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屋外広告物は許可が必要です 
～まちの良好な景観のために～ 
 

まちのなかには、さまざまな情報を提供して

くれる“屋外広告物 ※”がたくさんあります。

屋外広告物を表示するためには、多くの場合許

可を受けることが必要です。まちの良好な景観

のために、屋外広告物の表示を行う時は必要な

許可を受けましょう。 

※ 屋外広告物とは、屋外で常時又は一定の期

間継続して公衆に表示される広告物のことで

す。は り 紙・は り 札・立 看 板・広 告 板・広 告

塔・建物その他の工作物等に掲出されたものな

どを指します。 

◆屋外広告物については、「まちの良好な景観

の形成」と「公衆に対する危害の防止」の面か

ら、許可にあたって設置場所や大きさなどを規

制しています。 

◆許可には有効期間（３年）があります。許可

を受けた広告物でも、有効期間経過後に引き続

き設置するためには、更新手続が必要です。 
 

問 市都市整備課  内線1725･1726 

下水道への接続を 

お願いします 
 

現在、市内約400haの区域で下

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

道法により義務付けられています

ので、早めに接続工事を行ってく

ださい。 

 すでに下水道へ接続されている

方で、井戸水等を使用されている

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、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 

高齢者福祉タクシーの利用助成 
 

●高齢者福祉タクシーの利用助成を５月１日から

実施しています。 

●対象者は、次の方です。 

（１）在宅で、75歳以上のひとり暮らし及び高齢

者のみの世帯で希望する人 

（２）在宅で、80歳以上の高齢者で希望する人 

●次の方は対象外です。 

（１）障害者タクシー利用助成事業の利用者 

（２）現在、車を所有し運転できる人 

（３）自動車税及び軽自動車税の減免を受けている人 

●助成額は 

 １回当たり500円、年間12枚を限度に助成券を交付します。 

●助成券の交付枚数   

 ４月から９月までに申請された方には12枚 

 10月から３月までに申請された方には、６枚となります。 

●利用希望の方は、市介護保険課（市役所第二庁舎）、または市くらし

の窓口課（千代川庁舎）で必要書類をお持ちの上、交付申請を行ってく

ださい。 

●必要書類は 

 介護保険被保険者証または老人保健受給者証及び印鑑です。 

 ●利用できる事業所は次のとおりです。 

＊一般は一般タクシー、介護は介護タクシーをいいます。 

＊介護タクシーは、単独では公共交通機関を利用することが困難な方が

利用できます 
 

問 市介護保険課 内線1538 

こ注意を！ 貨物自動車（トラック）の盗難被害

が多発しています 
 

 ユニック車等貨物自動車（トラック）を狙った窃盗事

件が多発しています。 

 下妻警察署管内では、８月までに33台のトラックが盗

まれています。 

 （下妻市内18台・八千代町内15台） 

 特に被害が多いのは、いすずエルフ・トヨタダイナ・

日野レンジャー・三菱キャンター等です 

 被害の場所は、空き地や資材置き場等で、エンジン

キーを抜いても盗まれており、夜間から早朝にかけて多

発しています。 

 トラックを空き地や資材置き場等に放置せず、盗難 

警報器等を取り付ける等の盗難対策をしてください。 

＊注意 つくば市内では、盗難の現場に居合わせた男性

が、トラックを止めようとしたところ、そのトラックに

はねられ死亡するという事件が発生しています。 

 犯人は逃走するために他人に危害を加えます。車両 

盗難に気づいても、車両には近づかず、すぐ警察に通報

してください。 

問 下妻警察署 43-0110 

渡良瀬遊水地フォトコンテスト 
 

 渡良瀬遊水地フォトコンテスト（第８回）

は、栃木県、群馬県、埼玉県、茨城県の四県に

またがる渡良瀬遊水地の魅力を広く一般の方々

に理解していただくために開催します。 

 渡良瀬遊水地の魅力を多くの方に知っていた

だき、環境保全につながればと考えています。 
 

問  

（財）渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団 

 『渡良瀬遊水地フォトコンテスト実行委員会』 

 事務局 0282-62-1161 

 ホームページ 

 www1.odn.ne.jp/~aan53170/wtrs/  

番号 事業所名 電話番号 種別 

１ 下妻交通タクシー ４４－２３２７ 

一 

般 

２ 大東交通タクシー ４３－７７７７ 
３ 中六興業タクシー ４３－４１５１ 
４ 宗道タクシー ４３－３８２６ 
５ 沢木タクシー ４４－３３３６ 
６ 市社会福祉協議会ケアセンター ４４－６９９３ 

介 

護 

７ スマイル ４４－０８０９ 
８ つくば医療機関救急輸送サービス 0120-20-0199 
９ あおば ４４－６２２２ 
10 たんぽぽ ４４－８８２１ 

国民年金保険料の集合徴収 

国民年金相談 
 

下館社会保険事務所では、次の

ように集合徴収および国民年金相

談を開催します。 

国民年金保険料の未納がある

方、また日頃疑問に思うこと、わ

からない点等ありましたらお気軽

にご相談ください。 
 

■と き ９月28日（金） 

     午前10時～午後３時 

■ところ 市役所 第二庁舎３階  

     大会議室 
 

問 下館社会保険事務所  

   25-0811 

ひばりくん防犯メール配信 
 

 県警では、各種防犯情報等をパソコン

や携帯電話にメールで配信する「ひばり

くん防犯メール」サービスを行ってい 

ます。 
 

配信情報 

●犯罪発生情報と防犯対策情報 

 空き巣・自動車盗難・車上ねらい・

引ったくり等の発生情報と防犯情報 

●お知らせ情報等 

 県警からの地域の安全に関する情報とお願い 
 

登録方法 

●次の登録用のメールアドレスに空メール（件名、内容

が空のメール）を送信してください。 

 add@mail1.police.pref.ibaraki.jp 

＊折り返し登録案内のメールが送信されますので、案内

に従って登録してください。 

＊パソコン及び携帯電話から県警ホームページにアクセ

スし、「ひばりくん防犯メール」の項目から画面の案内

に従って登録することもできます。 

●受信する地域を選択します 

 受信地域（市町村）が１箇所又は県内全域を選択して

登録します。（選択した地域以外の情報を送信する場合

があります） 
 

＊登録は無料です。（パケット通信料はかかります） 
 

問 下妻警察署 生活安全課   43-0110 

関鉄バス路線廃止のお知らせ 
関 鉄 パ ー プ ル バ ス の バ ス 路 線 3 系 統 が、   

10月１日（月）から廃止になります。 
 

廃止される系統 

●下妻駅～半谷～関本～船玉～結城駅 

●下妻駅～長塚～菅ノ谷十字路～結城駅 

●下妻駅～横根～中上野～大村十字路～真壁駅 
 

問 関鉄パープルバス株式会社 

    30-5171 

   ホームページ  

    www.kantetsu.co.jp/green-bus/ 
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素敵な予感… 

ふれあいパーティー 
 

 いばらき出会いサポートセン

ターの主催により、「新しい出会

い！ふれあいパーティー」を開催

します。 
 

●日時  

 10月5日（金）18:30～20:30 

●場所 アジュール土浦  ウエディ

ングハウス［土浦市滝田1-8］ 

●対象者 40歳以下の独身者 

●定員 男性35名 女性35名 

●参加費 男性5,000円  

     女性3,000円  

●募集開始 ９月４日（火）  

＊定員になり次第締切ります。 
 

問 申  

 いばらき出会いサポートセンター 

 029-224-8888   
 

＊いばらき出会いサポートセン

ターは、県と(社)県労働者福祉協議

会が共同で設立した組織です。 

みんなで楽しくあそぼう！ 

あそびの広場を実施します 
 

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 

    （千代川庁舎敷地隣り） 

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 
 

問 市保健センター  

   43-1990 

パクパク離乳食教室 
 

●とき 10月30日（火） 

●ところ 市保健センター 

●受付時間 午前９時45分～10時 

●該当者  

 平成19年６月～７月生まれの赤ちゃ

んのお母さん・家族の方 

●内容  

・乳児の健康と予防接種の受け方 

 （保健師の話） 

・離乳食のはじめ方について 

 （栄養士の話） 

・基本の離乳食の作り方   

 （デモンストレーション） 

・離乳食を食べてみよう  

 （お母さんの試食） 

●定員 20名 

＊母子健康手帳をお持ちください。 

＊参加希望の方は、電話でお申し込み

ください。 
 

問 市保健センター  

   43-1990  

   内線1554・1555 

コスモスの花摘みを 

楽しみませんか… 
 

小 貝川ふ れあ い公園花畑 に、

“ソナタ”“あかつき”といった

数種類のコスモスが可憐な花を咲

かせています。 

そのコスモスを下記の期間に 

限り、自由に摘み取りできます。

さわやかな秋風の吹く花畑を散策

しながら、ぜひ花摘みをお楽しみ

ください。 
 

●期間  

 ９月23日（日）～30日（日） 

 ＊８日間限定 

●場所 小貝川ふれあい公園 花畑 

＊ハサミ等はご持参ください。 

＊個人で楽しむ範囲での摘み取り

に限ります。（販売目的の摘み取

りはできません） 

＊花摘み期間終了後は、ポピー準

備のため刈り取りますので、ご注

意ください。 
 

問 市都市整備課 公園街路係  

   内線1724 

キッズくらぶ開催の案内 
 

お友だちと楽しく体を動かしま

せんか？ ９月は親子リトミック 

です。 
 

●日時 ９月19日（水） 

   午前10時30分～11時30分 

  （受付時間10時～10時30分） 

●対象 平成17年８・９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、飲み物 

＊直接会場へお越しください。 
 

    問 市保健センター  

         43-1990 

こころの相談（精神クリニック） 
 

常総保健所では、こころに悩みを抱

える本人、家族、周囲の方々の支援方

法等についての相談に応じています。 
 

●日程 

 10月３日（水）・19日（金） 

 11月７日（水）・16日（金） 

 12月５日（水）・21日（金） 

  平成20年 

 １月９日（水）・18日（金） 

 ２月６日（水）・15日（金） 

 ３月５日（水）・21日（金） 

●時間  

 第１水曜日  

 午前９時～12時（予約制） 

 第３金曜日  

 午後1時30分～3時30分（予約制） 

●担当医  

 第１水曜日 黒田 直明 医師 

 第３金曜日 片野 綱大 医師 

●場所 常総保健所 

   ［常総市水海道森下町4474］ 
 

    問 常総保健所  

        0297-22-1352 

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12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12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 

【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】 ９月2２日（土）・23日（日）  午前10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。 
 

◆分譲価格表＜12区画＞ 

 
 

※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  

 

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 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 

仕事と家庭両立支援  

奨励金制度を利用し   

ましょう 
 県では、３歳以上小学校

就学前の子を養育する労働

者 及び 家族 の 介護 を行 う 

労 働 者 の『時 間 外 勤 務 を 

させない制度』等を利用さ

せ てい る企 業 に奨 励金 を 

支給しています。ただし、

平成18年4月以降に就業規

則に規定し、かつ制度を利

用した従業員のいる県内の

中小企業法人が対象です。

就業規則に規定する内容は

お問い合わせください。 

問 県労働政策課  

   029-301-3640 

再就職希望者支援事業 
育児・介護等で退職した

方の再就職をバックアップ

します。（厚生労働省委託

事業） 

・再就職準備セミナーへの 

参加 

・個別相談 

・再就職情報誌の送付 

・再 チ ャ レ ン ジ サ ポ ー ト  

プ ロ グ ラ ム（登 録、セ ミ

ナー等は全て無料） 

問 （財）21世紀職業財団 

   茨城事務所  

   029-226-2413 

総合労働相談所の案内 
◆相談日時  

 毎月第４火曜日 

 午後１時～午後４時  

◆ 場 所  水 戸 市役 所１ 階 

市 民 相 談 室 前「総 合 労 働 

相談所」 

◆ 相 談 料  無 料（相 談 は 

面談方式、電話相談は行っ

ていません） 

＊あらかじめ相談日の前日

までにお電話ください。 

問 申  

  県社会保険労務士会事務局 

 029-226-3296   
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下妻公民館パソコン教室 受講生募集 

（平成19年度後期） 
 

下妻公民館では、初心者及び初級者を対象に、

パソコン教室を開催しています。 

これからパソコンを始めてみたい方、パソコンを持っていても使い方

がよくわからない方など、どうぞお気軽にご参加ください。 

■開催場所 下妻公民館 視聴覚室 

■受講料 １講座につき受講料500円、テキスト代350円 

               （年賀状作成コースは、テキスト代1,000円） 

■受講資格 原則として市内在住・在勤者 

■募集定員 １講座につき20名 

■申込受付 9月14日（金）から ＊定員になり次第締め切ります。 

■申込方法 下妻公民館に来館、又は電話でお申し込みください。  

なお、より多くの方が受講できるよう、１人３講座までとします。 
 

問 申 下妻公民館 43-7370（直通）  文化祭市民美術展 作品募集 
 

今年も文化祭を下妻地区・千代川地区の２会

場で開催します。出品希望の方は、在住・在勤

する地区の会場に申し込みください。 
 

 

■申込締切日  

  両地区（会場）とも９月28日（金）です。 

下妻オカリナクラブ 会員募集 
 土で出来た可愛い楽器「オカリナ」を吹いて

みませんか 

 下妻オカリナクラブでは、会員を募集して 

います。 

●練習日 第１・３土曜日  

     ９:30～11:30（２時間） 

●練習場所 大宝公民館 

●講師 小川 由美 先生 

●会費 月1,000円  

＊会員は、現在20名（うち男性３名）です。 

＊童謡・唱歌・フォ－クなど親しみやすい曲を多

く合奏しています。 

＊初心者大歓迎、丁寧な指導が受けられます。 
 

問 （松浦） 44-4853（赤星） 43-1473 

◆対象者 原則として市内在住・在勤の初心者 

◆申込期間 ９月19日（水）～30日（日） 

◆受付時間  

 午前９時～午後５時（休館日を除く） 

 ＊休館日 ９月23日（日）24日（月） 

◆申込方法 来館または電話で各公民館に直接お申

し込みください。 

◆教材費 実費個人負担 

＊日程は、都合により変更になることがあります。 

＊応募者が少ない場合、教室開講を取りやめること

もあります。 

＊11月中に19年度移動教室を予定、後日募集  

します。 
 

  問 申  

会場 教室名 講師 日 時 期間 回数 受講料 対象者 定員 

下 

妻 

公 

民 

館 

カラオケ入門 粟野 小太朗 
第１・３ 火曜日 
19：00～21：00 

10月 
～２月 

10回 
2,000円 一般 20名 

トールペイント 

（ハンドクラフト） 
三輪 絹代 

第１・３ 金曜日 
9：30～12：00 

10月 
～2月 

10回 
2,000円 一般 15名 

そば打ち名人になろう 中嶋 光男 
第3 土曜日 
9：30～13：00 

10月 
～2月 

５回 

1,000円 一般 15名 

<すくすく子育て応援> 

ママと一緒に遊ぼう 
坂野 節子 

第2 日曜日 
9：30～11：30 

10月 
～2月 

５回 

1,000円 

親子 15組 

（30組）３歳～

就学前の幼児 

千公

代民

川館 

デジカメ  塚田 幸一 
第２・４ 水曜日 
10：00～12：00 

10月 
～2月 

10回 
2,000円 一般 10名 

やさしい英語レッスン 外国人講師 
第２・４ 水曜日 
19：00～21：00 

10月 
～2月 

10回 
2,000円 一般 15名 

ボーイスカウト隊員募集 

稲刈り体験募集 
 

 新しく小学２～６年生になる 

皆さん、ボーイスカウトで野外 

活動を楽しみませんか。 

 ボーイスカウト下妻第１団で

は、月２回、主に日曜日の午前中

に活動しています。活動拠点は 

観桜苑（砂沼東岸）です。ハイキ

ング、キャンプ、スキー等の野外

活動をしています。 

 現在、５名程度の新規隊員を 

募集しています。（小学２年生以

上、指導者も募集中です）下妻

市・八千代町・旧石下町の皆さ

ん、一緒に活動しませんか？ 

 また、ホタルの里の稲刈り体験

の参加者を募集しています。 

◆日時 ９月23日（日） 

◆参加費 1,000円  

 ＊温泉・バーベキュー付 
 

問 ボーイスカウト下妻第１団 

      （須藤） 43-6269 

働く婦人の家「お正月の着物」着付け教室 ＞＜＞＜＞＜＞＜＞＜＞＜ 

参加者募集 
 

 

公民館教室（平成19年度後期）受講生募集 

◆ 日 時  10 月 10 日・17 日・    

24日、11月7日・14日・21日 

（水曜日）＊各日午後７時～９時 
 

◆場所 働く婦人の家（和室） 

◆講師 国府田美智子先生 

◆募集人員 10名 

◆受講料 無料 

◆用意するもの 着物一式 
 

◆ 申 込 方 法  9 月 30 日（日） 

までに働く婦人の家備え付けの申

込書に記入の上、お申し込みくだ 

さい。 

問 申 働く婦人の家 43-7929（毎週月曜日休館） 

千代川地区 
■開催期間  

 10月26日（金）～28日（日） 

■展示会場 千代川公民館 

■募集作品  

 絵画・写真・書・貼り絵・その他 

＊１人２点以内 

＊ 展 示 会 場 の 準 備・片 付 け が あ り      

ます。 

■申込方法 出品希望の方は、下記へ 

連絡してください。 

 ◆絵画・写真・書 千代川地区委員会 

 （中島） 43-4812 

 ◆貼り絵・その他 千代川地区委員会 

 （神田） 43-3613 

下妻地区 
■開催期間 11月２日（金）～４日（日） 

■展示会場 総合体育館他 

■募集作品 油絵・水彩画・版画・写真・書・貼り絵 

＊１人２点以内 

＊展示会場の準備・片付けがあります。 

■申込方法  

 出品希望の方は、下記へ連絡してください。 

 ◆洋画［油絵・水彩画］（グループ叢） 

           43-0470 

 ◆貼り絵（八色会） 44-1548 

 ◆版画（龍沼版画会） 44-4692 

 ◆写真（光風会）  44-0789 

 ◆陶芸（陶芸クラブ） 43-1172 

 ◆書（書道同好会） 44-5362 

下妻市文化祭 
 10月26日～28日  

  千代川公民館 

 11月２日～４日   

  総合体育館 ほか 

下妻公民館［本城町３-36-1］ 

 43-7370（直通） 

千代川公民館［鬼怒230］ 

 44-3141（直通）  

月 開催日 時間 コース  番号 

10月 
13日（土） 9:00～16:00 Excel初級 ① 

21日（日） 9:00～16:00 Word初級 ② 

11月 
４日（日） 10:00～15:00 Excel中級 ③ 

18日（日） 10:00～15:00 Word中級 ④ 

12月 9日（日） 9:00～16:00 年賀状作成 ⑤ 

20年 1月 20日（日） 10:00～15:00 Word実用編 ⑥ 

２月 
３日（日） 13:00～16:00 インターネット ⑦ 

17日（日） 10:00～15:00 Excel実用編 ⑧ 

 



下妻市親子 

ソフトテニス大会／第１回 

参加者募集 
 

▼日時 10月21日（日） 

    ８時30分集合 

＊雨天時は 

 10日28日（日）に延期 

▼会場  

 市営柳原球場テニスコート 

▼参加資格 市内在住・在学する

小学生とその親 

▼試合方法 親子ダブルスによる

リ ー グ 戦 及び ト ー ナメ ン ト 戦  

すべて５ゲームマッチ 

▼参加費 １ペア 1,500円 

▼申込方法  

 電話で下記の申し込み先へ 

▼申込締切 10月10日（水） 
 

問 申  

 下妻市ソフトテニス連盟事務局 

 （宮本） 44-2805 

 （落合） 44-6225 

砂沼マラソン大会 参加者募集 
 

 恒例の砂沼マラソン大会（第19

回）を次のとおり開催します。内容を

少しリニューアルしました。ふるって

ご参加ください。 

 

●主催 下妻市・市教育委員会 

●日時 11月18日（日）  

    ８時15分～ 

●会場 砂沼サンビーチ 

   （砂沼広域公園内） 

●種目  

 ▼砂沼一周（６．５km）  

 一般男子・女子、高校男子・女子 

 ▼砂沼南（４km）   

 一般男子・女子、高校男子・女子、 

 中学生男子 

 ▼観桜苑（２．３km）  

 中 学 生 女 子、小 学 生 男 子・女 子

（5・6年生） 

 ▼親子（２km）   

 親子A（1年生）、親子B（2年生） 

 親子C（3年生）、親子D（4年生） 

●参加費  

一般男子・女子、親子の部 2,000円  

＊高校生以下無料 

●申込方法 申込書に記入し、市ス

ポーツ振興課、総合体育館、千代川 

運動公園ふれあいハウスのいずれかに

直接申し込むか、市スポーツ振興課に

郵送で申し込んでください。 

［下妻市教育委員会 スポーツ振興課 

  〒304-8555  下妻市鬼怒230］ 

●申込締切 10月５日（金） 
 

問 市スポーツ振興課  

   内線2863 

親子ふれあい筑波登山  

参加者募集 
 

 下妻市スポーツ少年団では、交流会の 

一環として「親子ふれあい筑波登山」を 

実施します。少年団員と一緒に山登りを 

してみませんか？ 
 

◆とき  

 ９月24日（月） 午前８時30分集合 
 

◆ところ   筑波山［つくば市］ 
 

◆集合場所 筑波山神社  

      ＊現地集合・現地解散 

◆参加費  １人100円（保険代等） 

◆募集人数  25組（50名）＊先着順 

◆募集対象  小学１～６年生の親子 

◆申込方法  参加費、印鑑を持参し、ス

ポーツ少年団事務局（市スポーツ振興課

内）にお申し込みください。 

◆申込締切  

 ９月19日（水）午後５時まで 
 

問 市スポーツ振興課 内線2863 

県立農業大学校学生募集／平成20年度 
 

■募集人員等 

■願書受付・入学試験 

 問 県立農業大学校 入試事務局 〒311-3116 茨城町長岡4070-186 029-292-0010 

小学生～高校生のための 

冬休み海外派遣 参加者募集 
 

財団法人国際青少年研修協会 (文部

科学省所管) では、体験を通して互い

の理解や交流を深め、国際性を養うこ

とを目的に、海外派遣事業の参加者を

募集しています。 
 

●内容 ホームステイ、キャンプ、

シュノーケリング、トレッキング、 

文 化 交 流、地 域 見 学、ク リ ス マ ス  

体験、牧場体験、無人島生活 

＊派遣先により活動内容が異なり  

ます。 

●派遣先 グアム、豪州、フィジー、

カンボジア 

●対象 小学３年生～高校３年生 

＊派遣先により対象学年が異なり  

ます。 

●日程  

 12月24日（月）～31日（月） 

●参加費 19.5～29.8万円 

＊別途、共通経費がかかります。 

●募集締切 11月２日（金） 
 

問 申［資料請求先］ 

(財)国際青少年研修協会 

〒160-0004 東京都新宿区四谷2-11 

大村ビル３階 

 03-3359-8421  

     FAX03-3354-2207 

Eメール info@kskk.or.jp 

ホームページ www.kskk.or.jp/ 

  学科名 募集人員 受験資格 修業年限 専攻コース 

学 科 

農学科 20名 

高校等を卒業した

者及び平成20年

３月に卒業又は修

了見込みの者 

２年 水田・畑作 

畜産学科 10名 ２年 酪農・養豚 

経営情報学科 10名 ２年   

果樹園芸学科 10名 ２年   

野菜園芸学科 20名 ２年   

花き園芸学科 10名 ２年   

研究科 10名 農業系短大卒以上 ２年 作物・園芸・畜産 

試験区分 願書受付期間 試験日 選抜方法 

推薦入試 

（学科） 

10月２日（火）～ 
10月17日（水） 10月26日（金） 小論文 

口述試験（個別面接） 

一 般 

入 試 

（学科） 

前期 
12月18日（火）～ 
平成20年１月17日（木） 平成20年１月31日（木） 

筆記試験 

口述試験（個別面接） 
後期 

平成20年２月７日（木）～ 
２月26日（火） 平成20年3月6日（木） 

研究科 

一般入試 

10月２日（火）～ 
10月17日（水） 10月26日（金） 

筆記試験 

口述試験（個別面接） 

林業就業支援講習受講生の募集 
 

◆実施団体 （社）茨城県林業協会 後援 厚生労働省 

◆実施期間 10月15日～11月9日（20日間程度） 

◆講習内容 

・林業就業にかかる基本的な知識の講習 

・林業労働安全講習（安全作業と関係法令等） 

・刈払機、チェーンソー等の作業講習 

・林業、木材作業の施設見学 

・林業作業の実施講習 

・職業相談、生活相談 

◆講習場所 県林業技術センター［那珂市］ 

◆受講料 無料（食費・交通費・宿泊費は自己負担） 

◆定員 10名程度 

参加希望者は、住所、氏名、性別、生年月日、電話番号

を記入の上、FAX等で申し込んでください。 
 

問 申    

    〒310-0011 茨城県水戸市三の丸1-3-2 

  （社）茨城県林業協会 

   〈県林業労働力確保支援センター〉 

   029-225-5949  

   FAX029-225-6847 

フレンドリーカップテニス 

トーナメント 参加者募集 
 

●開催日 10月21日（日） 

 午前８時集合  

 ８時30分試合開始（予定） 

●場所 砂沼サンビーチ 

    「テニスコート」 

●参加費 3,000円（１組） 

 ＊当日集金します。 

●種目 ミックスダブルス 

●試合形式 トーナメント方式

（本戦及び敗者復活戦） 

●募集組数 30組（60名） 

 ＊定員になり次第締め切り 

●その他 賞品多数ご用意！ 

●申込方法 電話またはＦＡＸで 

お申し込みください。 
 

問 申 砂沼フレンドリーフェ

スティバル実行委員会 

（市商工会内）担当  稲葉祐也 

  43-3412 FAX43-3168  

募 集 
砂沼マラソン大会 

11月18日（日） 

砂沼サンビーチ 

土浦産業技術専門学院生 

募集 
 

■募集訓練科 機械技術科、自動車整

備科、情報技術科、コンピューター制

御科 

■定員 各科20名 

■課程 ２年間 

■応募資格 高卒者（卒業見込を含

む）又はこれと同等以上の学力を有す

る者 

■受付期間  

 10月29日（月）～11月９日（金） 

■試験日 11月16日（金） 
 

問 申 県立土浦産業技術専門学院 

            029-841-3551 



区 分 日  時 場 所 問い合わせ 

心配ごと相談 

10月２日・９日・16日・23日・ 

      30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16日と30日（予約制） 

下妻公民館 

２階和室 

＊10月9日は 

 第二庁舎3階 

 中会議室 

市社会福祉協議会 

44-0142 
 

行政相談 

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 
市秘書課 

 内線1212 10月19日（金） 
 午前10時～午後３時30分 

＊10月は特設相談日です 

下妻公民館 

１階 和室 

人権相談 

（困 り ご と） 

10月26日（金） 
 午後１時30分～３時30分 

下妻公民館 

１階 和室 

市人権推進室 

 内線1583 

納税相談 

夜間納税相談 10月４日（木） 

 午後５時30分～７時30分 
休日納税相談 10月28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 

ほっとランド･きぬ  

グラウンドゴルフ大会/第４回 
 

 あなたも日ごろの練習の成果を緑のじゅうたん

の上で試してみませんか！ 
 

◆日時 10月24日（水） 午前９時～12時 

    （予備日25日・26日） 

◆場所 ほっとランド・きぬ グラウンドゴルフ場 

◆参加資格 下妻市、八千代町、常総市、筑西市

に在住・在勤の方  

◆募集人員 144名（６名×24組）  

◆参加方法 ほっとランド・きぬのフロントで 

参加申込書を記入の上、３名１組で参加料を添え

て提出してください。 

◆申し込み  

 ９月27日（木）午前９時から先着順に受付 

◆参加費 １名300円（１組３名900円） 

＊利用料・スポーツ保険料含む 

◆競技方法 24ホールストロークマッチプレー 

◆表彰 個人賞、参加賞等あり 

◆組合せ 申し込みの３名を２組 組み合わせ

て、１組６名でプレーします。 
 

問 ほっとランド・きぬ 30-4126 

 10月１日は、「法の日」です。裁判所では、

10月１日から７日までの間を「法の日」週間とし

て、法の役割や重要性について、県民の皆様に考

えていただくきっかけになるように、多くの行事

を実施します。 

 今回は、裁判官、検察官、弁護人がそれぞれの

立場から「刑事裁判の手続の流れ」を説明すると

いう新しいプログラムを加えました。 

 裁判所ってどんなところだろう。刑事裁判にか

かわる裁判官、検察官、弁護人の仕事やその役

割ってなんだろう。刑事裁判ってどんなふうに行

われるんだろう。 

 みなさんの御参加をお待ちしています。 

小貝川ふれあい公園『秋の山野草展』開催 
  ひと足早い秋を感じて見ませんか！ 
 

下妻市自然愛護協会のみなさんが丹精こめて育て

た身近な山野草を約300点展示します。 

秋のふれあい公園の散策をかねて、ぜひご来館く

ださい。 
 

◆とき ９月21日（金）～24日（月） 

    午前９時～午後４時30分  

 ＊24日（月）は午後3時まで 入館無料 

◆ところ ネイチャーセンター ギャラリーⅠ 

◆共催 下妻市自然愛護協会  

    小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 
 

問 小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター 

   45-0200 

    ビアスパークしもつま  
        秋の収穫祭 開催 
10月6日（土）・7日（日）・8日（月） 

 イベントが盛りだくさん 

 家族そろって秋のビアスパークしもつまへ 

10月の相談 
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裁判所ガイドツアー「行ってみよう！見てみよう！裁判所」 Part５ 

■日時 10月23日（火） 

    午後１時30分～４時30分 

■場所 水戸地方・家庭裁判所下妻支部 

    ［下妻乙99］ 

■内容 裁判官、検察官、弁護士による「刑事 

裁判の手続の流れ」の説明・質疑応答、裁判所内

の見学（法廷、調停室）、刑事裁判傍聴等 

■参加人員 20人程度（申込先着順とします） 

■申込方法 電話にて氏名，参加人数，代表者 

連絡先をお知らせください。 
 

問 申 水戸地方・家庭裁判所下妻支部庶務係  

     43-6972 

行事 

期
限
内
納
税
に
ご
協
力
く
だ
さ
い 

警察庁特別手配被疑者（オウム真理教関係） 
あなたの情報をお待ちしています 

 
 
  

 

懸賞金！ 
あなたの情報が検挙

に 結 び つ い た 場 合 に

は、民間で組織された

オウム真理教特別手配

被疑者検挙のための懸

賞 広 告 実 行 委 員 会 か

ら、被疑者一人当たり

200万円の懸賞金が支

払われます。 

問 下妻警察署 43-0110 

   警察庁ホームページ（指名手配） www.npa.go.jp/wanted/ 

   ＊詳しい情報を見ることができます。 

   懸賞金に関する問い合わせ フリーダイヤル 0120-006-024  

■ 平田  信 

 （42歳） 

183cm位 

■ 高橋 克也 

（48歳） 

173cm位 

■ 菊地 直子 

（35歳） 

159cm位 

依然逃走中！ 意外と近くに潜んでいるかも… 

●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  

＊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。 


