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最適なライフステージで 

快適な暮らし始めて見ませんか 
 

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・体育館・文化施設・公園などの 

公共施設や保育園に隣接し、常総線下妻駅や下妻小学校、  

商店・病院・金融機関などがある市街地に近く利便性の良い 

宅地です。 

 <分譲区画 11区画・坪16.49万円から> 
 

◆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 11区画   

【分譲面積】 

  189.49㎡（約57坪）～333.43㎡（約101坪） 

【価格】1,050.43万円～1,922.31万円 

【坪単価】16.49万円～19.47万円 

【最多価格帯】1,100万円台 ６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】 11月10日（土）・11日（日）   

     午前９時～午後４時 

【受付場所】 下妻東部第一土地区画整理事業地内テント 

〈保健センター東側 信号付近〉 

＊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）にお申し込

みください。 

◆分譲価格表＜11区画＞ 

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 売 約 済 ④ 

6 １６５．００ 売 約 済 ④ 

10 １８９．４８ 売 約 済 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 

＊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  

若柳東地区 農道整備・工事実施に 

ご協力ください 
 

若柳地内において、道路改良舗装工事を実施 

します。 

 工事期間中は、通行止め等ご迷惑をおかけしま

すが、ご協力をお願いします。 
 

■工事期間 11月上旬～平成20年２月上旬 

■工事区域 下図のとおり 
 

問 市農地整備課 内線2617 

農業所得申告の準備はお早めに 
 

農業所得の申告は、すでに平成18年分から 

収支計算によって申告することになっています。 

 収支計算とは収入金額から必要経費を差し引

き、残りを所得金額とする計算方法です。 

 平成19年1月1日から12月31日までの１年間

の農業に関する収支金額のわかる書類（通帳、売

り上げ伝票、出荷伝票、各種農業施設利用伝票や 

請求書、領収書、レシート等）の保存や記帳が 

必要となりますので、来年の申告のために今から

準備を進めておいてください。 
 

申告までの流れ 

① 書 類 の 保 管・記 帳 → ② 収 入・経 費 の 合 計   

→③収支内訳書の作成→④申告 

＊収支内訳書は来年１月下旬に発送します。 
 

問 市税務課 市民税係 内線1342・1343 

水道管布設工事にご協力ください 
 

大木・大宝・北大宝・小野子・新堀地内に

おいて水道工事を実施します。 

工 事 期 間 中 は、片 側 交 互 通 行、通 行 止 

（夜間開放）等の交通規制を行いますので 

ご協力ください。 
 

■工事期間 10月下旬～平成20年３月下旬 

■工事内容 水道管本管布設工事 

■工事箇所 下図のとおり 
 

問 市水道事業所 44-5311 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 

ご協力ありがとうございました 
新潟県中越沖地震義援金 
 

８月10日（金）から９月28日（金）までの間、新潟

県中越沖地震義援金募金箱を設置させていただきました

ところ、多くのご賛同をいただきました。 

心温まる募金を寄せていただいた皆さまに対し、厚く

お礼申し上げます。 

なお、皆さまから寄せられた募金につきましては、 

新潟県災害対策本部へ送金させていただきました。 
 

■募金総額 42,784円 
 

問 市総務課 防災対策室 内線1225 

砂沼マラソン大会  交通規制にご協力ください 
 

11月18日（日）に、砂沼サンビーチと周辺道路や 

砂沼遊歩道をコースとして「第19回砂沼マラソン大会」

を開催します。 

下記のとおり市道（下図参照）の交通規制及び遊歩道

の通行規制を行いますので、皆さんのご協力をお願い 

します。 
 

▼日時 11月18日（日）午前９時～12時30分 

▼場所 砂沼周辺の長塚・大町地区内の市道 
 

問 市スポーツ振興課 内線2863 

大 木 

大宝・北大宝 

小野子・新堀 騰波ノ江小学校 

農道改良舗装工事 

施工延長  145ｍ 

市道 交通規制区間 市道 交通規制区間 



◆ペットボトルは“資源ごみ” 

です。 

◆各店舗・施設等から回収された

ペットボトルは、選別・圧縮・梱

包の上、有価物として売却・再商

品化され、リサイクルが行われて

います。（＊売却代金は、市の 

収入になっています） 

◆ペットボトルは分別して、ラベ

ルとキャップを外し、各店舗・施

設等の回収ボックスに出しましょ

う。 

◆回収ボックスの設置場所は、各

世 帯 に 配 布 し て い る「保 存 版  

下妻市のごみのことがわかる本」

をご覧ください。 

県内一斉 ノーマイカーデー 
 

鉄道・バス・タクシーなどの公共交通機関は地

域の貴重な移動手段ですが、車社会の進展や少子

高齢化の影響により利用者が減り続け、路線廃止

などが相次いでいます。 

そこで、県内全市町村と県・交通事業者などに

より「茨城県公共交通活性化会議」が組織され、

「県内一斉ノーマイカーデー」を実施することに

なりました。 

ぜひこの機会に公共交通機関の重要性や環境対

策について考え、設定日にはマイカー利用を控え

た通勤に努められるようお願いします。 

＊現在、この取り組みに参加いただける事業所を

募集しています。参加を希望される場合は、下記

までお問い合わせください。 
 

■実施日 11月16日（金） 
 

問 県企画課 交通対策室 029-301-2536 

ホームページ www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/

kikaku/kikakuka/ 

仮称：環二再開発建設事業 

（虎ノ門街区） 
 

環境影響評価書案に係る見解書の縦覧及び 

意見を聴く会の公述人募集 
 

 新橋・虎ノ門地区市街地再開発事業における高層建築

物の新築の実施が環境（電波障害）に影響を及ぼすおそ

れのある地域に、下妻市の一部地域（東部地域）も含ま

れるため、東京都環境影響評価条例に基づき、表示事業

の影響評価書案について、先に、縦覧及び意見の募集を

行いました。 

 このたび、標記の件について、東京都から次の依頼が

ありましたのでお知らせします。 
 

［環境影響評価見解書の縦覧・閲覧］ 
◆期間 11月９日（金）～28日（水） 

＊土・日・祝日を除く 

◆時間 午前９時30分～午後４時30分 

◆場所  市生活環境課［市役所本庁舎 2階］    
 

［公述人募集］ 
◆開催時期 12月７日（金）午後２時～      

◆開催場所 港区生涯学習センター［港区新橋3-16-3］ 

◆募集期間 11月14日（水）～28日（水） 

◆申し出の方法   意見を述べたい方は、意見の要旨を添

えて申し出てください。 
 

問 ［申し出先］ 

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1  

都庁第二本庁舎８階 東京都環境局 環境影響評価課  

03-5388-3453   

あたらしい出会いを探して

みませんか… 
 

 NPO 法 人 ベ ル・サ ポ ー ト で

は、いばらき出会いサポートセン

ターとの共催により、ふれあい

パーティを開催します。 
 

つくば会場 
●日時 11月18日（日） 

 11時～17時（受付10時～） 

●場所 洞峰公園［つくば市二の

宮2-2］ 029-852-1432 

●コース 

Ａコース 

・対象者 40歳までの独身者 

・定員 男性15名 女性15名 

・参加費 男性5,000円  

     女性2,500円  

＊当日徴収します 

Ｂコース 

・対象者 40歳以上の独身者 

・定員 男性15名 女性15名   

・参加費 男性5,000円  

     女性2,500円  

＊当日徴収します 

＊受付中です。定員になり次第 

締め切ります。 
 

常総会場 
●日時 11月23日（金･祝） 

 13時～17時（受付12時～） 

●場所 常総市民会館（常総市役

所隣）［常総市水海道諏訪町

3222-3］ 0297-22-2011 

●コース 

Ａコース 

・対象者 40歳までの独身者 

・定員 男性20名 女性20名 

・参加費 男性4,000円  

     女性2,000円  

＊当日徴収します 

Ｂコース 

・対象者 40歳以上の独身者 

・定員 男性20名 女性20名   

・参加費 男性4,000円  

     女性2,000円  

＊当日徴収します 

＊受付中です。定員になり次第 

締め切ります。 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート 

0280-87-7085  

Ｅメール info@bell-support.net 

「全国親の会」 土浦大会 
 

～ひとりで悩まないで出かけてきませんか～ 
 

不登校やひきこもり・非行・家庭内暴力・摂食

障害などのお子さんを持つ親ごさん、嫁姑問題で

悩みを抱えている方、また母親としての在り方を

勉強したい方、一緒にそれぞれの問題を考えてみ

ませんか。 

また最近は、青年になっても働かない「ニー

ト」と呼ばれる若者の増加も、社会問題になって

いますが、皆さまのご家庭はいかがでしょうか。 

子どもの問題に関心のある方、これからお母さ

んになる方、教育関係の方等、多くの皆さんの 

ご参加をお待ちしています。 
 

●日時 11月18日（日）10：30～16：15 

●会場 土浦市亀城プラザ［土浦市中央2-16-4］ 

●参加費 無料 

●講師 金盛 浦子（東京心理教育研究所 所長） 

 佐藤 秀子（東京心理教育研究所 臨床心理士） 

 石川  泰（東京心理教育研究所 臨床心理士） 

●内容  

 第1部 体験談と質疑応答 

 第2部 自律訓練法とグループディスカッション 

●主催 NPO法人 ＳＥＰＹ倶楽部 

●後援 県教育委員会ほか 
 

 

 

問 申 NPO法人 ＳＥＰＹ倶楽部 

     03-3942-5006 

火災情報をメールでお知らせします 
 

市では住民の皆さんに火災発生のお知らせを防災行政無線でお伝えし

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。 

茨城西南広域消防本部では６月から携帯電話等のメール機能を利用 

した火災情報の提供を開始しています。簡単な手続きで利用できますの

で、ぜひご活用ください。 
 

●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。 

●火災情報の提供方法及びメール配信の登録手続 

・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。 

＊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 

・メール受信料がかかります 

（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 

天然温泉で身も心もリフレッシュしませんか 
 

 ご家族やお友だちといっしょに安らぎと憩いの空

間を楽しんでみませんか。 

ぜひ、ビアスパークしもつま温泉をご利用くだ 

さい。 
 

●ご利用料金  

 大人 ７００円（中学生以上） 

 小人 ４００円（小学生）  

 ＊幼児無料 

●ご利用時間  

 午前10時～午後10時 

 （最終受付 午後８時30分） 

                  30-5121 

ペットボトルは“資源ごみ”として分別しましょう 

問 市生活環境課 内線1424・1425 

回収→選別→圧縮→梱包→売却 

案 内 

圧縮作業 
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普通救命講習会 
 

 あなたは、目の前で倒れた人を救える自信があります

か。下妻消防署ではAEDの使用を含めた、普通救命講習会

を行っています、希望の方は下記にご連絡ください。 
 

◆日時 11月25日（日） 

◆時間 午後２時～５時 

◆場所 市役所第二庁舎 ３階大会議室 

◆定員 20名 

◆締め切り 11月16日（金） 
 

問 申 下妻消防署 43-1551 

下妻市防災訓練 
“自分と家族の身は 自分たちで守ろう” 
 

『自分と家族の身は、自分たちで守ろ

う』をメインテーマに、平成19年度下妻

市防災訓練を実施します。市民の皆さま

のご協力・ご参加をお願いします。 
 

◆日時 11月11日（日）＊小雨決行 

◆時間 午前８時～ 

◆会場 市役所千代川庁舎・千代川公民館及び周辺 

＊雨天の場合、内容を変更して千代川体育館で行います。 

＊会場周辺にお住まいの皆さまには、訓練に使用する消火

器の粉が風向きによって飛ぶことがありますので、窓を閉

め洗濯物を一時取り込むようご協力をお願いします。 
 

問 市総務課 防災対策室 内線1225 

下妻母親クラブ（ゆりかごクラブ）会員募集 
 

０歳の赤ちゃんを持つお母さん、同じ年頃の赤ちゃん

を持つお母さん同士、楽しい時間をすごしませんか？ 

ゆりかごクラブでは、月に２回、おしゃべりや各種 

イベントを企画しています。 

ぜひ遊びに来てみてください。 
 

●活動日時 第２・第４木曜日 10：30～11：30 

＊冬休み活動休止期間や活動日時変更の場合あり 

●活動場所 下妻公民館（１階和室） 

●対象 ０か月～１歳のお誕生月の乳幼児と母親 

●会費 親子１組 年会費1,000円 

●保険 大人190円／子ども180円 

●活動内容 赤ちゃんとの室内遊び・講座等 

＊11月はマッサージ講座、12月はクリスマス会を予定

しています。 
 

問 申 母親クラブ（宇梶） 44-3886 

市長杯男女混合バレーボール大会 

（第９回）参加チーム募集 
 

●とき 12月16日（日）午前９時 

●ところ 市立東部中学校体育館 

●参加資格  

 市内在住・在勤・在学者で作られたチーム 

●参加費  

 １チーム2,000円（学生チーム1,000円） 

●申込先 所定の用紙に必要事項を記入の

上、下記にお申し込みください。 

①市スポーツ振興課（千代川庁舎２階） 

②市総合体育館 

③千代川運動公園ふれあいハウス 

＊参加費は大会当日納入ください 

＊受付時間／午前８時30分～午後５時 

＊①は土・日・祝日、②③は月曜除く 

●申込締切 11月27日（火） 
 

問 市スポーツ振興課  

   内線2863 

結婚を希望する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。 

この事業は、農業委員会長から委嘱を受けた結

婚相談員が結婚成立を目指し、情報を交換するな

ど、結婚支援活動をするものです。 

そこで、結婚を希望する独身者（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の情報をお

待ちしています。 

なお、登録いただいた個人情報については、 

この事業のみに使用し、他の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ので、秘密は

堅く守られます。 

詳しい内容を知りたい方は、お気軽にお尋ね 

ください。 
 

問 市企画課 男女共同参画係 内線1312 

学童クラブの入所児童を募集します（中途） 
 

弘徳保育園学童クラブ 
●開設時間 平 日 下校時刻～午後６時30分 

      土曜日 午前７時45分～午後６時30分 

●連絡先・所在地 43-2515［堀篭1446］ 
 

睦学童クラブ 
●開設時間 平 日 下校時刻～午後６時30分 

      土曜日 午前８時30分～午後12時30分 

●連絡先・所在地 30-5075［高道祖60-89］  
 

大形小学校児童保育クラブ 
●開設時間 平 日 下校時刻～午後６時 

     （延長あり、延長料別途負担） 

土曜日 午前７時45分～午後６時 

（希望保育） 

●連絡先・所在地 44-7944［別府199］   
 

■対象の児童 市内の小学校に在籍する1年生から3年生

で、保護者が労働などにより放課後の保育ができない 

家庭の児童 

■募集人数 若干名 
 

問 各クラブにお問い合わせください 

道路の里親になりませんか 
 

県では、道路のゴミ拾いや除草、花壇の手入れ

などをしていただける「道路の里親」を募集して

います。「里親」になると、活動に必要な用具類

や傷害保険加入費用の支給等、県支援が受けられ

ます。身近な道路をより快適に利用できるよう、

この活動に参加してみませんか。たくさんのご応

募をお待ちしています。 

＊ご注意：活動の対象となる道路には条件があり  

ます。詳細はお問い合わせください。 
 

問 申 常総土木事務所 0297-42-2621 

市長杯テニス大会 

（第24回） 

参加者募集 
 

●種目 男子ダブルス・女子ダブルス 

●参加資格 市内在勤・在住・在学の方 

     （ペアの片方でも可） 

●日程 11月25日（日） 

     予備日12月９日（日） 

●集合時間  

 男女とも8：45集合、9：00試合開始 

●会場 柳原球場テニスコート 

●試合方法  

 ６ゲームマッチ（6－6タイブレーク） 

 トーナメント方式（コンソレあり） 

＊エントリー数により試合形式の変更あり 

●参加料 一般3,000円（1ペア） 

     高校生以下2,000円（１ペア） 

●表彰 男子１～３位、女子１～２位  

    その他参加者全員に参加賞あり 

●申込締切 11月18日（日） 

＊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。 
 

問 申  

下妻市テニス連盟（宮本） 

44-2805 FAX44-2848 

［長塚38-1］  

 

 

秋季全国火災予防運動サイレン吹鳴 
 

秋の火災予防運動が11月９日から15日ま

での一週間行なわれます。それに伴う行事の

一つとしてサイレン吹鳴及び半鐘打鐘を行な

いますので火災と間違わないようにお願い 

します。 

●日時 11月９日（金）午前７時 

 11月15日（木）午前７時 

＊隣接市町においても実施されますので

よろしくお願いします。 
 

問 下妻消防署 43-1551 

案 内 

ごみカレンダーの配布 
 

◆10月10号の広報紙とあわせて配布したごみカレン

ダーは、10月から平成20年3月のごみ収集日程で

す。ごみ収集日は従来どおりで、変更はありません。 

（●が可燃ごみ、▲が不燃ごみの収集日です） 

◆旧下妻市地区は、両面印刷となっていますので、ご

自分の収集する地区をご確認の上、ご利用ください。 
 

問 市生活環境課 内線1425 



健 康 

県立霞ヶ浦聾学校 学校公開の案内 
 

聴覚障害がある子どもたちが学習する場である聾学校を

参観していただく学校公開を開催します。 
 

●日時 11月23日（金） 

 午前９時～12時20分（受付８時30分から） 

●場所 県立霞ヶ浦聾学校［阿見町上長3-2］ 

●内容  

 ９：00～９：50 学校概要説明・質疑 

 ９：55～11：40 授業公開・施設公開 

 11：45～12：20 希望者対象の質疑 

●対象  本校学校区内に居住する方々、その他、本校と

連携のある療育センター、保育所、保育園、幼稚園、小中

学校、特別支援学校等、関係機関の職員の方、本校保護者 

等 

●申し込み  氏名・ふりがな・住所・所属・電話/Fax・

情報保障｛不必要・必要（手話・要約筆記）｝・グループ

案内希望の有無・授業公開後の質疑の希望の有無・ご質問

などをご記入のうえ、ファックスでお願いします。 

＊ファックス用紙はホームページからダウンロードできます。 

●締め切り 11月16日（金） 

＊詳しくはホームページをご覧ください。 

 www.kasumigaura-sd.ed.jp/ 
 

問 県立霞ヶ浦聾学校（杉浦・岡田・塚本） 

   029-889-1555 FAX029-889-2413 

スコーレ母親講座 
 お母さん 気づいていますか   子どものサイン  

 始まりは小さなサイン 
 

●講師 （社）スコーレ家庭教育振興協会 講師 平石喜美子  

●とき 11月10日（土）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 

未就業の看護職員のみなさんへ 

再就業支援研修の案内 
 

未就業看護職員の方に一人でも多く就業していただくた

め、離職期間が長い未就業の看護職員を対象に、再就業に

必要な最近の医療・看護に関する知識・技術を習得し、看

護職員のより一層の確保を図るため実施します。希望する

協力病院で、希望する時間に受講することができます。就

職相談及び職業紹介も行っています。 

再就業予定の方、将来就職を希望される方は、ご連絡く

ださい。 
 

●対象者 未就業で、再就業を希望する人 

●受講料 無料 

●研修期間 ３日間（希望日受講可） 

●場所 受入れ協力病院（42施設） 

＊詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 （社）茨城県看護協会・茨城県ナースセンター 

  〒310-0034 水戸市緑町3-5-35 茨城県保健衛生会館内 

029-225-8572 FAX029-226-0493   

ぜんそく 

喘息を良くする講演と交流会 
 

●とき 11月23日（金）午後１時30分～４時30分 

●ところ ビアスパークしもつま 

●内容 

・講演会 「喘息の最新治療法」 

 講師 阪本 透先生（筑波大学附属病院呼吸器内科 医師）   

・体験交流会 

●参加料 無料 

●対象者 小児・成人喘息患者及びその家族  

●主催 茨城県難病団体連絡協議会 

●共催 茨城喘息患者の集い「いばらき野バラの会」 

    NPO法人市民のための健康・医療ネットワーク 

●後援 常総保健所、筑西保健所、古河保健所、下妻市 
 

問 茨城喘息患者の集い「いばらき野バラの会」 

  （村野） ・FAX 029-822-4405 

こころの健康相談 
 

 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 11月14日（水）午後１時～3時 

＊予約制、毎月第２水曜日 

＊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 予約制ですので、下記にお申し込みくだ  

さい。（匿名でも結構です）         
 

問 申 市福祉事務所 内線1577 

子宮がん･骨粗しょう症集団検診 
 

 子宮がん及び骨粗しょう症の集団検診を実施します。 

骨粗しょう症検診は、下記の年齢の方が対象で、検査方法は、かかとの超音波検査です。 
 

●受付時間 午後１時～１時30分 

●対象者 

・子宮がん検診 20歳以上の女性 

・骨粗しょう症検診 40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の女性 

＊平成20年3月31日現在の年齢です。             

●検診料 子宮がん検診 500円 骨粗しょう症検診 500円    

●検診日程･会場等  

★今年度の骨粗しょう症検診は、千代川保健センター11月21日（水）、下妻市保健セン

ター11月27日（火）・12月７日（金）に実施します。子宮がん検診と両方希望する方・

骨粗しょう症検診のみ希望する方は、この日に受診してください。 
 

＊今年度、医療機関検診で子宮がん検診をすでに受診した方は受けられません。 

＊子宮がん検診の受診券は、平成18年度に希望または受診した方に送付します。新たに希

望する方は市保健センターにお申し込みください。 
 

〈検診の注意点〉 
・当日はスカートを着用してください。 

・生理（月経）中の方も受診することができます。 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

月日 曜 検診会場 実施地区 

★ 

11．21 水 千代川保健センター 
鎌庭西・鎌庭東・鎌庭新宿・長萓・伊古立   

＜骨粗しょう症検診＞  

11．22 木 千代川保健センター 
村岡・別府・五箇・皆葉・本宗道・鬼怒・見田・ 

唐崎 

11．26 月 千代川保健センター 田下・下栗・羽子・原・大園木・鯨・宗道・渋田 

★ 

11．27 火 下妻市保健センター 大木・尻手・渋井 ＜骨粗しょう症検診＞  

11．28 水 下妻市保健センター 
黒駒・柴・江・関本下・平方・桐ヶ瀬・前河原・ 

半谷 南原・赤須 

11．29 木 下妻市保健センター 高道祖地区・下妻戊・砂沼新田 

11．30 金 下妻市保健センター 総上地区・下妻丙  

12．  3 月 下妻市保健センター 豊加美地区・長塚・石の宮 

12．  4 火 下妻市保健センター 騰波ノ江地区・下妻丁・下妻甲 

12．  5 水 下妻市保健センター 下妻乙・田町・本城町 

12．  6 木 下妻市保健センター 
平川戸・横根・坂井・比毛・堀篭・大串・平沼・ 

福田・下木戸・北大宝 

★ 

12．  7 金 下妻市保健センター 
大宝・坂本新田・大木新田・小野子町・本宿町 

＜骨粗しょう症検診＞                  

案 内 

 期限内納税にご協力ください  納税相談を実施しています  

●夜間納税相談 11月 １日（木）午後５時30分～７時30分 

●休日納税相談 11月25日（日）午前８時30分～午後５時 市収納課 内線1363～1365 
11月の相談日 
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下妻市菊まつり 
 

 市 の 花 で も あ る、菊 ま つ り 

（第22回）が開催されます。 

出品者の皆さんが丹精込めて作

り上げた作品が展示されますの

で、皆 さ ま お 誘 い 合 せ の う え  

ご来場ください。 
 

◆日時 11月1日（木）～19日（月） 

◆場所 大宝八幡宮境内 

◆主催 市・下妻市菊花会・千代川錦秋会 

◆後援 市観光協会・市教育委員会 
 

問 市商工観光課 内線2632 

芋煮会 みんなで楽しく食べよう！ 
 

 わらべうた・あそびラ

ンドでは、小さな子ども

たちと一緒に畑に里芋の

種 を ま き、育 て て い ま

す。その里芋を掘って芋

煮会を開催します。皆さ

んお誘いあわせのうえ、

ご参加ください。 
 

◆とき 11月25日（日）午前９時30分集合 

◆ところ 小貝川ふれあい公園ネイチャーセン

ター前（雨天の場合は下妻公民館） 

◆会費 無料 

◆参加資格 ３歳～小学６年生までの親子 

◆募集人員 100組（200名） 

◆持ち物 おにぎり・おわん・おはし・シート 

◆締め切り 11月19日（月） 
 

問 申 市生涯学習課 内線2834 

親子で 野外で 料理して食べる 集い 
 

地域に根ざした食文化を推進し、子供たちの

健康を願い、地元の食材を使い、自分で料理で

きることを身につける事業です。 
 

●日時 11月10日（土） 

    午前９時～午後４時 ＊雨天決行 

●場所 ビアスパークしもつま  

            野外バーベキュー広場 

●参加者 親子・兄弟姉妹・祖父母と孫 など 

＊どなたでも参加できます。 

＊参加者には修了証を交付します。 

●内容  

・下妻でとれた新米を炊き、地元産の食材を

使っていろいろなおかずを作ります。 

・寿司コンクールで日本一になった方が魚のお

ろし方や調理のしかたなどを教えてくれます。 

・野外で自分たちが作った料理を食べ、楽しむ

集いです。 

●参加費 無料 

            （下妻ロータリークラブで負担します） 

●申込方法 自由参加ですが、事前申し込みが

必要です。下記に電話または直接お申し込みく

ださい。 

●締切日 11月5日（月） 

●主催 下妻ロータリークラブ 

●協賛 下妻食育ネットワーク会議 

    ウイマム食肉加工グループ 

    ボーイスカウト下妻第１団 
 

問 申  

 

●下妻市ふるさと博物館展覧会● 

描かれた明治時代『銅版画の世界』 

“開催中” 12月２日（日）まで 
 

 

 

催 し 

 明治時代の下妻及び周辺地域に所在した商店、 

工場、個人宅が繊細なタッチで描かれた銅版画を 

展 示、当時の 建築 物の様 子や 景観 を紹 介して   

います。                    44-7111 

下妻ロータリークラブ 

（川井） 44-3253［本宿］ 

（菊池） 43-0470［田町］ 

下妻食育ネットワーク 

（保健センター内） 43-1990 

催 し 

公民館おはなしの会／11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。 
 

◆とき 11月17日（土） 

    午後１時30分～ 
 

◆ところ 下妻公民館 児童図書室 
 

問 下妻公民館 43-7370 

図書館おはなし会／11月 
 

市立図書館の１１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 11月10日（土） 

   午前10時30分～11時30分 

   午後２時～３時 

◆ところ 市立図書館 児童室 

   （おはなしコーナー） 
 

問 市立図書館 43-8811 

図書館映画会／無料 
 

≪ライブラリーシアター≫ 

■とき 11月20日（火）午後２時～ 

■上映作品 『暗殺者』（1995年 アメリカ 133分） 

監督 リチャード・ドナー 

出演 シルベスター・スタローン アントニオ・バンデラ

ス 他 
■あらすじ 超一流の暗殺者ラスの狙う標的が、彼より一

瞬早く何者かに撃たれた。標的を横取りしたのは若く野心

的な男ベイン。新旧２人の暗殺者の戦いを描いたアクショ

ン映画。『リーサル・ウェポン』のリチャード・ドナー監

督、『ダイ・ハード』のジョエル・シルバー製作。また

『マトリックス』のウォシャウスキー兄弟はこの映画の脚

本が認められデビューを飾った。 
 

≪子ども映画会≫ 

■とき 11月24日（土）午後２時～ 

■上映作品 『イワンのばか／ナイチンゲールとばら／

ぶた飼いの王子／魔弾の射手』 （アニメ 46分） 

＊世界の名作童話より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 

文化祭案内チラシ／お詫びと訂正 
 

広報しもつま10月号と一緒に配付した、文化祭案内  

チラシ（オレンジ色）の中で、一部誤りがありましたの

で、お詫びして訂正いたします。 
 

不動宿のひょっとこの出演時間 

＜訂正前＞11月３日 13：30～14：00 

＜訂正後＞11月３日 13：30～14：30 

「土木の日」 研究所一般公開 
 

■場所 土木研究所及び国土技術政策総合研究所 

■日時 11月10日（土）９時30分～15時 

           （受付は14時まで）  

＊全ての公開施設を見学するには、２時間半程度かかり 

ます。 

■内容 つくば市内小学５年生によるボール紙で作る橋コ

ンテスト（表彰・展示）／土木体験教室／実験施設公開 

など 
 

問 土木研究所総務課  

   029-879-6700  

   ホームページ www.pwri.go.jp/ 

   国土技術政策総合研究所  

   029-864-2211  

   ホームページ www.nilim.go.jp/ 

図書館へ行こう！ 
 

市立図書館では、下妻母親クラブ

と共催でお母さん（お父さん・おじ

いちゃん・おばあちゃんも可）と子

どものための催し物「図書館へ行こ

う！」を行います。皆さまのご来場

をお待ちしています。 
 

■とき 11月20日（火）  

  午前10時30分～11時30分 

■ところ 市立図書館２階 

     映像ホール 

■内容  

 ①アンパンマンの紙芝居 

②お話「子どもがよろこぶ、よみ 

きかせ絵本の紹介」 

③あおむしクラブのエプロンシア

ター・パネルシアター 

④映画 日本のむかし話（2話） 

■共催  

 市立図書館・下妻母親クラブ 
 

問 市立図書館 43-8811 


