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蓄電池設備整備資格者 講習会 
 

◆日時 12月11日（火）・12日（水）

＊２日間 

◆場所 茨城県建設技術研修センター

［水戸市青柳町4193］ 

◆受講料 26,800円 

（ほかに免状交付手数料2,100円） 

◆定員 100名 

◆受付期間  

 11月５日（月）～16日（金）    

＊定員になり次第締め切ります。 

◆申込先 社団法人茨城県消防設備協会 

 〒310-0063 水戸市五軒町1-4-19  

  (029-226-9611 
 

問 下妻消防署 予防係 43-1551 

第２回甲種防火管理者  

新規講習会（平成19年度） 
 

◆日時 11月15日（木）・16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 下妻消防署管内 25人 

    古河消防署管内 30人       

    坂東消防署管内 25人 

◆申請受付 10月15日（月）～ 

＊印鑑持参 

＊定員になり次第締切ります。 
 

問 申 下妻消防署 予防係  

     43-1551  

総合体育館 主競技場の 

使用を休止します 
 

 市総合体育館では、主競技場の照明

改修工事を行います。 

下記の期間、主競技場が使用でき 

ませんので、ご協力をお願いします。 

＊柔剣道場・卓球場は通常使用でき 

ますが、工程の関係で使用できなく 

なる場合もありますのでご了承くだ  

さい。 
 

■休止期間   11月 ６日（火） 

               ～12月27日（木） 
 

問 市スポーツ振興課  

   内線2862  

       市総合体育館  

   43-7296 

自賠責保険・共済の 

有効期限は切れていませんか 
 

 自賠責保険・共済は、万一の自動車

事故の際の基本的な対人賠償を目的と

して、原動機付自転車を含むすべての

自動車に加入が義務づけられていま

す。（自動車損害賠償保障法） 

 これは、すべての加害者の賠償責任

を担保し、すべての加害者の基本的な

賠償を保障する制度であり、被害者の

保護を目的としています。 

四輪車ももちろんですが、特に、 

車検制度のない250cc以下のバイク

（原動機付自転車・軽二輪自動車）

は、有効期限切れ、かけ忘れにご注意

ください。 

自賠責制度の詳しい 

内容は、ホームページ 

 www.jibai.jp で ご 覧

になれます。 

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（薄緑色）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 

  11月／下妻丙・下妻乙・平沼・本城町・本宿町・小野子町 

            下妻甲・下妻戊・今泉・田町 

  12月／下妻戊・古沢・小島・坂井・堀篭・比毛・谷田部・山尻 

            柳原・肘谷・袋畑・新堀 

■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 

「緊急地震速報」 提供開始 
 

緊急地震速報は、震源に近い観測点で地震を検知し、直ちに 

震源や地震の規模（マグニチュード）などを推定し、大きな揺れ

が迫っていることを知らせる情報です。この情報を聞いて、  

大きな揺れが始まる前に防災行動をとることにより、地震被害の

軽減が期待されます。 
 

●情報提供開始予定日  10月１日～ 

＊テレビ・ラジオなどによる放送により、情報を入手することが

できます。 

●気象庁のホームページ 

www.seisvol.kishou.go.jp/eq/EEW/kaisetsu/index.html 
 

＊緊急地震速報には、情報の提供から大きな揺れが始まるまでは

長い場合でも数十秒程度であり、震源に近いところでは、情報の

提供が主要動の到達に間に合わない場合があるなど、技術的な 

限界があります。 
 

問 水戸地方気象台 防災業務課 029-224-1106  

江連用水土地改良区 総代総選挙 
 

■選挙期日 10月25日（木） 

■投票時間 午前８時30分～午後４時 

■立候補届出期間 10月18日～19日（午前８時30分～午後５時） 

■立候補届出場所 下妻市役所 本庁舎３階 大会議室 

＊届出用紙は、選挙管理委員会事務局（市役所本庁舎２階）に 

用意してあります。 

■選挙すべき総代の数 

 ◆第３選挙区（上妻）７人 

 ◆第４選挙区（総上・旧下妻）７人  

 ◆第５選挙区（豊加美）６人 

 ◆第６選挙区（旧宗道・原・羽子・鬼怒）８人 

 ◆第７選挙区（蚕飼）４人 

■選挙人名簿の縦覧 

 ◆と き 10月３日～７日 

 ◆ところ 江連用水土地改良区事務所［羽子53-1］ 
 

問 市選挙管理委員会事務局 内線1131・1132 

   江連用水土地改良区事務所 43-6321 

就学時健康診断／平成20年度入学 
 

平成20年４月に、小学校へ入学される方の

健康診断を、次により実施します。 
 

日程表 

＊当日は、着脱のしやすい服装でお越しください。髪の長い方は、

まとめておいてください。 

＊詳しくは、市教育委員会から保護者に通知します。 
 

問 市学校教育課 内線2814 

中小企業退職金共済制度 
  

 国の法律に基づく社外積立型の退職金制度です。

事業主の相互共済と国の援助によって退職金制度を

設け、中小企業で働く従業員の福祉の増進と雇用の

安定を図り、中小企業の振興を目的としています。 

■制度の種類 

（一般）・中小企業退職金共済制度 

（特定業種）・建設業・清酒製造業・林業 
 

問 独立行政法人 勤労者退職金共済機構  

   03-3436-0151 

学校名 期 日 受付時間 

下妻小学校 10月10日（水） 13:00～13:30 

大宝小学校 10月24日（水） 13:15～13:30 

騰波ノ江小学校 10月16日（火） 13:30～13:50 

上妻小学校 10月17日（水） 13:00～13:30 

総上小学校 10月17日（水） 12:50～13:20 

豊加美小学校 10月18日（木） 13:00～13:20 

高道祖小学校 10月17日（水） 13:00～13:30 

蚕飼小学校 10月12日（金） 13:15～13:30 

宗道小学校 10月12日（金） 13:00～13:15 

大形小学校 10月17日（水） 13:00～13:20 

 

 

＊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

版画を展示し、当時の建築物の様子や景観を 

紹介します。 

●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』 
 会期 10月６日（土）～12月２日（日） 

 ふるさと博物館 44-7111  

 



募 集 

相 談 

2007自動車点検整備推進運動 
  ー９月と10月は強化月間ですー 
 

  ＊かんたん日常点検をしっかり 

  ＊定期点検で愛車にいたわりを 
 

問 関東運輸局茨城運輸支局 029-247-5249 

１０月は労働保険適用促進月間です 
 

 社員の安心を守るのは、社長の責任であり社会の 

義務です…。労働者を一人でも雇っている事業主は、

労働保険（労災・雇用）に加入する義務があります。 
 

問 ［加入手続き］ 

   茨城労働局労働保険徴収室 029-224-6213 

   筑西労働基準監督署 22-4564 

     ハローワーク下妻 43-3737  

行政相談委員にご相談ください 
 

 10月15日（月）から21日（日）は 

 秋の行政相談週間です 
 

毎日の暮らしの中で、例えば、「わかりづらい道路案内標識、なんと

かならないかな」「行政の手続きやサービスの制度、仕組みがわからな

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、皆さんの相談相手として、行政のしく

みや手続き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

などを行っています。 
 

当市では、次の２名の方が委嘱されています。 

◆飯泉  要さん（原518-1） 43-5604 

◆横瀬 靖彦さん（横根172-1） 44-1325 
 

10月は特設相談日 
◆10月12日（金）午前10時～午後3時30分 千代川公民館１階小会議室 

◆10月19日（金）午前10時～午後3時30分 下妻公民館１階和室 
 

問 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については 

  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 10月10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、福 祉事務所 

までお申し込みください。 

（匿名でも結構です） 

かしこい患者になるために…  
～医療について勉強してみませんか～ 
  

 私たちを取り巻く医療環境の中で問題点にぶつかったり、疑問をもつ

こともあるでしょう。 

 下記のように3回シリーズで講演を行います。１回だけの参加も可能

ですので、医療を受ける側として、みんなで一緒に考えてみませんか。 
 

■日時・内容等 

＜第１回＞ 10月６日（土）13:30～15:30 

  「みんなで守ろう 小児救急医療」 

 ◆講師  

  市川 邦男先生（筑波メディカルセンター病院小児科診療部長） 

  鈴木 みどり氏（茨城子ども救急電話相談担当看護師） 

  鷲田 美加氏（ＮＰＯ法人ままとーん代表） 
 

＜第２回＞ 11月10日（土）13:30～15:30 

  ｢病院選びとセカンドオピニオン～医療を賢く選んで 上手に使おう～｣ 

 ◆講師 倉田 雅子氏・松本 洋美氏（納得して医療を選ぶ会） 
 

＜第３回＞ 12月15日（土）13:30～15:30 

  ｢やすらぎのある医療・介護とは～医療連携と在宅医療～｣ 

 ◆講師 平野 国美先生（ホームオンクリニック院長） 

■場所 つくばインフォメーションセンター  ３階大会議室 

    （つくば市吾妻1-10-1 つくばセンタービル内 ノバホール隣り） 

■参加費 無料（駐車料金は各自負担） 

■申込方法 事前に電話・FAX・Eメールでお申し込みください。 

      ＊先着70名  
 

問 申  

 県つくば保健所 地域保健推進室 

  029-851-9287 FAX029-851-5680 

 Eメールtsuho01@pref.ibaraki.lg.jp 

 NPO法人市民のための健康・医療ネットワーク 

 /FAX029-856-9000 

接遇マナー講座 
 

質の高いサービスと品の良い 

接遇マナーを学び、一人ひとりの

レ ベ ル ア ッ プ・魅 力 ア ッ プ を  

図れるセミナーです。 
 

■日時 10月12日（金） 

    9:00～16:00 

■講師 イメージコンサルタント 

    池田 泰美 氏 

■会場 市商工会館 

    ［長塚74-1］ 

問 申 市商工会  

     43-3412  

      市商工会千代川支所  

     44-4431 

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。 
 

●日時 10月16日（火） 

    10:00～12:00 

●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3階］ 

＊車で来場の際は、県三の丸庁舎

駐車場をご利用ください。 

● テ ー マ  ｢レ ッ ツ・ア サ ー 

ション－自分の気持ちや考えを適

切に相手に伝えたい－｣ 

●講師 茨城大学非常勤講師  

    宮内寿子 氏 

●募集人員 30名 

     （先着順受付） 
 

問 申 県女性青少年課 

 女性プラザ男女共同参画支援室  

  029-233-3982  

チケット好評発売中！ 
 

-市民文化会館 自主文化事業- 
 

市民キネマ  

筆子・その愛 －天使のピアノ－  
 

市民文化会館では、次のとおり

市 民 キ ネ マ Part.1｢筆 子・そ の

愛 –天使のピアノ-｣ を上映しま

す。 

障害を持つ子供たちの生活を 

守 り、教育を 施す ための 活動 に 

生涯を捧げた石井筆子の半生を 

描いた感動を与える作品です。 
 

■とき 10月28日（日） 

 １回目：開場 9:30 上映10:30 

 ２回目：開場13:00 上映14:00 

■ところ 市民文化会館 大ホール 

■入場料  

 一人 1,000円（800円） 

＊全席自由 

＊（ ）は友の会会員料金 

＊未就学児は無料 

 

案 内 

 

視覚障害者の交流会を開催します 
 

  市内にお住まいの視覚障害者の方を対象に交流会を開催します。今年

は、りんご狩りと千本松牧場見学を予定しています。 

 当日は、社協に登録しているボランティアがお手伝いしますので、 

視覚障害者の方おひとりでの参加も大丈夫です。 

 

●日時 10月24日（水） 8:15分集合 8:30出発 17:00着予定 

●集合場所 市総合体育館裏 

●対象者 市内在住の視覚障害者 

●定員  40人（介助者も含む） 

●参加費  1,000円    

●申込〆切  10月18日（木）まで 

 

問 申 市社会福祉協議会（野村） 

     44-0142 

 

コロッケコンサート  

～ものまねエンターテイメント～  
 

 テレビでおなじみの、コロッケに

よ るもの まね コンサート。も の 

まねだけではない歌唱力のある 

本格的なコンサートで、レパート

リーは100種類を超えます。抱腹

絶倒のコロッケワールドをぜひ 

この機会にお楽しみください。 
 

●とき 11月11日（日） 

昼の部：開場14:00 開演14:30 

夜の部：開場18:00 開演18:30 

●ところ 市民文化会館 大ホール 

●入場料 シングル券  

     5,500円（5,000円） 

     ペアー券  

 10,000円（9,000円） 

＊全席指定 

＊（ ）は友の会会員料金 

＊チケット枚数制限（昼・夜それ

ぞれ一人４枚まで） 

＊未就学児の入場はお断りします 
 

問 市民文化会館 43-2118 

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） 

問 申 市福祉事務所  

      内線1577 
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講座案内／受講生募集 
フラワーアレンジメント基礎 
 

◆定員 30人 

◆実施日  10月23日（火）10月30日（火） 

              午前９時～午後４時 

◆受付 ９月26日（水）～10月12日（金） 

◆受講料 2,900円（教材費含む） 

◆申し込み 電話で下記まで 

       （土・日・祝日を除く９時～17時） 

問 申 県立筑西産業技術専門学院  

               24-1714 

下妻公民館 「移動教室」 参加者募集 
 

移動教室の参加者を募集します。ぜひご参加ください。 

●参加資格 原則として市内在住・在勤の方 

●申込期間 ９月28日（金）～10月17日（水）午前９時～午後５時 

＊10月１日（月）・８日（月）・９日（火）・15日（月）は休館日です。 

（先着順、定員になり次第締め切ります。応募者が少ない場合は、取り

やめることもあります） 

●申込方法 参加費を添えて下妻公民館に来館のうえお申し込みくだ 

さい。電話受け付けはしません。 

●乗り物 市大型バス 
 

問 下妻公民館［本城町３-36-１］ 43-7370 

 

 

千代川公民館 「移動教室」 参加者募集 
 

 移動教室の参加者を募集します。ぜひご参加ください。 

●参加資格 原則として市内在住・在勤の方 

●申込期間 ９月28日（金）～10月12日（金）午前９時～午後５時 

＊10月1日（月）・8日（月）・9日（火）は休館日です。 

（先着順、定員になり次第締め切ります。応募者が少ない場合は、取り

やめることもあります） 

◆申込方法 参加費を添えて千代川公民館に来館のうえお申し込みくだ

さい。電話受け付けはしません。 

◆乗り物 市中型バス 
 

問 千代川公民館［鬼怒230］ 44-3141 

教室名 内容 日時 参加費 対象者 定員 

つくば
研究所
めぐり 

国土地理院 
筑波宇宙 
 センター 
建築研究所 

    見学 

11月6日 
（火） 
午前８時～ 
午後５時 

3,000円 
（受講料500円
と昼食代含む） 

一般  40名 

ふるさと博物館講座  

受講者募集 
 

「博 物 館 講 座」を 開 催 し ま す の

で、ぜひご参加ください。 
 

■とき 10月20日（土）  

    午後１時30分～ 

■ところ ふるさと博物館 講座室 

■演題 下妻一高創立期の理化学

機器の調査鑑定を実施して 

■講師 舘野 清先生 

   （県立農業大学校） 

■参加費 無料 

■募集人数  

 50名（小・中学生も大歓迎） 

■申込方法 申し込みは不要で

す。参加希望の方は、当日、当館

講座室にお集まりください。 
 

問 市ふるさと博物館  

   44-7111 

アクアビクス教室 参加者募集 
 

アクアビクス教室の２回目です。泳げない人 

でも大丈夫、水中運動で普段の運動不足を解消

しましょう。初めての方、大歓迎です。みんな

で 楽しく運動しましょう。 
 

▼日時 11月８日（木）・15日（木）・22日（木） 

      29日（木）12月６日（木）・13日（木） 

▼会場 ほっとランド・きぬ［中居指1126］ 

▼講師 ほっとランド・きぬ フィットネストレーナー  

▼時間 午前10時～12時 

▼内容 ストレッチ体操、音楽に合わせた水中運動など 

▼受講対象 市内在住・在勤の方   

▼募集人数 20名   

▼参加費 1人 500円（保険代） 

＊ほっとランド・きぬの利用料金が別途かかります。 

（１回500円） 

▼申込方法  

 電話でお申し込みください。定員になり次第、締め切ります。 

▼持ち物 水着、帽子、バスタオルなど 

▼申込期間 10月９日（火）～10月26日（金） 
 

問 申 市スポーツ振興課 内線2863 

動物愛護フェスティバル2007 
 

●日時 10月28日（日） 

    午前10時～午後３時 

●会場 筑西市下岡崎近隣公園 

［筑西市下岡崎3-14 ジョイフル山新 南側］ 

●主催 茨城県獣医師会第９支部 

●催し内容  

 ◆動物ふれあいコーナー 

 （ポニー・ヤギなどにさわれます） 

 ◆飼い犬のしつけ方教室 

 ◆ペット無料健康診断 

 ◆里親交換会（事前申込必要） など 

＊先着500名様に動物風船をプレゼント 

＊12時から小学生によるお囃子の披露が

あります。 

＊車でご来場の際は臨時駐車場（「セイ

ブ」西側）をご利用ください。 

 
犬猫の里親交換会 参加者募集 
 

「県 西 地 区 動 物 愛 護 フ ェ ス テ ィ バ ル

2007」のイベントの一環として子犬や 

子猫を譲りたい方、譲り受けたい方を募集

します。希望する方は下記にお申し込み 

ください。 

子犬や子猫を譲りたい方は、事前に獣医

師の健康診断が必要になりますのでお問い

合わせください。応募者多数の場合、募集

を制限する場合があります。 
 

●申し込み締め切り  

子犬や子猫を譲りたい方 10月12日（金） 

子犬や子猫を譲り受けたい方 
10月19日（金） 

 

問 申  

筑西市生活環境課 

［筑西市下中山732-１］ 

 24-2111 内線402 

勤労青少年ホーム「つどい」

交流とスポーツ 参加者募集 
 

▼日時 10月14日（日）  

     午前11時～午後４時 

▼場所 勤労青少年ホーム 

▼ 内 容  軽 食 後 ビ ー チ ボ ー ル  

バレーと卓球、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…無料 

 一般…1名 500円 

▼定員 30名 

▼申込期限 10月７日（日） 
 

問 申 市勤労青少年ホーム  

     43-7423 

 

ほっとランド・きぬイベント 参加者募集 
 

                   ワ キ アイ アイ  

水中運動会 ★WA・KI・AI・AI★   
                 

～最近、水の中で遊んだことありますか～ 
 

◆日時 11月３日（土）文化の日 

◆場所 ほっとランド・きぬ 室内プール 

◆時間 午後１時～４時 

◆定員 100名 

◆対象 お子様から大人の方まで 

 ＊小学校３年生以下のお子様は保護者同伴となります。 

◆受付期間 10月２日（火）～10月26日（金） 

◆受付場所 ほっとランド・きぬ フロント 

 ＊電話での申し込みはできません。 

◆参加費 入館料のみ 

◆内容  ★４泳法での25M競技（真剣勝負！） 

 ★お友達を集めて、フリーリレーに挑戦！ 

 ＊ほっとランドチームと対戦しませんか？ 

 ★親子おもしろ競技、プールウォーキングリレー、ムカデ競争

など 

 ＊泳げない方でも大丈夫！ 

 ＊親子、お友達、家族みんなで参加してみませんか？ 

◆その他 入賞賞品あり 

 ＊「ほっとランド・きぬ」で、感 動と興奮を体験してく だ  

さい。 
 

問 ほっとランド・きぬ 30-4126 

内容 日時 参加費 対象者 定員 

県庁 
原子力科学研究所                
 

見学 

11月1日 
（木） 
午前８時～ 
午後５時 

3,000円 

（受講料500円

と昼食代含む）        

一般  30名 



行 事 健 康 みんなで楽しくあそぼう！  
 

“あそびの広場” 
 

子育て真っ最中のみなさん！い

つもどこでお子さんを遊ばせてい

ますか？ 

親子そろって、広い場所で思いっ

きり体を動かしてみませんか？ 

ベテランママや、先輩ママに育児

の悩み相談をしたり、友達ママ同

士で情報交換をしたり… そんな

“広場”に遊びに来ませんか？み

んなでワイワイ楽しくすごしま

しょう！ 
 

●とき 10月５日（金）  

    午前10時30分～12時 

＊ぴよぴよ教室と共同開催 

●ところ 千代川緑地公園 

    （千代川庁舎 南側） 

雨天の場合：千代川保健センター 

●参加費 無料 

●内容   

 創作コーナー、落書きコーナー 

 お話コーナー、ミニミニ運動会 

●主催  

 下妻市母子保健推進員協議会 

 

“キッズくらぶ” 
 

お友だちと楽しく体を動かしま

せん か。10月はベ ビー ＆ママ 

体操を行います。 
 

●日時 10月３日（水） 

    午前10：30～11：30 

＊受付時間 10：00～10：30 

●対象 平成19年４・５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 

10月の予防接種 
 

◇ＢＣＧ接種◇   
●とき 10月24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 10月30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（責任をもって記入してく

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」をよく読んでください。 
 

問 市保健センター 43-1990 

自衛官採用 募集案内 －平和を仕事に－ 

問 自衛隊 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 

種目 ２等陸・海・空士（男子） 予備自衛官補（一般） 

受付期間 随時受付 10月15日（月）まで 

応募資格 18歳以上27歳未満の者 18歳以上34歳未満の者 

試験期日 
10月20日（土）霞ヶ浦 
11月17日（土）百里 

10 月 20 日（土）  21 日（日）  

22日（月） いずれか１日を指定 

合格発表 各試験日ごと通知 11月22日（木） 

待遇等 

初任給157,500円 
（学歴・経験により増額） 

９か月後172,100円 
（４月１日現在） 

その他各種手当て有 

ボーナス年２回（4.45か月） 
休日：土日祝日 年次休暇24日 
衣食住については、無料または支給 

訓練召集期間中は、現職自衛官と

同等の待遇 

訓練召集手当：日額8,100円 
（参加日数分支給） 

交通費全額支給、衣食住は無料 

または支給 

その他 

任期満了金制度 

陸 上 ２ 年 約 60 万 円、以 降 ２ 年 

ごとに約130万円 
様々な資格・免許取得可能、ステッ

プアップしたい方にもお勧めです。 

事務系・技術系もあります。 

予備自衛官とは普段は社会人と 

して、有事の際には防衛召集に応

じて後方支援にあたります。 

また、平時でも特に必要と認める

場合は、災害召集に応じて支援に

あたることになります。 

公民館おはなしの会／10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 10月20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 

市立図書館の10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。 

募 集 

２００７ しもつま砂沼フェスティバル 
 

 10月20日（土） 10:00～16:00 

       21日（日） 10:00～15:30    砂沼サンビーチ 
 

★商工まつり ★農畜産まつり ★市民交流広場 

★砂沼フレンドリーフェスティバル   
  

   問 市商工観光課 内線2634 

図書館映画会／無料 
 

ライブラリーシアター 

■とき 10月16日（火）午後２時～ 

■ 上 映 作 品  『ジ キ ル 博 士 と ハ イ ド 氏』

（1932年 アメリカ 98分） 

・監督 ルーベン・マムーリアン 

・出演 フレデリック・マーチ 他 

・あらすじ 精神科医ジキル博士は、精神を善

と悪に分離する薬品の開発に成功し、ジキル博

士（善）とハイド氏（悪）との２人に分離して

しまう。周囲は２人が同一人物とは気づかな

い…。ホラー映画の古典的傑作。アカデミー賞

主演男優賞受賞。 

■ところ 市立図書館 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 
 

＊10月の子ども映画会は、10月28日（日） 

開催の図書館まつりの中で実施します。 

市長杯争奪ビーチボールバレー大会（第20回） 

参加者募集 
 

●とき 11月11日（日）午前８時30分集合 

●ところ 大宝公民館ほか 

●種目 ・女子ヤングの部（40歳未満） 

    ・女子ミドルの部（50歳未満） 

    ・女子リーダーの部（60歳未満） 

    ・女子ベストの部（60歳以上） 

    ・一般男女混合の部 

    ・一般男女混合の部（男子50歳以上の部） 

●チーム登録 １チーム７名まで（監督も選手として出場可） 

●参加資格 市内在住・在勤者及び連盟が認めた者 

●参加費 連盟登録チーム1,000円 連盟未登録チーム1,500円 

（締め切り後の返却はしません） 

●申込方法 所定の用紙に参加費を添えて、市スポーツ振興課（千代川

庁舎２階）または、総合体育館窓口（土、日も受け付けます）まで申し

込みください。 

●申込締切 10月19日（金） 

●組み合わせ抽選会 10月26日（金）午後７時から下妻公民館で行い

ますので、代表者は必ず出席してください。 
 

問 市ビーチボールバレー連盟（粟野） 44-2544 

赤ちゃんコンクール 参加者募集 
（文化祭参加行事） 
 

●とき 11月３日（土）文化の日  

            午後２時～３時30分 

●ところ 市保健センター 

●内容  

  ◆ハイハイコンクール 

  11月３日現在12か月未満の乳児 

 （平成18年11月４日以降生まれ） 
 

 ◆ヨチヨチ歩きコンクール 

  11月３日現在18か月未満の乳幼児 

 （平成18年５月４日～11月３日生まれ）  
 

●参加資格 市内在住 

●募集人員 ２種目 各30人 

●申込期限 10月15日（月） 

●主催 市・市国民健康保険 

＊参加賞・入賞者に賞品あり 
 

問 申 市保険年金課  

               内線1516・1517 

◆とき 10月13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 

図書館おはなし会／10月 


