
砂沼フレンドリーフェスティバル 

「下妻YOSAKOI物語」参加チーム募集 
 

砂沼フレンドリーフェスティバル（SFF）実行委員会

では、10月19日（日）しもつま砂沼フェスティバルにお

いて開催するSFFで「下妻YOSAKOI物語」参加チームを

募集しています。 

詳しくは、問い合わせ先または市商工会青年部HPをご

覧ください。 

 ※下妻市商工会青年部HP http://www.seinenbu.jp/ 
 

問 申 SFF実行委員会事務局（市商工会内）  

     （稲葉） 43-3412 

 

ボランティアスタッフ募集 
 

砂沼フレンドリーフェスティバル（SFF）実行委員会

では、10月19日（日）しもつま砂沼フェスティバルにお

いて開催するSFFでの、ボランティアスタッフを募集し

ています。内容は、当日各イベント等を実行委員会のス

タッフと一緒に運営していただきます。 
 

◆メインイベント 

 「下妻YOSAKOI物語」 

※イベント日までに事前の打合せ会議を予定しています。 
 

問 申 SFF実行委員会事務局（市商工会内）  

     （稲葉） 43-3412 
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しもつま 広
報 

生涯学習ボランティア講師募集 
  

市教育委員会では、市民のさまざま学習活動を支援・

指導してくださるボランティア講師を募集します。 
 

●応募条件 市内在住・在勤で、幅広い分野で専門的   

      な知識・技能等をお持ちの方 

●応募内容 ボランティア講師の活動に意欲のある方 

      は、応募してください。選考・審査後、正 

      式に登録が決定したとき、市生涯学習ボラ 

      ンティア講師登録者として認定されます。 

※選考・審査結果に関する個別の問い合わせには応じら  

 れません。 

●応募受付 随時受け付けしています。 

●報酬等 ボランティア講師の活動に対しては無償です。 

●保険加入 公民館で傷害保険に加入します。 
 

問 申 下妻公民館 43-7370 

      千代川公民館 44-3141 

下妻地方広域シルバー人材センター職員募集 
 
（社）下妻地方広域シルバー人材センター職員を募

集します。 
 
●募集職種および採用予定人員 一般事務職 １名 

●受験資格 

 昭和54年４月２日から平成３年４月１日までに

生まれた人で、高等学校あるいは短大、大学を卒業

または平成21年３月卒業見込みの人 

●試験方法・試験会場 

 第1次試験（面接） 10月19日（日）下妻市役所 

 第2次試験（作文） 第１次試験合格者に対して行 

          ないます 

●受験手続 

 必要書類をシルバー人材センター事務局に提出 

 ・受験申込書（所定の様式、自筆、写真貼付） 

 ・履歴書（所定の様式、自筆、写真貼付） 

 ・卒業証明書または卒業見込証明書 

 ※申込用紙はシルバー人材センター事務局にあり 

  ます。 

●受付期間 ９月１日（月）～30日（火）  
 

問 申 シルバー人材センター 44-3198   

     [本城町3-13（下妻市役所東側）] 

     E-mail shimotsuma＠sjc.ne.jp 

2008しもつま砂沼フェスティバル 

「市民ステージ」参加者募集 
 

●とき 10月18日（土）午前10時～午後3時30分 

●ところ 砂沼サンビーチ 特設ステージ 

●内容 演奏・踊り等のジャンルを問わず、参加団体が市 

    民に発表をできる場を提供します。 

※個人、市外の団体は参加できません。      

●締切日 9月18日（木） 
 

問 申 市商工観光課 内線2634 

 

「事業所広場」参加者募集 
 
●とき 10月18日（土）午前10時～午後４時 

    10月19日（日）午前10時～午後３時30分 

※１日のみでも結構です。        

●ところ 砂沼サンビーチ 

●内容 市内で営業している事業所が、来場者に事業内容 

    をＰＲできる交流の場を提供します。 

    出展料は無料ですが販売はできません。 

●締切日 ９月18日（木） 
 
問 申 市商工観光課 内線2634 

下妻市社会福祉協議会臨時職員募集 
 
●業務内容 地域福祉全般に関する業務の補助およ 

      び運営に伴う事務など 

●雇用期間 10月１日～平成21年３月31日 

●採用人数 １名 

●応募資格 普通自動車免許所有者 

      パソコン経験者（ワード、エクセルなど） 

●就業時間 月曜日～金曜日  

      午前８時30分～午後５時15分 

●給与等 月給155,000円、社会保険完備 

●応募締切 ９月10日（水）までに履歴書（写真 

      貼付）を提出してください。  

●面接試験日 ９月17日（水）予定 
 

問 申 市社会福祉協議会 44-014２ 

砂沼サンビーチ   

「押し花教室」受講生募集 
 
身 の 回 り に 咲 く 花、野 に 咲 く

花、また丹精込めて育てた花など

を押し花にして楽しみませんか。 
 
●期日 ４回コース 

第１回 ９月６日（土）壁掛けづくり 

第２回 10月４日（土） 

     色紙絵づくり（花かご・花束等） 

第３回 11月１日（土） 

     卓上額づくり（小額） 

第４回 12月６日（土） 

     クリスマス用リース類づくり（中額） 

●時間 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） 

●受講料  

 11,800円（レッスン代1,000円、教材費を含む） 

 ※第１回2,000円・第２回1,800円 

  第３回2,500円・第４回5,500円 

 ※各受講時に料金をお支払いください。 

●持ち物 

 新聞紙、はさみ，筆記用具，カッターナイフ 
 

問 申 砂沼サンビーチ 43-6661 

 

「プリザーブド・フラワーアレンジ教室」 

受講生募集 
 
プリザーブド・フラワーとは、生花でもドライ

でもない新しい花の形です。 

生花に独特の技術をほどこし、フ

レッシュなままの柔らかさと発色を長

期間（３年以上）お楽しみ頂けます。 

永遠の美しさを演出してみませんか。 
 
●期日 

第１回 ９月24日（水）オータムスタイル 

第２回 10月29日（水） 

     ハローウィンスタイル 

第３回 11月26日（水）クリスマススタイル 

第４回 12月17日（水） 

     ジャパニーズスタイル 

●時間 午前の部 午前10時～12時 

    午後の部 午後１時30分～３時30分 

●場所 砂沼サンビーチ ギャラリー 

●定員 午前・午後各15名（先着順） 

●受講料 １受講につき2,500円 

     （花材費、レッスン代等） 

●持ち物 新聞紙１枚、はさみ（文具用でOK） 
 

問 申 砂沼サンビーチ 43-6661 

 

 

「親子ふれあい筑波登山」参加者募集 
 
 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」を開催します。スポーツ少年団員と一

緒に山登りをしてみませんか。 
 
◆とき ９月23日（火） 

    午前８時30分 筑波山神社集合 

    ※現地集合・現地解散 

    ※荒天の場合中止 

◆ところ 筑波山 

◆参加費 １人100円（保険代等） 

◆募集人数 15組（30名）※先着順 

◆募集対象 小学１～６年生の親子 

◆申込方法 参加費、印鑑持参のうえ、お申し込みくだ 

      さい。 

◆申込締切 ９月10日（水）午後５時まで 
 

問 申 市スポーツ少年団事務局 

    （市役所千代川庁舎２階 スポーツ振興課内） 

 内線2863 

募 集 



公民館後期教室受講生募集 

会場 教室名 講師 日時 募集定員 受講料 

下妻 

公民館 

パソコン 

（Ｅｘｃｅｌ活用） 
鴨志田 映 10/11(土)・10/25(土)・11/15(土)・ 

11/29(土)・12/13(土)   9:30～11:30 一般15名 1,000円 

お茶を楽しみましょう 増田 啓子 10/8(水)・10/22(水)・11/19(水)・ 

11/26(水)・12/10(水)   9:30～11:30 一般15名 1,000円 

ボールでリフレッシュ 吉川 人美 10/9(木)・11/13(木)・12/11(木)・ 

1/8(木)・2/12(木)    10:00～11:30 一般15名 1,000円 

そば打ちを楽しもう 中嶋 光男 10/18(土)・11/15(土)・12/20(土)・ 

1/17(土)・2/14(土)    9:30～12:00 一般15名 1,000円 

千代川 

公民館 

源氏物語へのいざない 
  千年紀で話題の長編物語。 

 54帖のうち｢若紫｣の一部を

読み味わいながら｢源氏物語｣

の世界に触れてみましょう。 

岡野 寛 
10/9(木)・11/13(木)・12/11(木)・ 

1/8(木)・2/12(木)     

             14:00～16:00 
一般25名 1,000円 

コンテナガーデン 石川 正子 10/11(土)・11/8(土)・12/13(土)・ 

1/10(土)・ 2/14(土)    9:00～11:00 一般15名 1,000円 

子どもストリートダンス 小川 沙織 11/1(土)・11/8(土)・11/15(土)・ 

11/22(土)･11/29(土)  10:00～11:30 小学生15名 無料 

よさこい踊りを楽しむ 飛田みつゑ 1/27(火)・2/3(火)・2/17(火)・ 

2/22(日)・2/24(火)   13:30～15:30 一般20名 1,000円 

◆受講資格 

 原則として市内在住、在

勤の初心者 

◆申込期間 

 ９月11日（木） 

  ～21日（日）  

※休館日 

 9月15日（月）敬老の日   

 9月16日（火） 

◆受付時間 

 午前９時～午後５時 

◆申込方法 

 来館、または電話にて各 

 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。 
 

移動教室受講生募集 

 会場 教室名 内容 日時 
募集 

定員 
参加費 

千代川 

公民館 

歴史散歩 
 江戸時代

の町並みを

楽しむ 

 「ワ ー プ

ス テ ー シ ョ

ン 江 戸」で

江 戸 時 代 を

体感  

 ビ ー ル 工

場見学 

10 月 24 日

（金） 
午前8時30分   

 ～午後５時 

一般 

30名 

1,500円 
（受講料・

その他） 

※昼食代は

各自負担 

下妻 

公民館 

文学散歩 
「相田みつ

を」の心の

詩にふれる 

 心の詩(書)

に 親 し ん だ

後 晩 秋 の 浅

草を歩く 

11 月 26 日

（水） 
午前8時 

 ～午後５時 

一般 

39名 

3,500円 
（受講料・

昼食代を含

む） 

◆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 

◆受講資格 原則として市内在住、在勤の方 

◆募集定員 １講座につき20名 

◆申込受付 ９月９日（火）～ 

      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、または電話でお申し込みください。  

      なお、１人３講座までとします。 
 

問 申 下妻公民館 43-7370[本城町3-36-１］ 

月 開催日 時間 コース 

10月 
５日（日） 午前9時～午後４時 パソコン初めて 

（Ｗｏｒｄ） 
⑦ 

19日（日） 午前10時～午後３時 Ｗｏｒｄ中級 ⑧ 

11月 
16日（日） 午前10時～午後３時 Ｗｏｒｄ実用 ⑨ 

30日（日） 午前9時～午後４時 Ｅｘｃｅｌ（初級） ⑩ 

１月 18日（日） 午前10時～午後３時 Ｅｘｃｅｌ（中級） ⑪ 

２月 

１日（日） 午前10時～午後３時 Ｅｘｃｅｌ（実用） ⑫ 

15日（日） 午前10時～午後３時 イ ン タ ー ネ ッ ト・

メール 
⑬ 

◆受講資格 原則として市内在住・在勤の方 

◆申込期間 ９月17日（水）～30日（火）午前９時～午後５時 

※休館日 9月22日（月）・23日（火）秋分の日・29日（月） 

◆申込方法 

 参加費を添えて各公民館に来館のうえ、お申し込みください。 

 電話受付はしません。 

※先着順で、定員になり次第締め切ります。 

 応募者が少ない場合は開講しないこともあります。 
 

問 申 下妻公民館 43-7370[本城町3-36-１］ 

千代川公民館 44-3141[鬼怒230] 

下妻公民館パソコン教室（後期）受講生募集 

経営革新講座受講生募集～すばらしき経営を目指して～ 

  テーマ 実施日時 

第1部 

テーマ すばらしき経営の実現を目指して 

講師 （株）ヤマオコーポーレーション 

     代表取締役 

    NPO法人茨城県経営品質協議会 

    代表理事 

    鬼澤慎人 氏 

9月3日（水） 

午後７時～９時 

第2部 

テーマ 平成20年度経営革新 基礎編 

講師 合資会社ハンプティ 

   中小企業診断士・ITコーディネーター 

   代表 宮田貞夫 氏 

9月11日（木）・25日（木） 

午後７時～９時 

第3部 

テーマ 平成20年度経営革新 実践編 

講師 合資会社ハンプティ 

   中小企業診断士・ITコーディネーター 

   代表 宮田貞夫 氏 

10月７日（火）・30日（木） 

11月 6日（木）・13日（木） 

・20日（木） 

午前10時～午後５時 

ホームページ作成技術講座受講生募集 
 
◆日時 10月20日（月）～22日（水）午前９時～午後５時 

◆受講料 2,900円（教材費含む） 

◆定員 先着10人 

◆申し込み 9月8日（月）～10月3日（金） 

      午前9時～午後５時 

※土・日曜日・祝日を除く。電話でお申し込みください。 
 

問 申 県立筑西産業技術専門学院 24-1714 

◆会場 下妻市商工会館 

◆受講料 無料 

◆申込方法 所定の申込用紙に必要事項をご記入のうえ、 

      お申し込みください。 
 

問 申 下妻市商工会 43-3412 下妻市商工会千代川支所 44-4431 

問 申 下妻公民館 43-7370[本城町3-36-１］ 千代川公民館 44-3141[鬼怒230] 

やさしい詩吟教室受講生（２期生）募集 
 
 初心者を対象に、詩吟を基礎からていねいに指導します。 

 詩吟は、短歌や俳句も吟じることが出来ます。 

 皆さんふるってご参加ください。 
 
◆場所 下妻公民館 

◆時間 毎週金曜日 午後７時～９時 

◆募集人員 16名 ※定員になり次第締め切ります。 

◆募集期間 随時 

◆受講料 無料 

◆講師 岳精流日本吟印師範 平塚龍正 氏・初澤往風 氏 
 

問 申 岳精流日本吟印（初澤） 45-0121 

募 集 
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平成２０年度消防設備士講習会 
 

消防法の規定により、県知事が行なう工事整備

対象設備等の工事または整備に関する講習を行な

いますので対象となる方は受講してください。 
 
【受講対象者】 

 甲種または乙種の消防設備士免状の交付を受け

ている方で、免状の交付を受けた日から２年以内

の方、および講習を受けた日から５年以内の方。 

 なお、免状の交付を受けてから講習を受けずに

２年を経過している方、および講習を受けてから

５年以上を経過している方は、免状返納命令の対

象となりますので、必ず受講してください。 

【定員】 各180名 

【講習日】 

【講習時間】 

 午前9時～午後５時 

 ※受付 午前９時～９時30分 

【講習場所】 

 県建設技術研修センター[水戸市青柳町4193] 
【受付期間】 

 9月1日（月）～12日（金） 

 ※郵送または持参してください。 

  受講申請書は、下妻消防署にあります。 
 

申 （社）茨城県消防設備協会 

   029-226-9611  

   〒310-0063［水戸市五軒町1-4-19] 
 

問 下妻消防署 43-1551 

講習区分 講習日 

消火設備 
（第１類・第2類・第３類） 

10月8日（水） 

11月13日（木） 

警報設備 
（第4類・第７類） 

10月16日（木） 

11月18日（火） 

避難設備・消火器 
（第５類・第６類） 

10月23日（木） 

12月5日（金） 

平成２１年版県民手帳の購入申し込み 
 
 平成21年版県民手帳（編集 茨城県統計協会）が発行

となります。 

購入希望の方は、お申し込みください。 

また、県統計協会ホームページからも購入できます。 

※県統計協会HP http://www.ibatokei.jp/ 
 

■サイズ デスク版（14.9cm×21.0㎝）    900円 

     標準版（鉛筆付・8.2㎝×13.9㎝） 400円 

     ポケット版（鉛筆付・7.0㎝×12.0㎝） 300円 

■申込締切 ９月25日（木） 
 

問 申 市企画課 内線1316 

動物愛護月間 
 

9月１日から30日までは動物愛護月間です。 

この月間は、広く県民の間に動物の愛護と動物の正し

い飼い方についての関心と理解を深めていくことを目的

としています。 
 

●動物を飼うときは、習性をよく理解

し、終生責任を持って飼いましょう。 

●人と動物との調和のとれた豊かな環境

作りに心がけましょう。 

●動物をいたわり、命を大切にしましょう。 

●飼い主は、迷子札をつけるなど所有者明示をしましょ

う。 

●動物をみだりに虐待したり、遺棄したりすると罰せら

れることがあります。 
 

大好きいばらき動物愛護フェスティバル2008 
 
【日時】 ９月20日（土）午前10時～午後２時 

【会場】 県三の丸庁舎（旧県庁） 広場 

     [水戸市三の丸1-5-38] 

【内容】 愛犬のしつけ方教室、動物の正しい飼い方 

     犬猫なんでも相談、動物とのふれあい 

     ディスクドッグショー、 

     表彰式典（動物愛護絵画・ポスターおよび標 

     語入賞者、功労者等）他 
  

動物愛護絵画・ポスターおよび標語コンクール

優秀作品 展示会 
 
【期間】 ９月９日（火）～20日（土） 

      ※16日（火）は休館日 

     平日 午前９時～午後８時 

     土・日曜日・休日 午前9時～午後5時 

      ※最終日は午後２時まで 

【会場】 県立図書館 エントランスホール 

     [水戸市三の丸1-5-38] 
  

問 県動物指導センター 0296-72-1200 

シルバー無事故・無違反チャレンジ100への

参加チーム募集 
 

65歳以上の方3人1組で、無事故・無違反を目指す

「シルバー無事故・無違反チャレンジ100」の参加

チームを募集します。 

100日間の無事故・無違反を達成したチームの中か

ら抽選で20チームに、旅行券をはじめ県産品などの

賞品をプレゼントします。 
 
■参加資格 

 県内在住の65歳以上（10月1日現在）の方で、運

転免許を持っており、日常的に自動車等を運転される

方（原動機付自転車免許のみの方も参加可） 

■実施期間 

 10月1日（水）～平成21年1月8日（木） 

■賞品・記念品 

 達成チーム全員に達成証と達成記念品 

 達成チームの中から20チームに、賞品をプレゼント 

  特賞（1チーム）旅行券6万円相当 

  １等（5チーム）旅行券3万円相当 

  その他、県産品など14チーム 

■募集期間 

 9月30日（火）まで 

※参加申込書は、市役所市民安全課 

 にもあります。 
 

問 申 県生活文化課 029-301-2842 
建築物を建築される方へ 
＜安全な建築物の最後の仕上げ「完了検査」＞ 
 

建築確認を受けた建築物が完成した際には、完了検

査を受けることになっています。 

 この検査は、建築物の強度や避難等の基本的な性能

が建築基準法による関係規定への適合について、法定

の機関が現地において行なうものです。 

 検査を受けるためには、工事完了時に、「完了検査

申請書」を所轄の行政機関または指定確認検査機関へ

提出してください。 

 また、検査後に発行される「検査済証」は、建築物

の安全性等が確認された適合建築物の証しであり、建

築物の売買や融資を受ける際に提示を求められること

もありますので大切に保管してください。 
 

問 県西地方総合事務所 建築指導課 24-9149 

県立下妻養護学校 ふれあい教室 
 

幼稚園や保育園に通園している就学前の運動機能に

障害のある幼児を対象に、保護者と教職員等がかかわ

り方等について共に考えていきます。 
 
●日時 10月２日（木）午後１時20分～３時 

●会場 県立下妻養護学校[半谷492-4] 

●対象 発達や運動機能に不安のある就学前のお子さ 

    んとその保護者 

●内容 みんなで遊ぼう・情報交換など 

●申込期限 ９月12日（金） 
 

問 申 県立下妻養護学校（塚越） 44-1800 

  障害者によるお店「小貝川の郷」を 

  始めました 
 
 下妻地方家族会では、障害者の働く場所を作

るため、展示販売所を始めました。 

ぜひ、お立ち寄りください。 
 
■開設日 毎週日曜日 

■販売品 新鮮野菜、手作り品、リサイクル品等 

■お店の場所 筑西市寺上野2068-４ 
 

問 下妻地方家族会 0297-42-1712 

ほっとランド･きぬ 

第５回グラウンドゴルフ大会参加者募集 
      
 さあ今年もほっとランド・きぬGGチャンピオンを

目指して、大勢の皆さまのご参加をお待ちしてます。 
 
●期日 10月22日（水）午前8時30分～12時30分    

    ※雨天順延 

●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、または在勤の方  

●募集人員 216名（１組９名で24組）  

●参加方法 ほっとランド・きぬのフロントで参加申 

      込書を記入のうえ、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10日（水）午前９時から先着順に 

      受け付けます。※一人で３組まで 

●参加費 １名500円（１組３名 計1,500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３組組み合わせて１組９ 

     名でプレーしていただきます。 
 

問 申 ほっとランド・きぬ 30-4126 

 

 

案 内 



公民館おはなしの会／９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 ９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 

市内の催し 乳がん集団検診 
 

乳がんの集団検診を実施します。受診を希望される方は市保健センターにお申し込みください。（予約制） 
 
●会場・検診日 

千代川保健センター 9月24日（水）・25日（木）・26日（金） 

市保健センター 10月14日（火）・15日（水）・16日（木）・ 17日（金）・20日（月）・21日（火） 

●対象者・検査内容・検査料金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●申込方法 電話または来所（市保健センター） 

※定員になり次第締め切ります。 

※希望日と受診時間帯（午前・午後）を確認します。 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

対象者 検査内容 検査料金 

30歳～39歳 

超音波   500円 41歳以上の奇数

年齢の方 

40・42・44・

46・48歳 

超音波 

X線（マンモグラフィ２方向） 
1,300円 

50・52・54・

56歳 

超音波 

X線（マンモグラフィ１方向） 
1,000円 

58歳以上の偶数

年齢の方 
X線（マンモグラフィ１方向）   500円 

【注意事項】   

・申し込みは原則本人、家族のみ受

け付けます。 

・平成21年3月31日現在の年齢に

より、受診内容が違います。 

・乳がん医療機関検診を受診された

方は受けることができません。 

・しこりなど、自覚症状のある方は

医療機関にて受診してください。 

・シリコンを注入している方は、医

療機関での検診をお勧めします。 

・人工ペースメーカーおよびカテー

テル挿入者の方は、マンモグラフィ

検査は受けられません。 

※対象者の年齢は、平成21年3月31日現在の年齢となります。 

マンモグラフィの検査は40歳以上の偶数年齢の方が対象です。 

また、今年度より59歳以上の奇数年齢の方も集団検診にて超音

波検査を受診できます。 

図書館映画会／無料 
 
≪ライブラリーシアター≫ 

■とき 

 9月9日（火）・20日（土）午後２時～ 

■上映作品 

 ｢大地のうた｣（1955年／インド／125分） 

 監督 サタジット・レイ 

 出演 シュビル・バナージ/カヌ・バナージ 

［あらすじ］ 

 ベンガルの貧しい村に生まれたオプー少年の成長を

追い、インドの貧困と悲惨を生きる純粋な魂を、澄み

切ったリアリズムに活写。 

 レイはエイゼンシュタインに傾倒、デ・シーカの

「自転車泥棒」に触発され、処女作に挑戦した。 

 ラヴィ・シャンカールの民族楽器シタールによる痛

切のメロディがドラマを盛り上げる。 
 
≪子ども映画会≫ 

■とき  ９月27日（土）午後２時～ 

■上映作品 

 あしながおじさん／ヘビとおしゃべりかみさん（60

分）まんが世界昔ばなしより 
 
■ところ  市立図書館 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 

ふるさと博物館『まちの美術展』開催 
 
 市文化団体連絡協議会では、平成19年度県主催の「芸術祭美

術展」「わくわく美術展」に出品し、入賞・入選された皆さまの

ご協力をいただき「第11回まちの美術展」を開催します。 

皆さまのご参観をお待ちしています。 
 
■会期 ９月13日（土）～23日（火・祝） 

     ※９月16日（火）・22日（月）は休館日 

■会場 ふるさと博物館 

■展示作品  

 日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真 

■入館料 

 「まちの美術展」のみの参観は無料 
 

問 ふるさと博物館 44-7111 

図書館おはなし会／９月 
 

市立図書館の９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。お気軽にお越しください。 
 
●とき ９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 

 

小貝川ふれあい公園 
『豊かな茨城の自然』絵画展開催 
  

下妻市水彩画会の皆さんが描いた作品

を展示します。 

美しい！茨城の豊かな自然の魅力をあ

らためて感じられると思います。 

ぜひ、ご来館ください。 
 
■とき 

 ９月14日（日）～10月５日（日） 

 午前9時～午後4時30分 

※９月16日（火）・22日（月）・29日 

 （月）は休館日。 

 10月５日（日）は午後３時までとなり

ます。 

 

 

■ところ ネイチャーセンター ギャラリーⅠ 

■共催 下妻市自然観察クラブ、下妻市水彩画会、小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 
 

問 ネイチャーセンター 45-0200 

 『自然観察クラブ２０周年記念展』開催 
 
 下妻市自然観察クラブは、下妻公民館教室で自然観察の学

習をした人たちによって、今から20年前に結成されました。 

 毎月各地で観察会を続けていますが、これまでの様子をお

知らせするため、記念展を行ないます。 
 
■展示内容 

 ①観察会をとおして見た自然の風景や生き物たちの写真 

 ②会の活動記録 

 ③コシガヤホシクサの保護活動や資料 

■とき 

 ９月２日（火）～12日（金）午前9時～午後4時30分 

※９月８日（月）は休館日。 

 12日（金）は12時までとなります。 

陸上自衛隊古河駐屯地記念行事

を開催します 
 

古河駐屯地創立54周年および第１施設

団創隊47周年記念行事を、開催しますの

でご来場ください。 
 

●日時 ９月14日（日） 

    午前９時～午後３時 

    ※小雨決行 

●場所 陸上自衛隊古河駐屯地 

    ［古河市上辺見1195］  

※なるべく乗り合せでご来場ください。 
 

問 古河駐屯地 0280-32-4141 

市内の催し 市外の催し 

健 康 



健 康 

研修会 

相 談 

９月の予防接種～ポリオワクチン～ 
 
●日時 ９月18日（木） 受付 午後２時～２時30分 

●ところ 保健センター 

●持参する物 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 

       接種会場で計ってください） 

●該当者 生後３か月～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（医療機関で接種）を先に受けましょう。 
 
【接種間隔に注意しましょう】 

・ポリオの１回目と２回目の間隔は、６週間以上あける。 

・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。

※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。 

※受ける前には「予防接種と子どもの健康」などをよく読

んで、予防接種の効果や副反応について十分理解し納得し

てから受けましょう。 
 

問 市保健センター 43-1990 

全国一斉無料成年後見相談会 
 
 
 成年後見制度の有効な利用を促進するため９月の敬老週

間に合わせて、全国一斉で成年後見等の無料相談会を開催

します。 
 
●日時 ９月13日（土） 

●内容 遺言と成年後見に関する相談 

●方法 面談および電話による相談 

●場所 

 【土浦会場】 県南生涯学習センター 小講座室Ⅱ 

        ［土浦市大和町9番1号ウララビル５階] 

        029-826-1101 
  
 【古河会場】 古河市ユーセンター総和 

        ［古河市上辺見2369］ 

        0280-31-3211 
  

問 申 （社）成年後見センター・リーガルサポート 

     茨城支部 029-302-3166 

     茨城司法書士会 029-225-0111   

 

※本相談は面談を原則とさせていただきます。 

 時間の都合でお受けできる件数に限りがありますので、 

 前日までに電話にてご予約ください。 

   市立幼稚園・小中学校運動会 
 
皆さまのご来場・ご声援をお待ちしています。 
 
●9月 6日（土）※雨天順延 

 下妻中学校       午前8時～ 

 東部中学校       午前8時30分～  

 千代川中学校      午前8時30分～ 

●9月13日（土）※雨天順延 

 騰波ノ江幼稚園・小学校 午前8時30分～  

総上小学校       午前8時30分～  

 豊加美幼稚園・小学校  午前8時30分～  

 高道祖幼稚園・小学校  午前9時～    

 蚕飼小学校       午前9時～  

 大形小学校       午前8時30分～       

●9月14日（日）※雨天順延 

 大宝幼稚園・小学校   午前8時30分～  

●9月20日（土）※雨天順延 

 下妻小学校       午前8時30分～ 

 上妻幼稚園・小学校   午前8時30分～ 

 宗道小学校       午前8時30分～ 

●１０月11日（土）※雨天時千代川体育館に変更 

ちよかわ幼稚園     午前9時～  

下妻市東部公共下水道事業計画 

認可案の縦覧について 
 

現在、市では、下妻市東部公共下水道事業計画

認可の策定を進めており、次のとおり認可案の縦

覧を行ないます。 

なお、認可案について意見がある場合は、意見

書を提出することができます。 
 

■事業名称 小貝川東部流域下水道関連 

      下妻市東部公共下水道事業 

■縦覧期間 ８月26日（火）～９月８日（月） 

      午前８時30分～午後５時15分 

      ※土・日曜日を除く 

■縦覧場所 市下水道課[市役所本庁舎２階] 
 

問 市下水道課 内線1735・1736 

ひきこもり支援に係る 

研修会を開催します 
 

今、ひきこもる若者が増えています。 

家族として、地域として、当事者に係わる者と

して出来ることを一緒に考えてみませんか。 
 
●対象者 

 ひきこもり状態にある方を支え

る家族等、ひきこもりに関して関

わりのある方 

●参加費 無料 

●日時等 

 １回目 

  日時 9月17日（水）午後2時～4時 

  場所 常総市石下総合福祉センター 

  内容 「ひきこもり支援のこれからを考え 

      る」シンポジウム 

 ２回目 

  日時 10月10日（金）午後2時～4時 

  場所 常総保健所 

  内容 講演 

      「ひきこもりの理解と対応 

      ―思春期に多い心の病とひきこもり 

      との関連―｣ 

     講師 

      筑波大学大学院人間総合科学研究科 

      ヒューマン・ケア科学専攻 

      医学博士 森田展彰 氏 
 

問 申 常総保健所 0297-22-1351 
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パクパク離乳食教室 
 
●とき 10月29日（水） 

●ところ 保健センター 

●受付時間 午前９時45分～10時 

●該当者 平成20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 申 市保健センター 43-1990 

ほっとランド・きぬ 

入場料金改定および臨時休館日 
 
10月1日（水）から入場料金を改定しますので、

皆さまのご理解とご協力をお願いします。 

なお、料金の改定に伴い、システム変更を実施し

ますので、臨時休館します。 

 

 

 

●入場料金（改定後） 

 

 

 

 

 

 

問 ほっとランド・きぬ 30‐4126 

普通券 

一般 １人１回 600円 

65歳以上 １人１回 300円 

児童・生徒 １人１回 200円 

介助者 
障害者１人に

つき１人１回 
200円 

回数券 

一般 １人11回分 6,000円 

65歳以上 １人11回分 3,000円 

児童・生徒 １人11回分 2,000円 

会員券 

一般 

管内 
１人１年間 30,000円 

１人６か月間 16,000円 

管外 
１人１年間 35,000円 

１人６か月間 18,500円 

65 歳

以上  

管内 
１人１年間 15,000円 

１人６か月間 8,500円 

管外 
１人１年間 18,000円 

１人６か月間 10,000円 

グラウ

ンドゴ

ルフ場 

全般 １人１回 300円 

用具セット １セット 100円 

【臨時休館日】 

  ９月30日（火） 

  ※９月29日（月）は定休日です。 

 

案 内 


