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しもつま 広
報 

使用済み農業用塩化ビニルフィル

ムの回収（有料）を行ないます 
 

市農業用廃プラスチック適正処理

推進協議会では、農業用塩化ビニル

フィルム（農ビ）の回収を有料にて

行ないます。 
 

●申込日 

 ７月15日（火）～７月25日（金） 

 午前８時30分～午後５時15分 

●負担金 

 未定（申込時にお伝えします） 

●搬入日 

 ７月28日（月）～30日（水） 

 午前８時30分～午後５時 

●搬入場所 

 ＪＡ常総ひかり千代川野菜集出荷所 

●荷姿 

 木片・金属等を取り除き、つづら

折りし、登録番号を記入した農ビの

ヒモで2か所を縛ってください。 

※黒色・シルバー・糸入り・焼け等

によりリサイクル出来ないもの、異

物が混入しているもの、適正な荷姿

でないものは搬入出来ません。 
 

問 申 市農政課（千代川庁舎） 

     内線2622 

梨の有害鳥獣捕獲を実施します 
 

収穫前の梨果実を、ムクドリ・ヒ

ヨドリ・カラスの食害から守るた

め、銃器による捕獲を県猟友会下妻

支部のご協力により、次のとおり実

施しますので、皆さまのご協力をお

願いします。 

 

■期間 

 ７月12日（土）～９月７日（日） 

■実施日 

・７月12日（土）～８月17日（日） 

  火・木・土・日曜日の日の出 

  から日没まで 

・８月21日（木）～９月７（日） 

  木・土・日曜日の日の出から 

  日没まで 

■対象地区 下妻地区全域 

※ 重 点 地 区  上 妻・大 宝・騰 波 ノ

江・豊加美・高道祖地区 
 

問 市農政課 内線2622 

   市生活環境課 内線1423 

公共下水道工事にご協力ください 
 

長塚地内において公共下水道工事を実施し

ます。 

工事期間中は、全面通行止（夜間開放）等

の交通規制を行ないますので、ご協力をお願

いします。 
 

●工事期間 ７月中旬～８月下旬 

●工事内容 公共下水道本管および取出管布 

      設工事 

●工事場所 下図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市下水道課 内線1735・1736 

農林航空防除を実施します 
 

水稲の病害虫駆除のためヘリコプターによる航空防除を実施します。 

危被害防止等にご協力をお願いします。 
 
●散布日程（散布日程は、天候により変更になることがあります） 

平成21･22年度入札参加資格審査申請を 

予定している建設業者の皆さまへ 
 

建設業法施行規則等の一部改正に伴い、経営事項審査の

基準が大幅に改正されます。 

 平成21･22年度市建設工事入札参加資格審査申請の際に

は、改正後の経営事項審査の結果を受けていることが条件

となりますので、改正前基準（平成19年７月１日から平成

20年３月31日）での受審者については、改正後基準によ

る経営事項審査（再審査）を受けてください。 

 なお、再審査の受付期間は平成20年７月までです。詳し

くは審査機関へお問い合わせください。 
 

問 県土木部監理課 029-301-4334 

   市総務課 内線1224 

●散布予定時間 午前５時～10時頃 

●対象病害虫 ウンカ・カメムシ類、いもち病、紋枯病 

●使用予定薬剤 スタークル液剤10 アミスターエイトフロアブル

（病害虫の発生状況により変更あり） 
 
〈注意事項〉 

・散布された水田では、農薬が流出しないよう 

 止水措置（７日間）をしてください。 

・洗濯物等は、散布中は屋内に取り込んでください。 

・用排水、河川等での子供の水遊び、魚釣り等、散布後１週間くらいは  

 しないようにしてください。 

・薬剤が体に付着した場合は、石けん水で洗ってください。 

・養魚池、釣り堀等は、深水にする、かけ流し等の措置をしてください。 

・散布された水田には、１週間ぐらい入らないでください。 

・薬剤がかかったと思われる牧草などは、１週間ほど経過した後、安全 

 を確認してから給餌してください。 

・自動車等に薬剤がかかった場合は、できるだけ早く水洗いをしてくだ 

 さい。 

・水田近くの野菜等については、収穫時期をずらすなどの方法で、飛散 

 防止にご協力願います。（特に出荷野菜等については、事前確認をしま 

 すが、お問い合わせのうえ、危被害防止対策について確認願います） 
 

問 県西農業共済組合 30-2914 

    散布当日現地連絡先（臨時電話） 20-7040 

月日 地区名 基地名 散布区域 

 

 

 

 

 

 

７ 

月 

24 

日 

(木)  

  

騰波ノ江・大宝 新橋 

  

宇 坪 谷、中 郷、数 須、下 田、貝 越、 

下宮、若柳、横根、平川戸、筑波島、

294号バイパス東側 

下妻・大宝 大串機場 

  

田町、坂本、円明寺裏、坂井、堀篭、

平沼、若柳本田一部、大串、294号バ

イパス西側 

下 妻・大 宝・ 

上妻・騰波ノ江 

糸繰川堤防 

  

大 串、福 田、相 原 山、大 木、半 谷、 

半谷越戸、糸繰川両側 

上妻 桐ｹ瀬東 

  

黒駒、江、平方、尻手、渋井、桐ｹ瀬、

赤須、前河原 

豊加美 JA千代川カ

ントリー（旧

亀崎西） 

加 養 前、新 掘、亀 崎、樋 橋、肘 谷、 

送電線の南側 

豊加美・総上 ＪＡ下妻カン

トリー 

古 沢、袋 畑、谷 田 部、山 尻、柳 原、 

送電線の北側から国道125号まで、 

小島、不動宿、新掘北から旧国道294

号まで 

 

７ 

月 

25 

日 

(金) 

総 上・下 妻・ 

千代川地区一部 

行田堤防  二 本 紀、今 泉、中 居 指、小 島、長 塚

（食肉センター南側）、千代川地区の

一部（下栗、田下・旧294号西側） 

高道祖・大宝 

  
小貝川堤防 高道祖全域、比毛から横根間（294号

バイパス東側）  

千代川地区 

  
・伊古立 ・大形 

・JA千代川カントリー（旧四反田） 

千代川地区全域 下水道に油を流さないで 
 

下水道に油を流すと、下水管の中で 

固まってつまったり、悪臭の原因とな 

りますので、油を流さないよう皆さん

のご協力をお願いします。 
 

＜一般家庭の皆さんへ＞ 

油の処理は・・・ 

●使いきる 残った油は熱いうちにこし器に移し、炒めも 

      のなどで使い切きる。 

●吸い取る 古い油は、新聞紙などで吸い取るか、油を固 

      める製品を使い、燃えるゴミとして出す。 

●ふき取る なべや皿についた油汚れは、ふき取ってから 

      洗いましょう。 
 
＜飲食店の皆さんへ＞ 

グリース阻集器の設置と適正な管理をしましょう。 

●バスケットの清掃は毎日１回しましょう。 

●悪臭の原因となる油脂（ラード）の掃除は毎日１回、 

 ゴミ・油脂分の掃除は１週間に１回しましょう。 
 
※注意 

 グリース阻集器は、厨房の排水に含まれる食物の「油脂

分」「クズ」を取り除くための装置です。清掃した油脂分

などは、廃棄物として正しく処理しましょう。 
 

問 市下水道課 内線1732・1733 

「児童手当の現況届」を 

忘れていませんか 
 

児童手当を受けている方は毎年６月に現況

届を提出しなければなりません。 

 この届けは毎年６月１日における状況を記

載し、児童手当を引き続き受ける要件がある

かどうかを確認するためのものです。 

 現況届を提出しないと、６月分以降の手当

が受けられなくなります。まだ手続きをされ

ていない方は、必ず福祉事務所へ提出してく

ださい。 
 

問 市福祉事務所  内線1576・1577 

ご協力を！ 



健 康 ８月の相談 

７月の予防接種～ポリオワクチン～ 
 
●日時 ７月30日（水） 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 

ぴよぴよ教室 講座編 
「楽しい♪ベビーマッサージ」 

～ベビーとママのリラクゼーション～ 
 
 ベビーマッサージは、ベビーとママのス

キンシップを通しお互いに安らぐ事がで

き、ベビーにはその心地よい刺激が心や体

の発達によい影響を与えます。 

この機会にベビーマッサージを体験しま

せんか。 
 
●日時 

 １回目 ８月25日（月） 

 ２回目 ８月27日（水） 

 午前10時30分～11時30分 

 （受付10時～） 

●対象 市内の生後３か月～９か月のベ

ビーとその家族（先着20組） 

※同じ内容の講座を２回実施しますが、お

申し込みは１回とします。 

※保育をご希望の方はご相談ください。 

●場所 市保健センター 

●講師 セラピスト 告 真紀子 先生 

●締切 ８月１日（金） 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

区分 日時 場所 問い合わせ 

心配ごと 

相談 

８月５日・12日・19日・

26日（火） 

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12日と26日

（予約制） 

下妻公民館 

２階 小会議室 

（法律相談は 

2階 学習室） 

市社会福祉 

協議会 

44-0142 
  

行政相談 

８月８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 ８月22日（金） 

午後１時30分～３時30分 

下妻公民館 

２階 小会議室 

人権相談 

(困りごと) 

８月22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 

８月７日（木） 

午後５時30分～７時30分 

休日納税相談 

８月31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 

こころの 

健康相談 

８月６日（水） 

午後１時～３時（予約制） 

第二庁舎3階 

小会議室 

市福祉事務所 

内線1573 

わらべうた・あそびランド 

「トウモロコシをたべよう会」参加者募集 
 

わらべうた・あそびランドでは、５月にトウモロコシの種まきをし

ました。そのトウモロコシを収穫して「トウモロコシをたべよう会」

を開催します。  

甘くておいしいトウモロコシです。 

どうぞ皆さんでご参加ください。 
 
◆とき ７月27日（日）午前９時～12時 ※雨天中止、小雨決行 

◆ところ 神明集落センター[騰波ノ江] 

◆参加資格 ３歳～小学６年生までの親子 

◆募集人員 50組（100名） 

◆参加費 無料 ※軍手を持参のうえ、汚れてもよい服装でお越しください。 

◆申込締切 ７月25日（金） 
 

問 申 市生涯学習課 内線2834 

『世界の昆虫標本展』開催 
 
 ネイチャーセンターでは世界各地のカブトムシやクワガタムシ、日

本各地のチョウの標本を約680種類展示しています。お子さんに大人

気の昆虫も見られると思いますので、ぜひ、ご来館ください。 

なお、パラワンオオヒラタ、スマトラヒラタクワガタ、オオクワガ

タなど外国や日本の生きている昆虫を数種類展示します。 
 
●日時 ７月12日（土）～８月28日（木） 

    午前９時～午後４時30分 

※毎週月曜日休館。ただし、7月21日（祝）開館、 

22日（火）休館となります。 

●場所 ネイチャーセンター 
 
問 申 ネイチャーセンター 45-0200 

小貝川ふれあい公園 

親子手作り体験参加者募集 
 

『押し花体験』 
 押し花を使って、はがき、しおり、

携帯ストラップ、キーホルダーなどを

作ります。 
 
●日時 随時、受付中 

    午前10時～午後３時30分 

※毎週月曜日休館 

●場所 ネイチャーセンター 

●教材費 実費、各自負担になりま

す。（おおむね400円以内） 
 
『小枝の動物手作り体験』 
 小枝を使って、クマ、ウサギ、タヌ

キなどの動物を作ります。 
 
●日時 随時、受付中 

    午前10時～午後３時30分 

※毎週月曜日休館 

●場所 ネイチャーセンター 

●教材費 実費、各自負担になりま

す。（各100円） 
 
『昆虫標本を作ろう』 

“大好きな昆虫を標本にしてみた

い”と 思 っ て い る お 子 さ ん！ネ イ

チャーセンターで標本作りをお手伝い

します。お気軽にお電話ください。 

 昆虫を持っている方はその昆虫を標

本に、昆虫のない方はネイチャーセン

ターで用意します。また、育てていた

昆虫が動かなくなっても標本にして、

いつまでも残しておけます。 
 
●日時 随時、受付中 

    午前10時～午後3時 

    １日５組、40分程度 

※毎週月曜日休館 

●場所 ネイチャーセンター 

● 教 材 費  900 円（昆 虫 針、展 翅

版、Ａ5サイズの標本箱代） 

※ 昆虫 を 用 意 でき ない 方は、ネ イ

チャーセンターでご用意します。（別

途自己負担） 
 

問 申 
 ネイチャーセンター 

 45-0200 
 
※昆虫標本作りの申し込みは、3日前

までにお電話ください。 

市内の催し 

「よい歯のコンクール」に応募しませんか 
 
【対象者】  

●高齢者 昭和３年３月31日以前のお生まれ 

     （80歳以上）で、自分の歯を20本以 

     上お持ちの方 

     （治療されていても結構です） 

●父と子 満３歳～６歳（４月１日現在）のお子 

     さん（未就学）と父親 

【応募方法】 

 氏名、生年月日、郵便番号、住所、電話番号、

かかりつけまたは最寄りの歯科医院を記入し、ハ

ガキまたはFaxでお申し込みください。 

 申し込まれた方には口腔診査票を送付しますの

で、歯科医院で診察を受けてください。 

※本コンクールで入賞歴がある方の再応募はご遠

慮願います。 

※高齢者用の応募ハガキは介護保険課（ 内線

1532・1533）にあります。 

【応募期限】 

 ８月29日（金）必着 

※入賞者を決定し、10月26日（日）に開催する

「第17回茨城県民歯科保健大会」の席上で表彰

します。 
 

問 申 
 県歯科医師会8020事業部 

 029-252-2561 Fax029-253-1075 

 〒310-0911 水戸市見和2丁目292 

    

オオムラサキ観察会～国蝶オオムラサキを見に行こう～ 
 
 オオムラサキと森の文化の会では、小貝川ふれあい公園自然観察

ゾーンにて、国蝶オオムラサキの生息保護活動を続けています。 

 今年も６月下旬から７月上旬にかけてオオムラサキが羽化し、７月

下旬まで、青紫色の羽を広げ雄大に飛び交う姿を見ることができま

す。 

 オオムラサキと森の文化の会では次のとおり観察会を実施しますの

で、ぜひこの機会にオオムラサキに会いに来てください。 
 
■とき ７月12日（土）午前９時30分～ ※雨天の場合、19日（土） 

■集合 小貝川ふれあい公園上流コアゾーンあずまや 

    ※参加費無料、予約の必要はありません。 

■主催 オオムラサキと森の文化の会 
 

問 オオムラサキと森の文化の会（石倉） 44-0470 
 
※観察会以外でも、オオムラサキの森にて随時観察できます。また、

小貝川ふれあい公園内の観察小屋でも観察できます。 



初級シスアド試験対策講座受講生募集 
 

情報処理システムの活用と業務効率化の知識を持つ

シスアドは、あらゆる職場で活躍しており、ＩＴの利

活用・システム開発に限らず「業務改善」などの仕事

を進めるうえでの考え方やヒントになるものが沢山あ

ります。 

 ぜひ、受講ください。  
 
【初級シスアドとは】 

 企業内のシステム管理者の能力を認定する経済産業

省認定の国家資格です。 

  日程 研修内容 

第１回 8月19日（火） 
試 験 概 要・シ ス ア ド と 

パソコン 

第２回 8月26日（火） 表計算ソフト 

第３回 9月 3日（水） データベース 

第４回 9月16日（火） シスアドとネットワーク 

第５回 9月26日（金） セキュリティ 

第６回 9月30日（火） シスアドと業務知識 

第７回 10月 3日（金） シスアドと企業システム 

第８回 10月10日（金） 試験問題対策 

第９回 10月14日（火） 試験対策総まとめ 

※人数によりますが欠席した場合、補講を行います。 
 
●時間 午後６時～９時、全9回、計27時間  

●場所 下妻市商工会千代川支所 2F研修室 

    [宗道94-1]  

●担当講師 株式会社Wits 飯塚英樹 氏 

●講座定員 先着10名様 

  ※定員になり次第締め切りとなります。  

●受講料金（テキスト代） 

 商工会員 10,000円 非会員 15,000円 

 ※受講後のキャンセルは、返金しません。 

●申込方法 本所もしくは支所にある受講申込書に受

講料を添え、お申し込みください。（お手元にFaxが

あればこちらから申込書をFaxします） 
 

問 申 
 
 下妻市商工会 43-3412[長塚74-1] 

  下妻市商工会千代川支所 44-4431 

 ［宗道94-1］ 

排水設備主任技術者資格試験・講習会 
 

【主任技術者資格試験】 
●日時 10月７日（火）午後１時30分～3時30分 

●申請手続 受験申込書に写真２枚、履歴書、住民票、 

卒業証明書、資格証明書、振込受付証明書を添付して 

お申し込みください。 

 

●試験および講習会会場（同一会場）  三の丸ホテル ダイヤモンドホール[筑西市玉戸1053-4] 

●手数料 試験料・講習会料 各2,000円 

●申込期限 ８月５日（火） 

●その他 受験資格・申込書・振込用紙の配布および詳細はお問い合わせください。 
 

問 申 市下水道課 内線1732・1733 
 
※日本下水道協会茨城県支部のホームページ（http://www.jsdi.or.jp/~kyokai/）にて申請様式のダウンロー

ドができます。 

男女共同参画 

チャレンジ支援セミナーを開催します 
 
 県では、女性の経済的自立をめざして、セミナー

を開催します。 
 
■日時 ７月25日（金）午後1時30分～3時30分 

■場所 県女性プラザ男女共同参画支援室（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。 

■テーマ ｢チャレンジ！ステップアップセミナー

なりたい自分になるヒント－｣ 

 再就職やキャリアアップなどへのチャレンジに向

けて、自分を見直した上でキャリアプランの描き方

を学びます。 

■講師 「小澤佳代子のキャリア相談室」 

     主宰 小澤 佳代子 氏 

■募集人員 30名（先着順） 

■参加費 無料 
 

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 

茨城県警察官採用試験（第２回）・説明会 
 
【採用試験】 

問 申 下妻警察署 43-0110  県警察本部（採用フリーダイヤル） 0120-314058 

【説明会】 
 
●日時 

 ８月３日（日） 

 午後１時～５時（予定）   

 ※12時30分～受付 

●場所 

 県警察学校 [東茨城郡茨城町大字上石崎

4667-４] 

●対象者 

 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 

 ただし、高校生については、平成21年３月

に高校卒業見込みの人 

●内容 

 試験説明、警察学校施設見学、質疑応答等 

●申込期限 ８月１日（金） 
 
※水戸駅北口から路線バスが利用できます。 

 駐車場に限りがありますので、可能な限り

公共交通機関をご利用ください。 

試験区分 
男性警察官

Ａ 

女性警察官

Ａ 

男性警察官

Ｂ 

女性警察官

Ｂ 

  
受験資格 

 昭和54年4月2日以降

に生まれた方で、学校教

育法による大学（短期大

学を除く）を卒業した人

もしくは平成21年3月

31日までに卒業見込み

の人または人事委員会が

これと同等と認める人 

 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、警察官Ａの

受験資格に該当しない人 

受付期間 ７月1日（火）～8月18日（月） 

第１次 

試験 
９月21日（日） 

第２次 

試験 

①適性検査・身体精密検査 

 10月25日（土）・26日（日）のうち1日 

②口述試験 

 10月27日（月）～29日（水）のうち1日 

最終合格 

発表日 
12月4日（木）予定 

【講習会】※受講なしでの試験受験可 

●日時 ９月５日（金） 

    午前10時30分～午後3時30分 

●内容 下水道一般、下水道関係法令、主任技術者

制度、排水設備の設計・施行等 

案 内 

停電事故防止のための２つのお願い 
 

農事用防虫ネットなどの送電線への飛来付着と

移動式クレーンなどの送電線への接近による停電

事故にご注意ください。 
 
【農事用防虫ネットなどの舞い上げ防止】 

風で飛び上がった、ビニールやネットが電線に

接触して停電事故を起こすことがあります。 

防虫ネット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

お確かめください。 

【移動式クレーンなどの接近防止】 

送電線に近づいただけで放電がおこり感電する

とともに停電事故を起こします。 

送電線の付近で移動式クレーン等を使用される

ときは、必ず東京電力へ連絡をお願いします。 

《その１本の電話が、事故・災害を防ぎます》 
 
※故意や過失により送電線に付着または接近し

「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（連絡先） 東京電力株式会社下館支社 

        25-3860 
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