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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  

11月26日（月）～12月21日（金） 

■受付時間  

 午前８時30分～午後５時15分

（土・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  

   内線2624・2625 

大規模な土地取引には届出が必要です 
 

市内において、5,000㎡以上の土地取引（次の要件に該当する場合）

は、契約後２週間以内に国土利用計画法による届出が必要です。 

届出は、権利の取得者（買った人など）の義務となっており、怠ると

罰則の適用や税法上の特典を失う場合もありますので、ご注意くだ  

さい。 

   ■届出の必要な土地取引 

   ・売買、交換、賃借権や地上権の設定等 
 

＊5,000㎡以上の土地をひとつの目的（土地取引の目的）で売買、賃借

等をする計画があるときは、最初の１筆の契約から、届出が必要です。 

また、複数の人からの権利取得、時期をずらした取得でも、目的が同じ

であれば一団の土地取引となり、届出が必要となります。既に5,000㎡

以上の土地を同一の目的で利用している場合は、隣接地について全て 

届け出が必要となります。 
 

問 ［届出先］市企画課 開発係 内線1315 

＊届出様式は、市企画課に備えてあります。また、県および市のホーム

ページからもダウンロードできます。 

［県HP］www.pref.ibaraki.jp ［市HP］www.city.shimotsuma.lg.jp 

統計調査にご協力ください  
－製造事業所の皆さまへ－ 
 

 製造事業所の皆さまには、毎年、工業統計調査に 

ご協力いただき、ありがとうございます。経済産業省

では、製造業の実態を明らかにするため、工業統計 

調査を12月31日現在で実施します。 

 調査結果は、国や地方公共団体の行政施策の重要な

基礎資料や企業、大学などでの研究資料、小・中・高

等学校の教材資料など、広く利用されています。 

 調査対象の事業所には、12月下旬から来年１月にか

けて、統計調査員がお伺いしますので、調査にご協力

をお願いします。 

 皆さまから提出いただく調査票は、統計法に基づき

調査内容の秘密は厳守されますので、正確なご記入を

お願いします。 

 なお、本年の調査から、調査事項の一部が改正され

ましたので、調査票の記入にあたってはご注意くだ 

さい。 
 

問 市企画課 統計係 内線1316 

わらべうた・あそびランド 

「くさぶえ」 31集発刊 
 

ページをめくるとそこには、子どもの世界が

あります。純粋な心から生まれたつぶやきは、

大人にはない感性があり、読む人の心を和ませ

ます。 

わらべうた・あそびランドでは、詩集「くさ

ぶえ」を発行しました。ぜひご覧ください。 
 

◆頒布価格 1,000円 
 

問 市生涯学習課 内線2834 

ひきこもり等家族教室講演会 
 

●テーマ  

『精神障害も含んだひきこもり状態の方への 

接し方』 

 ～家族が元気になるために～ 

●日時 12月18日（火） 

    午後１時30分～３時30分 

●会場 常総保健所 

   ［常総市水海道森下町4474］ 

●講師 土屋 徹 先生（精神保健福祉士） 

●対象者 病気や障害、ひきこもり状態でいる

方を支えているご家族 40名（先着順） 

＊参加費は無料 
 

問 申 常総保健所 健康指導課  

     0297-22-1351  

     FAX0297-22-8855 

水道メーター器の交換作業に

ご協力ください 
 

水道メーター器は、計量法により有

効期限が８年と定められています。次

のとおりメーター交換作業を実施しま

すので、ご協力をお願いします。 
 

●作業場所 市内全域 

●交換対象メーター  

 平成11年4月から平成12年3月ま

でに取り付けしたもの 

＊交換前に個別通知します。 

●作業期間  

 11月19日～1月31日 

●作業時間 午前8時～午後5時 

●委託業者 第一環境株式会社 

（指定給水装置工事事業者） 

（検針業務委託業者） 
 

問 市水道事業所 44-5311 

送電線にご注意ください 
－東京電力からのお願い－ 
 

先月、送電線に農業用防虫ネットが風により 

舞い上げられ付着しました。つきましては次の

点にご注意ください。 
 

◆風で飛び上がった、ビニールや鳥追いテープ

が電線に接触して停電事故を起こすことがあり  

ます。 

◆鳥追いテープにはアルミ箔が付いていて電気

をよく通しますのでご注意ください。 

◆使用済みのビニールなどは回収してくださ

い。 

◆使用中のものは、飛散しないように、もう一

度確認してください。 
 

＊故意や過失により送電線に付着し「停電事

故」が発生した場合は、被害を受けたお客様か

ら責任を問われる場合があります。 
 

問 東京電力㈱ 下館支社 送電保守グループ  

       25-3860 

12月４日から10日までは人権週間です 
 

1948年12月10日、国連総会で世界人権宣言が採

択されたのを記念し、12月10日は「人権デ－」と定

められました。 

法務省と全国人権擁護委員連合会では、12月4日か

ら10日までを「人権週間」として各種の人権啓発活動

を行っています。 

人権はすべての人に平等に保障されています。人権

週間に当たり、自分と同じように他の人にも人権があ

ることを考え、お互いに相手の立場を考え、豊かな 

人間関係をつくりましょう。 
 

  水戸地方法務局・茨城県人権擁護委員連合会 
 

第59回 人権週間強調事項 

・女性の人権を守ろう 

・子どもの人権を守ろう 

・高齢者を大切にする心を育てよう 

・障害のある人の完全参加と平等を実現しよう 

・アイヌの人々に対する理解を深めよう 

・外国人の人権を尊重しよう 

・ＨＩＶ感染者やハンセン病患者等に対する偏見を 

なくそう 

・刑を終えて出所した人に対する偏見をなくそう 

・犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう 

・インタ－ネットを悪用した人権侵害は止めよう 

・性的指向を理由とする差別をなくそう 

・ホ－ムレスに対する偏見をなくそう 

・性同一性障害を理由とする差別をなくそう 

・北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を  

深めよう 

小貝川堤防上の通路が通行止めになります 

国土交通省下館河川事務所では、小貝川堤防の補強および河川情報を

通信するための光ケーブルを堤防に埋設する工事を行います。 

 これに伴い、下記の小貝川堤防上の通路（下図参照）が通行止めに 

なりますので、ご協力をお願いします。 

◆場所  

 豊原橋下流100m～ 

祝橋上流300ｍまでの 

サイクリング道路 

◆期間  

 11月12日（予定） 

 ～３月31日 
 

＊通行止め期間の詳細

は現場の看板でお知ら

せします。 

＊ 工 事 は 安 全 に 十 分 

配慮して実施します。 
 

問 下館河川事務所 黒子出張所 37-6234 

亀崎地区の郵便番号が

新しくなりました  
 

      〒３０４－００５０ 
    （11月1日～） 

 



案 内 下妻警察署管内の治安情勢 
  

犯罪の発生件数 

（単位：件 △：減／平成19年９月末現在）                         
 

財務行政懇話会 

行政相談（国有財産関係） 開催 
 

財務省関東財務局水戸財務事務所主催による財務 

行政懇話会が開催されますので、ご参加ください。 
 

■日時・場所  

11月29日（木） 

・懇話会 午後1時30分～3時00分  

 下妻公民館 大会議室 

・行政相談 午後1時30分～3時30分  

 下妻公民館 研修室 

■テーマ 「日本の財政を考える」 

■講師 水戸財務事務所長 

＊参加する場合は、事前にご連絡ください。 

＊ 皆 さ ん の 敷 地内 に、地 番 の ない 土 地 はあ り ま   

せんか。これらの土地は国有地であることが多いの

で、お困りの方はご相談ください。（無料） 
 

問 財務省関東財務局 水戸財務事務所総務課  

   029-221-3188 

造林業補助金制度を 

ご存知ですか 
 

 県では、地球温暖化防止や 

災害防止、水質浄化を始めとす

る様々な森林の機能を維持して

いくために、森林の保全や木材

の生産を目的に実施する植栽や

下刈り、除間伐、枝打ちなどの

経費の一部を助成しています。 

 真っ暗になってしまったスギ

林を間伐したい、低木の広葉樹

などで荒れてしまった森林を 

整備したいなど、今後の手入れ

の仕方でお困りの方はご連絡 

ください。 
 

問  

 県西地方総合事務所 農林課 

  24-9176 

教育ローン・利子補給の案内 
 

【ろうきんの教育ローン】 

●融資額 最高500万円（労金会員は1,000万円） 

     一括融資または分割融資 

●返済期間 最長10年 

      別途元金据置期間（最長５年） 

●金利 平成20年４月30日まで  

    1.9～2.4％（固定金利・特別金利） 

    ＊保証料は個人負担 

●保証 茨城県労働者信用基金協会の保証 
 

【茨城県勤労者育英基金の利子補給制度】 

 県内居住または県内の事業所に勤務している方で、

在学中（最長４年以内）子一人あたり100万円までの

融資に対し、年１％の利子補給を受けることができ 

ます。 
 

問 中央労働金庫 下妻支店 43-6211 

きぬ結婚支援センターが開設されました 
 

 結婚したくても相手が見つからない、出会いが

少ない、そういった方たちの相談に応じるため

に、行政経験者がボランティア組織として結婚 

支援センターを立ち上げ、活動しています。 

未婚の方ならどなたでも入会でき、入会登録料は無料です。個人情報

は遵守します。詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 きぬ結婚支援センター事務所［原1843-1］（千代川庁舎東側） 

   45-0118 

  刑法犯 街頭犯罪 （侵入窃盗） （乗物盗） （車上狙い） （その他） 

下 妻 市 634 305  （36） （142） （125）   （2） 

増減 117  67   （3）   （6）  （59）  （△1） 

八千代町 268  97  （19）  （49）  （29）   （0） 

増減  46  △2   （0）  （４）  （△4）  （△2） 

年齢にかかわりなく働ける 

社会の実現に向けて 
 

雇用対策法が改正され、平成19

年10月1日から労働者の募集・ 

採用時に原則として年齢制限を 

設 け る こ と が で き な く な り ま  

した。 

このため、職務の内容、職務を

遂行するために必要とされる労働

者の適性、能力経験、技能の程度

など労働者が応募するに当たり 

求められる事項を明示いただき、

事業主が職務に適合する労働者で

あるか否かを個々の職務遂行能力 

などによって判断してください。 
 

問 ハローワーク下妻  

   43-3737 

電話加入権及び動産公売の案内 
 

筑西県税事務所では電話加入権及び動産の

公売をします。 
 

［電話加入権］ 
■日時 11月29日（木） 午前11時～ 

■場所 筑西県税事務所会議室 

   （筑西合同庁舎内／筑西市二木成617） 

■持参するもの ①現金 ②認印 ③身分証明書 ④委任状 

                       （代理人の場合） 

［動産］ 
■参加申込期間 11月15日～29日 

■入札期間 12月４日～6日 

■場所 ヤフー㈱が提供するインターネット公売システム上 

     koubai.auctions.yahoo.co.jp 

■公売対象動産 ①軽自動車 ②システムコンポ ③ＤＶＤプレーヤー 

＊都合により中止になる場合もあります。 
 

問 筑西県税事務所 24-9190 

茨城県最低賃金の改正 
 

 県内で事業を営む使用者とその事業場で働く全ての

労働者に適用されます。 

（臨時に雇用される人、パートタイマー、アルバイト

等を含みます） 
 

■時間額665円（引き上げ額10円）に改正されま

した。（10月20日発効） 
 

問 茨城労働局 賃金室 029-224-6216 

   筑西労働基準監督署 22-4564 

外国人の不法就労防止にご協力ください －下妻警察署からのお願い－ 
 

不法就労は、日本人の労働を妨げるうえ、外国人自身も搾取されたり労働災害の救済が受

けられず人権上不幸な目に遭うなど労働面だけでなく、生活が不安定なために犯罪を犯す傾

向もあり、治安の悪化や風俗などいろいろな分野で問題を起こしています。外国人を雇用す

る時は、必ずパスポート・外国人登録証で在留資格を確認してください。 
 

不法就労Ｑ＆Ａ 
Ｑ パスポートに、短期滞在（90日） と記載がありますが、雇用しても良いですか？ 

Ａ 短期滞在の場合、働くことはできません。 
 

Ｑ 外国人登録証明書に「資格なし」とありますが？ 

Ａ 不法滞在の可能性があります。在留期限を過ぎて登録した場合は、外国人登録証明書の

在留資格欄には、赤字で「資格なし」と記載されます。 
 

Ｑ 雇用していた外国人が不法残留であることが分かりました。早急に帰国させるには、 

どうしたらいいですか？ 

Ａ 入国管理局へ出頭させてください。自ら出頭すれば、簡便な手続きで出国できる制度が

あります。 

＊最寄りは、東京入国管理局（東京都港区港南5-5-30）です。 
 

問 下妻警察署 43-0110 

 

防犯対策はしっかりと 
 

◆お出かけ・寝る前には家の戸締りをもう一

度確認しましょう。 

◆自動車には盗難防止装置、バイク・自転車

には防犯登録をし、ハンドルロックや補助錠

を設置しましょう。 

◆駐車場には防犯灯や防犯カメラ・センサー

ライト等、防犯器具を設置しましょう。 

◆自動車の車内には、バッグや衣類等、貴重

品を積んだまま離れることが無いようにし 

ましょう。 

◆自警団・防犯ボランティア・地域住民参加

によるパトロールを実施して、安心安全な 

街づくりを推進しましょう。 
 

問 下妻警察署 生活安全課 

   43-0110 

 街頭 犯罪 とは、侵入 窃盗、自 動車・

オートバイ・自転車等の乗物盗、車上狙

いなどの犯罪をいいます。増減は前年 

同期比です。 
 

●刑法犯・街頭犯罪の発生状況は、下妻

市、八千代町共に増加傾向にあります。 

●乗物盗は、特にユニック車等のトラッ

クの被害が目立って増加しています。ま

た、大型店舗や駅駐輪場等で自転車の盗

難被害が引続き多く見られます。 

●昨年減少した車上狙いは下妻市で増加

に転じ、全体に占める割合も高くなって

います。アパート駐車場や大型店舗駐車

場等で多く発生しており、車内の見える

ところに服やバッグが置いてある車両が

特に被害にあっています。 
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社会保険庁から「社会保険料（国民年金保険料）

控除証明書」が送付されます 
 

納付された国民年金保険料は､全額が「社会保険料 

控除」の対象となります。年末調整や確定申告の際に

は､当該控除証明書や領収証書が必要となりますので、

それまで大切に保管してください。 
 

●社会保険庁の問い合わせ窓口は、 

控除証明書専用ダイヤル 0570-00-9911 

（受付時間 平日9:00～17:00） 

お待たせしました！   

エ ア ロ コ ス モ ス ク ラ ブ が  

発足しました 
 

エアロビ30分 ストレッチ30分 

初心者でも大丈夫 

ストレス解消にシェイプアップに 

心地よい汗を流しませんか 
 

●日時  第１・３金曜日  

     10時～11時 

●場所  下妻公民館 

●講師  大吉 みどり 先生 
 

問  

（吉原） 43-3824 

（坂入） 43-7761  

狩猟解禁のお知らせ 
 

 11月15日から翌年２月15日は、狩猟期間となりま

すので、ご注意ください。 

 狩猟者は徹底して事故の防止に努めてください。  
 

狩猟者の皆様へ 

・毎年、狩猟期間の終了後、飼主不明の猟犬が発生し、

相談が寄せられます。その多くが狩猟中に飼主からはぐ

れ、飼主の元に戻れない犬だと思われます。 

・愛犬は責任を持って探し、捨てたり・置き去りにしな

いでください。 
 

●愛犬の行方がわからなくなったら 

⇒動物指導センターに「保護・捕獲情報」をお問い合わ

せください。 

●センターでは保護・捕獲した犬を３日間公示・保管し

ます。 

⇒この期間に飼主が名乗り出なければ、収容した日から

数えて５日目に致死処分 になります。 

＊土・日・祝祭日を除く 

●狩猟犬も、「登録と狂犬病予防注射」が必要です。 

⇒猟犬も狂犬病予防法で義務付けられています。 

＊予防注射で、嗅覚が鈍ることも猟欲がおちることも 

ありません。 
 

問  

［狩猟］県環境政策課 029-301-2946  

    県西地方総合事務所環境保全課 24-2211 

［登録・予防注射］ 

    県動物指導センター 0296-72-1200 

              （市外局番から） 

    市生活環境課 内線1423 

市長杯 市民パークゴルフ大会 

（第６回） 参加者募集 
～小学生からシニアまで、みんなで

楽しみましょう～ 
 

●とき 12月８日（土）午前８時集合 

＊小雨決行 

●ところ 小貝川ふれあい公園  

     パークゴルフ場 

●参加資格  

 市内在住・在勤・在学している方 

●参加費 500円（小・中学生は無料） 

＊参加費は、当日ご持参ください。 

＊プレー代は無料 

●申込期限 11月30日（金） 

●定員 70名 

 （先着順／定員になり次第締め切り） 

＊参加されるご本人がお申し込みくだ  

さい。 

＊当日の参加申込みはお受けできませんの

でご注意ください。 
 

問 申 小貝川ふれあい公園 

              ネイチャーセンター  

     45-0200 

                    も り 

いばらきの森林づくり活動 

参加者募集 
 

森林をつくり育てることは、山を

守 り、地 球 温 暖 化 防 止 に も 貢 献  

します。 
 

◆期日 12月15日（土） 

＊雨天決行 

◆場所 筑西市桑山地内 

◆内容  

 ①森林整備作業の講習 

 ②森林づくり体験活動（広葉樹林

における整理伐） 

◆募集人員 100名（先着順） 

◆参加費 無料 

◆目的 森林整備の体験をとおして

森林・林業の重要性を認識し、新た

な 担 い 手 と な る 人 づ く り を 進 め  

ます。 

◆集合場所  

 筑西市立古里小学校校庭 

◆日程 ９時～昼食後自由解散 

   （昼食は用意します） 

◆服装 作業服・帽子・キャラバン

シューズ等の山仕事ができる服装 

◆持ち物 飲料水 ＊雨天時のとき

は必ず雨具を持参してください。 

◆申込期限 11月30日（金） 
 

問 申  

県西地方総合事務所 農林課  

24-9176 FAX25-0018 

Eメール  shimorin@pref.ibaraki.lg.jp 

ラッピング 実技講習会 
 

“手早く・きれいに・心を込めて”季節

にあった感動を与えるラッピングを学んで

みませんか。 
 

◆日時 11月21日（水）午後１時～５時 

◆場所 商工会千代川支所 研修室 

◆受講料 無料  

＊教材費 3,000円／１名 

    （商工会会員は1,000円） 

◆持参品  

 はさみ、カッターナイフ、ホッチキス 

両面テープ、ビン（750mlくらい）２本 

◆定員 20名（先着順） 
 

問 申 商工会本所 43-3412 

若年者就職基礎能力養成

講座 受講生募集 
 

 県では、「企業が採用で重視す

る能力」を身につける6日間の 

講座を実施します。企業が若年者

に求めている能力を修得するため

の講座・試験として、厚生労働省

が認定しているカリキュラムを 

学習します。 
 

＊受講後も、いばらき就職支援セ

ンター、ハローワーク（職安）が

就職決定まで支援します。 
 

■受講料 無料 

■会場 筑西合同庁舎 

   ［筑西市二木成615］ 

■開催期間  

 12月４日（火）～７日（金） 

 10日（月）・11日（火）の 

 ６日間 

■対象者 35歳未満の若年者 

     （学生は対象外） 

■定員 20名 

  （定員になり次第締め切り） 

■申込締切 11月26日（月） 
 

申 いばらき就職支援センター 

   23-3811  

ハローワーク下妻 43-3737 

＊雇用保険受給者はハローワーク

のみの受け付けとなります。 
 

問 県労働政策課  

       029-301-3645 

男女共同参画チャレンジ

支援セミナー 
 

 県 で は、起 業・再 就 職、地

域・団体活動などさまざまな分

野にチャレンジする人を支援す

る た め、セ ミ ナ ー を 開 催 し  

ます。 
 

テーマ１ 

｢女 性 の た め の 創 業 支 援   

セミナー｣ 

●講師 

・ニューマネジメント研究所代表  

 中小企業診断士・茨城大学 

 客員教授 伊藤 勝彦 氏 

・㈱セブンイレブンジャパン 

 リクルート本部リクルート 

 サポート部法人情報新規開発  

 斉藤 英敏氏 

・樋田税理士事務所  

 税理士・ファイナンシャル 

 プランナー 樋田 雅美氏 

・国民金融公庫水戸支店  

 融資第一課長 関根 一也氏 
 

●日時 11月24日（土） 

     13:00～16:00 

    12月１日（土）  

     13:00～16:00 

●募集人員 40名 

     （先着順受付） 
 

テーマ２ 

｢大切にしたいわたしの時間」 

 －学ぼう収納術－ 

●講師  

・ヨシダトシコ有限会社  

 吉田 敏子氏 

（収納コンサルタント） 
 

●日時 12月３日（月） 

     10:00～12:00 

●募集人員 30名 

     （先着順受付） 
 

●場所 県女性プラザ男女共同

参画支援室会議室 

（水戸市三の丸1-7-41 いばら

き就職支援センター内） 

＊お車で来場の際は、県三の丸

庁舎駐車場をご利用ください。 

●参加費 無料 
 

問 申 県女性青少年課  

    029-233-3982  

押し花体験会  

受講生募集 
砂沼サンビーチギャラリー   
 

◆日時 12月12日（水）  

    午前９時30分～11時30分 

◆場所 砂沼サンビーチギャラリー 

◆定員 15名（先着順） 

◆参加費 １人500円（花代含む） 

◆持ち物 ピンセット、ハサミ、新

聞紙、筆記用具 
 

問 申  

 砂沼サンビーチ 押し花係  

  43-6661 



健 康 相 談 

12月の相談 

催 し 

人権擁護委員が法務局に常駐、相談業務を行っています 
 

水戸地方法務局下妻支局では、法務大臣から委嘱を受けた人権擁護

委員が、支局に常駐し、地域住民の人権が侵害されないよう注意を払

い、もし人権が侵害されたときは、その相談を受け、被害救済のため

適切な処理をとっています。 

また、支局職員による相談および電話相談も行っています。 

（午前８時30分～午後５時） 
 

■常駐時間 毎週月曜日（祝祭日等の休日を除く） 

      午前10時～午後３時 

■常駐場所 水戸地方法務局下妻支局別館［下妻乙124-2］ 

■常駐委員 下妻人権擁護委員協議会所属の人権擁護委員 
 

問 水戸地方法務局下妻支局 43-3935 標準営業約款制度 

「Ｓマーク」 をご存じですか 
 

標準営業約款制度は、消費者

（利用者）擁護のために法律で定

められた制度です。 

 厚 生 労 働 大 臣 認 可 の「理 容

店」、「クリーニング店」、「め

ん類飲食店」、「一般飲食店」で

は、店頭にＳマークを掲げていま

す。登録店は、安全・清潔・安心

を約束する信頼できるお店です。                       
 

Ｓafety ＝ 安心、安全 

   （保険加入で事故補償） 

Ｓanitation ＝ 衛生（清潔） 

Ｓtandard＝ 標準 

        （確かな技術） 
 

 

 

厚生労働大臣認可  

Ｓマーク  
 

 

 

 

 

 

問  

（財）茨城県生活衛生営業指導 

センター  029-225-6603 

 ホームページ  

 www.seiei.or.jp/ibaraki/ 

区 分 日 時 場 所 問い合わせ 

心配ごと相談 

12月４日・11 日・18 日・

25日（火曜日） 

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11日と25日

（予約制） 

下妻公民館 

２階 和室 

市社会福祉 

協議会 

44-0142 
  

行政相談 

12月14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 12月21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） 

12月７日（金） 

午前10時～午後３時 

＊12月は特設相談日です 

下妻公民館 

２階 学習室 

市人権推進室 

内線1583 

納税相談 

夜間納税相談 

12月6日（木） 

午後５時30分～７時30分 

休日納税相談 

12月30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 

多重債務者無料法律相談会 
 

多重債務者を対象に、相談会を開催します。 

弁護士、司法書士、消費生活相談員が相談に応じます。 

（秘密厳守） 

■日時 12月10日（月） 午前10時～午後４時 

■場所 筑西合同庁舎会議室［筑西市二木成615］ 

■相談料 無料 

■定員 30名（先着順） ＊事前予約制 

■申込締切 12月７日（金） ＊定員になり次第締切 
 

問 県生活文化課 029-301-2829 

働く婦人の家 

勤労青少年ホーム 

 合同文化祭 
 

◆日時  

 11月24日（土）・25日（日） 

  午前９時～午後３時  

◆場所 働く婦人の家［今泉］ 

◆作品展示 手編、和紙人形、押し

花、華道、和紙ちぎり絵、フラワーボ

トル、書道、砂山教室作品、プリザー

ブドフラワー、書道教室、手編クラ

ブ、花クラブ 

◆実技公開  

 24日 料理教室の焼き菓子模擬店 

             着付教室 

 25日 お茶席 

◆体験コーナー  

 24日 フラワーボトル、 

     和紙人形、押し花 

 25日 和紙人形、押し花 

             和紙ちぎり絵 

＊実技公開、体験コーナーについて

は、日時が限定されていますので、 

お問い合わせください。また、教材費

は実費負担となります。 
 

問 申  

働く婦人の家   43-7929  

勤労青少年ホーム 43-7423 

道の駅しもつま 

 新そば祭り 
 

新そばの季節となりました。道の駅

しもつまではイベントを開催します。

新そば粉・そば道具の販売、飛び入り

そば打ち体験教室、秋空の下で打ちた

てそばを味わえるそばコ－ナ－等、 

ぜひこの機会に「道の駅しもつま」へ 

お越しください。 
 

◆日時  

 11月17日（土）・18日（日） 

  午前10時～午後４時 
 

問 道の駅しもつま［数須140］ 

   30-5294 

キッズくらぶ 
 

 お友達と楽しく体を

動かしませんか。 

 12 月 は ベ ビ ー ＆ 

ママ体操を行います。 
 

●日時 12月12日（水） 

 午前10：30～11：30 

（受付時間10：00～10：30） 
 

●対象  

 平成19 年６・７ 月生ま れの 

お子さんと家族の方 
 

●場所 市保健センター 
 

＊動きやすい服装でご参加くだ 

さい。 

＊持ち物 汗拭きタオル、ママと

赤ちゃんの飲み物 

＊直接会場にお集まりください。 
 

問 市保健センター 

   43-1990 

12月の予防接種 
 

◇ポリオ生ワクチン投与◇   
●とき 12月11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。 
 

◇ＢＣＧ接種◇   
●とき 12月18日（火）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。 
 

●ところ 市保健センター 

●持ち物 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。 

・インフルエンザ、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」をよく読んでください。 
 

問 市保健センター 43-1990 

こどもの救急講演会 －いざというときのために－ 
 

こどもの成長を願う親にとって、こどもの病気やけがは 

気がかりなものです。 

急な症状の場合、家庭でどのように対処したらよいのか

困ってしまうこともあります。こんなときの対処方法や病院

に受診するポイントについての講演会を行います。 

（講演会は、同日開催の「のびのび遊びの広場」終了後に

行います） 
 

●とき 12月13日（木） 午前11時～12時 

●ところ 市保健センター 

●内容 「こどもの救急ってどんなとき？」 

   ～こどもの健康管理と上手なお医者さんのかかり方～ 

●講師 松田 恭寿 先生（まつだこどもクリニック院長） 

●参加料 無料 
 

申 市保健センター  43-1990  

＊12月10日締切 

＊お子さんの託児（先着10名まで）も行います。ご希望の

方はお申し出ください。 
 

問 常総保健所 健康指導課 0297-22-1351 

 
 

＊＊＊期限内納税にご協力ください＊＊＊ 


