割をしめてい

ます。そこで、早期発見のために

感染の心配がある方はエイズ検査

を受けることをお勧めします。検

査は匿名・無料です。 

常総保健所では次の日時で検査

を実施しています。 
 

◆検査受付 毎週水曜日   

      午前９時～11時 
  

 ※結果は原則翌週になります 

 

問 常総保健所 健康指導課 

  0297-22-1351 

  ［常総市水海道森下町4474］ 

市民公開講座 
～脳卒中にならないように  
脳卒中になってしまったら～ 
 

脳卒中は死亡率が高く、仮に死

亡に至らなくても重い後遺症が残

ります。 

脳卒中とはどんな病気か、また

その予防法について、市民のみな

さまに理解を深めていただき、万

が一脳卒中になってしまった場合

の対策（リハビリテーション・介

護・福祉）について理解してもら

うことを目的に市民講座が開催さ

れます。 

 入場は無料で、事前の申し込み

も不要ですので多くのみなさまの

ご参加をお願いします。 
 

◆日時 ６月16日（土）  

    午後１時30分～４時 

    （開場 午後１時） 

◆場所 千代川公民館ホール 

 

問 市保健センター  

  43-1990 

 

水道工事にご協力ください 
 

 本宿町交差点において水道工事を次のとおり

実施します。工事期間中は、夜間工事を含め、

通行止等の交通規制をしますので、ご理解とご

協力をお願いします。 

 

▼工事期間         6月上旬～下旬 

▼工事箇所         図面のとおり 

▼工事内容         上水道本管の漏水箇所の改良工事 

 

問 市水道事業所 44-5311 

 

工事箇所 



能登半島地震義援金にご協力を 
 

日本赤十字社茨城県支部では、義援金の受け付けをしています。 

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り込みしてください。 
 

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。 

＊郵便局窓口での取り扱いの場合、振替手数料は免除されます。 

 

     問  

 

飲食物取扱従事者の健康診断（保菌検査）を実施します 
 

●実施日時・場所 

※旧下妻保健所は現在霞ヶ浦用水事業推進事務所です。 

 

●持参するもの 

・食品衛生責任者管理記録簿（緑色の手帳） 

・検査検体 

・腸内病原細菌検査連名簿 

 

●検査手数料（税込） 

 ①か②を希望により選んで受けてください。 

  ①赤痢・サルモネラ 700円 

  ②赤痢・サルモネラとO157 1,000円 

 

●検査機関 

（財）茨城県総合健診協会 

 

●結果通知 

検査の結果については、連名簿に記載されている事業所の住所地

へ受診者全員通知されますので、連名簿の住所・事業所名は正確に

ご記入ください。検査成績書が必要な場合、当日申し出てくださ

い。 

 

問 常総保健所 健康指導課 0297-22-1351 

 

税に関する教室を開催します 
 

 税の正しい知識の普及を図るため、身近な税金の話から税制の基

本的なしくみまで幅広い内容で、一般社会人を対象に「税に関する

教室」を開催します。 

参加費は無料ですので、お気軽にご参加ください。 

 

■とき ６月28日（木） 午後２時～３時30分 

■ところ 千代川公民館 視聴覚室 

■定員 30名（定員になり次第締め切ります） 

■申込方法 来館または電話にてお申し込みください 

■申込期限 ６月20日（水） 

 

問  申 市千代川公民館 44-3141 

茨城県調理師試験のご案内 
 

[願書受付] 

◆日時  

 ７月19（木）～20日（金） 

  午前９時～午後４時30分 

◆場所 常総保健所 
 

[試験日時等] 

◆日時 ８月29日（水） 

     午前10時～正午 

◆場所 常盤大学、霞ヶ浦高校 

◆受験資格 

 中学校卒業以上等で、飲食店営

業、魚介類販売業、惣菜製造業ま

たは集団給食施設での調理業務従

事期間が２年以上となる者 
 

問 常総保健所 衛生課  

  0297-22-1351 
 

※製菓衛生師試験も同様の日程で

実施されますので受講希望者はお

問い合わせください。 
 

 

調理師試験説明会 

予備講習会のご案内 
 

 平成19年度調理師試験に向け

て、調理師会では書類に不備のな

いように説明会を行います。ま

た、予備講習会を開催しますので

ご案内します。 
 

[調理師試験説明会] 

◆日時 ６月10日（日） 

     午後２時～４時 

◆場所 市勤労青少年ホーム  

     43-7423 
 

[予備講習会] 

◆日時  

 ８月４日（土）～５日（日） 

 午前８時30分～午後５時30分 

◆場所 常総市民会館  

    0297-22-2011 

 

問 下妻地区調理師会 

横倉義法（秀月） 44-2006 

稲川正夫（魚清） 44-3661 

根本耕太郎（橋畔亭） 

         44-2046 

AEDは私たちを心臓突然死から守ります 
～自動体外式除細動器（AED）配備施設～ 
 

心臓突然死の多くは、命に関わる重症の不整脈（心室細動）によっ

て引き起こされるといわれています。除細動とよばれる通電処置をお

こない、できるだけ早く不整脈を戻すことが救命のカギです。自動体

外式除細動器（AED）はこの命に関わる不整脈の治療をするための装

置です。 

心室細動がおこったら、１分１秒でも早く除細動を行うことが重要

で、心室細動がおきてから１分以内に除細動を行うと、約９割の方の

命が救われます。 

このことを受けて、下記の市内施設にAEDを配備しています。 

  ｢突然の心停止｣等の緊急時には119番に連絡するとともに、施設に

配備されているAEDをご利用ください。 

（※現在夜間はご使用できません。） 

AEDの使用方法については、下妻消防署で随時心肺蘇生法とともに

希望者に講習を実施しています。 

 

① 市役所（本庁舎・千代川庁舎） 

② 市保健センター 

③ ほっとランド・きぬ 

④ 総合体育館、千代川運動公園ふれあいハウス 

⑤ 市内各中学校 

 （下妻中学校・東部中学校・千代川中学校） 

⑥ 市内各県立学校 

 （下妻一高・下妻二高・下妻養護学校） 

⑦ 消防署（救急車） 

⑧ ジャスコ下妻店 
 

※上記以外の施設でも設置しているところが 

ありましたら、お知らせください。 
 

問 市保健センター 43-1990 

実施月日 実施場所 対象地区 受付時間 

６月14日

（木） 旧下妻保健所 下妻市 
午前10時～11時30分 
午後１時30分～３時 

６月19日

（火） 

旧下妻保健所 

下妻市 

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 

６月25日

（月） 常総保健所 全地区 
午前10時～11時30分 
午後１時30分～３時 

児童手当の現況届を 

受け付けします 
 

 児童手当を受給している方は、６月

１日現在の養育状況及び所得状況等に

ついて、現況届を提出することとされ

ています。 

この届出をしないと、受給資格が

あっても6月以降の手当が受けられな

くなりますので、６月中に必ず届出を

済ませてください。 

現況届の提出に伴い次の日程で受け

付けを行いますので、忘れずにお越し

ください。 
 

◆とき 

 ６月16日（土） 

  下妻・大宝・騰波ノ江・総上地区 

  午前９時～11時30分  

  午後１時～４時 
 

 ６月17日（日） 

  上妻・豊加美・高道祖 

  千代川地区 

  午前９時～11時30分 

  午後１時～４時 
 

※16・17日にご都合の悪い方は、平

日福祉事務所（市役所第二庁舎）にて

受け付けを行います。 
 

※地区ごとに日程を分けていますが、

都合が悪い場合はどちらでも構いませ

ん。    
 

◆ところ  

 市役所第二庁舎 ３階 大会議室 
 

◆持参するもの 

・印鑑 

・健康保険証の写し ＊厚生年金加入

者のみ。福祉事務所でコピーはいたし

ません。 

・児童の属する世帯の住民票謄本（受

給者と支給要件児童が別居の場合） 

・前住所地の市町村長が発行する児童

手当用所得証明書（平成19年1月1日

以後下妻市に転入された方） 

 

※該当者には後日個人通知を送付しま

すが、詳しくはお問い合わせくださ

い。 

 

問 福祉事務所 児童福祉係  

  内線1573 

 

 

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 

案 内 
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広報しもつま 

家内労働法を知っていますか 
 

家内労働者の労働条件の向上と生活安定を図

るため、委託者は家内労働者（内職者）に家内

労働手帳を交付することになっています。 

工賃は、全額を1か月以内に支払わなければな

らないことになっています。 
 

※いわゆる「インチキ内職」には、特に気をつ

けましょう。 
 

問  

初夏の夜 

“ホタル鑑賞”ができます 
 

 ビアスパークしもつま内にて、会員及び市内

の小中学生が大切に育てたホタルが６月には羽

化し、ホタル鑑賞ができます。 

 鑑賞時にはマナーを守って、静かにご鑑賞く

ださい。 
 

★鑑賞場所   

  ビアスパークしもつま せせらぎ付近 

★鑑賞予定期間  ６月上旬～中旬 

★見所の時間帯  午後８時前後 
 

ホタル鑑賞の注意事項（下妻ほたるの里づくり研究会） 

・携帯電話、カメラのフラッシュ等強いライト

を照らさないでください。ホタルが驚いて光ら

なくなります。 

・虫除けスプレー、蚊取り線香もホタルが弱り

ますのでご遠慮ください。 

・ホタルは飼育、保護しており

ますので絶対に捕まえないでく

ださい。 

・鑑賞場所以外には立ち入らな

いでください。 
 

問 市農政課 内線2624 

農薬は正しく使いましょう 
 

新しい残留農薬規制（ポジティブリスト制）は、すべての農薬等に残

留基準を設定し、農薬等が一定量以上残留する食品の販売等を原則禁止

する制度です。残留基準を超えた農産物は食品衛生法に基づいて、流通

禁止となり、すでに流通した農産物は回収等が必要です。 

 

残留基準を超えないために、 

・農薬のラベルをよく読んで農薬使用基準を守りましょう 

・散布後は機具を洗いましょう 

・隣の作物への農薬の飛散（ドリフト）に注意しましょう 

・周辺の田や畑の人と連絡を取って農薬散布計画を立てましょう 

・周辺作物となるべく共通の登録農薬を選択しましょう 

 

※農薬に関して不明な点がある場合は、下記にお問い合せください。 

 

問 筑西地域農業改良普及センター 24-9206 

電気設備の定期安全調査を実施します 
 

電気事業法に基づき、各家庭の電気設備の安全調査を実施していま

す。制服着用で腕章、写真入調査員証をつけた調査員が伺いますので、

ご協力ください。なお、物品等の販売や金銭等を請求することは一切あ

りません。 
 

■日程 

 ７月／石の宮・前河原・桐ヶ瀬・赤須・半谷 

    南原・柴・渋井・尻手・平方・黒駒 
 

 ８月／大木・江・神明・若柳・下宮・中郷 

   数須・下田・筑波島・北大宝 
 

■訪問時間  午前９時～午後４時頃 

 

問 （財）関東電気保安協会下館事業所  

   22-5525  

メールで火災情報をお知らせします 
 

現在、市では住民のみなさんに火災発生のお知らせを

防災行政無線においてお伝えしています。しかし、地元

を離れる場合など火災情報が得られないことや火災発生

と同時に消防署等への問い合わせが殺到し対応に困難な

場合もあります。そこで、茨城西南広域消防本部におい

て平成19年６月から携帯電話等のメール機能を利用した

新たな火災情報の提供を開始することになりました。簡

単な手続きにより利用できますので、ぜひご活用くださ

い。 
 

●情報提供開始日 ６月１日（金） 

●火災情報の内容及び範囲 

発生場所、火災の種類（建物、車両、

その他）が配信されます。 

例「下妻市○○△△付近において建物

火災が発生しました。」 

●火災情報の提供方法及びメール配信の登録手続き 

・あらかじめ登録してある携帯電話、パソコン等のアド

レスにメールを送信することで情報を提供します。火災

情報の配信を希望する人は、携帯電話などからアドレス

などの必要事項を登録する必要があります。 

●登録手続き 

①touroku@seinankasai.jpdata.net に空メールを送信

してください。 

②まもなく折り返し仮登録完了のメールが届きますの

で、画面の案内にそって登録をしてください。 

※なお、迷惑メール防止の設定をしている場合は、

seinan@muse.ocn.ne.jpからのメールが受信できるよう

に設定を変更してください。 

●受信端末の条件及び費用 

・インターネット接続に対応した携帯電話（ドコモ、 

ａｕ、ソフトバンクモバイル） 

・ＮＴＴ東日本が提供するＬモードサービスを利用でき

る電話 

・インターネットブラウザを搭載したパソコン 

・メール受信料のみかかります（受信料は端末の種類に

よって異なります） 

 

問 茨城西南地方広域市町村圏 事務組合消防本部  

  0280-47-0119（代表） 

アメリカシロヒトリなどの害虫駆除にご協力ください 
 

公園の植物を害虫から守るために春から秋にかけて殺虫剤を散布して

駆除を行います。散布日は毛虫などの発生状況や天候により特定できま

せんので期間中の随時散布となります。近隣にお住まいの方にはご迷惑

お掛けすると思いますが、ご理解・ご協力をお願いします。 

また市内の公園をよりすばらしいものにするため、何かお気づきの点

があれば、みなさまのご意見をお聞かせください。 

 

■作業箇所 市内公園全域 

 

問 市都市整備課 内線1723 

こころの健康相談/予約制 
 

 こころの病に関する相談に、専

門医が応じます。 

 眠れない、イライラする、気分

が落ち込む、やる気が出ないなど

うつ状態や自律神経失調症などの

症状がある方、ひとりで悩まずに

ご相談ください。（秘密は守りま

す。本人が来られない時はご家族

の方でも結構です。）  
 

●日時 ６月13日（水） 

    （毎月第２水曜日） 

    午後１時～３時 

※日時は変更になる場合もありま

すの で、予約時にご確 認くださ

い。 

●場所 市役所第二庁舎 小会議室 

●相談担当者 精神科医 

●申し込み方法  

 予約制（匿名でも結構です） 
 

問  申 市福祉事務所 障害福祉係 

    内線1577 

ひきこもり専門相談/予約制 
 

常総保健所では、ひきこもり状

態でつらい思いをしているご本

人、ご家族、周囲の方々の相談に

応じています。 
 

●日程  

 ６月1日・7月6日・8月３日 

 9月７日・10月５日・11月２日 

 12月７日・１月11日・2月１日 

 3月７日   

   第１金曜日 

    （平成20年1月は第２金曜日） 
 

●時間 午後１時30分～４時 

●担当相談員   

  臨床心理士 光林智暁・保健師 

●場所 常総保健所 

  [常総市水海道森下町4474] 
 

  問  申 常総保健所  

         0297-22-1351  

 

 

茨城労働局労働基準部賃金室  

 029-224-6216 

筑西労働基準監督署 22-4564  

案 内 

相 談 

 



行事 

公民館おはなしの会/６月 
 

下妻公民館では、毎月第３土曜

日に「公民館おはなしの会」を開

催しています。ぜひ親子でご参加

ください。      

 

▼日時 ６月16日（土）  

     午後１時30分～ 

 

▼場所 下妻公民館  児童図書室 

 

 

問 下妻公民館 43-7370 

図書館映画会/無料 
 

《ライブラリーシアター》 

■とき ６月19日（火） 

     午後２時～ 

■上映作品 『四十二番街』 

 （1933年米国100分） 

監督 ロイド・ベーコン 

出演 ウォーナー・バクスター 

ベベ・ダニエルズ 他 

■あらすじ  破産した演出家

ジュリアンは再起を賭けて新作

ミュージカルを企画する。大金を

出資するスポンサーの希望により

ベテラン女優ドロシーが主演に起

用されたが、彼女が足を捻挫して

しまい、急遽、全く無名のペギー

が起用されることになる。 

 

《子ども映画会》 

■とき ６月16日（土） 

     午後２時～ 

■上映作品 『たなばたさま／き

つねのさいばん／春伊とひきがえ

る／シカと海がめ』 

（アニメ：約46分） 

※世界の名作童話アニメより４話

を上映します。 

 

■ところ 市立図書館 

      映像ホール 

 

問 市立図書館 43-8811 

図書館 おはなし会/６月 
 

市立図書館の６月の「おはなし

の花たば（おはなし会）」は次の

と おりで す。参加 は自由 です の

で、お気軽にお越しください。 
 

▼とき ６月９日（土）  

  午前10時30分～11時30分 

  午後２時～３時 
 

▼場所 市立図書館 児童室 

    （おはなしコーナー） 

 

問 市立図書館 43-8811  

さつまいもを自分の手で植えよう/定植大会 
 

鬼怒フラワーラインに1,500本のさつまいもを植えます。フラワーラ

インで育てられたさつまいもは、10月のポピーの種まきの時に掘り起こ

して食べたり、加工してポピーまんじゅうやポピー大福になっていま

す。おいしいさつまいもを収穫するために、ご自分の手で植えてみませ

んか。ご近所お友達お誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。 

 

●日時  ６月10日（日） 午前９時 

●場所  鬼怒フラワーライン 

               （大形橋下鬼怒川河川敷） 

●主催  花と１万人の会 

 

問 花と１万人の会事務局（市都市整備課内） 

  内線1722  

６月１日から７日は「水道週間」 
 

 第49回水道週間が、「水道が うるおす日々の 

健やかさ」をスローガンに厚生労働省、都道府

県、市 町 村 の 水 道 事 業 所 等 に よ っ て ６ 月   

１日（金）から７日（木）まで実施されます。 

 より質の高い安全で良質な水を安定的に供給

できる水道の整備を推進し、地震等の災害に強

い水道づくり等の一層の推進を図り、今後の水

道事業の発展に資するものとして重要な意義を

持つものです。また、期間中に、水道週間キャ

ンペーンイベントを実施しますのでお立ち寄り

ください。 

１ 情報公開 

（1）公開請求の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊「公開請求件数」は、提出された公開請求書の件数 

 ＊「公開請求処理件数」は、決定された文書の件数 

 

あやめ茶会を開催します 
 

 砂沼広域公園観桜苑の花菖蒲が見ごろを迎えるのに

合 わ せ、あ や め 茶 会 を 開 催 し ま す。紫 や 白、約

29,000株の花を眺めながら、のんびりお抹茶を飲ん

でみませんか。格式ばらずに椅子に座ってご賞味いた

だけますので、お気軽にお越しください。 

 

●日時  ６月10日（日） 午前10時～午後３時 

●場所  観桜苑/菖蒲園脇あずまや 

●参加費 みなさまのご芳志を代金箱に入れてください 

●主催  下妻市・香出水会 

 

問 市都市整備課 内線1722  

実施機関名 
公開請

求件数 

公開請求

処理件数 

公開請求

の内容 

議会 － －   

市 

長 
部 

局 

総務部 － －   
企画財務部 － －   
市民環境部 － －   
保健福祉部 － －   
経済部 － －   
建設部 １ － 会議録 

会計課 － －   
小計 １ －   

教育委員会 － －   
選挙管理委員会 － －   
公平委員会 － －   
監査委員 － －   
農業委員会 － －   

固定資産評価審査委員会 － －   
水道事業所 － －   

計 １ －   

 公開請求件数 １ 

公開決定の件数 － 

部分公開決定の件数 － 

非公開決定の件数（非

公開決定のうち、文書

不存在の件数） 

－（－） 

取下げ １ 

不服申立ての件数 －（１） 

却下決定の件数 －（－） 

棄却決定の件数 －（－） 

全部認容の件数 －（－） 

一部認容の件数 －（－） 

取下げ －（１） 

審理中 －（－） 

開示請求件数 － 

訂正請求件数 － 

不服申立ての件数 － 

（2）公開請求の処理状況 

（3）不服申立ての状況（かっこ内

は前年度からの継続分で外数） 

２ 個人情報保護 

 開示請求、訂正請求、不服申立

て等の状況 

平成18年度 情報公開・個人情報保護制度の実施状況 
 

 市では、市が保有する公文書の公開請求について定める情報公開条

例を平成13年10月から、市が保有する個人情報の取り扱いについて

定める個人情報保護条例を平成17年４月から施行し、公正で開かれ

た市政の推進と個人の権利利益の保護に取り組んでいます。 

 このたび、平成18年度における情報公開制度及び個人情報保護制

度の実施状況がまとまりましたので、お知らせします。 

問 総務課 文書法制係  

  内線1222 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

●日時 ６月２日（土）  

              午前10時～午後３時 
 

●場所 ジャスコ下妻店 
 

●イベント内容 

 ・水道相談コーナー 

 ・水道水と市販のミネラル水の飲み 比べ 

 ・パネルの展示やグッズの配布等 
 

●参加団体 茨城県・茨城県企業局 

                 （財）茨城県企業公社・市水道事業所 

自衛隊記念行事/入場無料 
 

－古河駐屯地創立53周年記念－ 

 

◆日時 ６月３日（日）  

             午前９時～午後３時 

 

◆場所 陸上自衛隊 古河駐屯地 

 

◆内容  

     記念式典10時～ 

     アトラクション 10時50分～ 

 

問 陸上自衛隊 古河駐屯地 広報班 

  0280-32-4141 

 

 

 


