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報 

平成20年度文化祭参加団体募集 
 
市文化祭実行委員会では、今年度の文化祭に参加す

る団体を募集します。 
 
●文化祭期間  

 10月24日（金）～11月20日（木）           

●募集期間 

 ７月１日（火）～22日（火）午後５時まで 

●申込方法 

 生涯学習課にある参加申込書に必要事項を記入のう

え、持参または郵送でお申し込みください。 
 

問 申 市生涯学習課（千代川庁舎） 

     内線2833  

ふるさとづくり推進協議会員 参加団体募集 
 

「ふるさとづくり推進協議会」は、市民と行政が一

体となって、新しい文化の創造や伝統文化の育成を図

り、未来に向けた個性あふれる地域づくりを推進する

団体です。 

参加を希望される団体の方（代表者）は、下記によ

りお申し込みください。 
 
●参加者の要件 

 市内まちづくり団体、市内地区山車・神輿団体 

●主な活動内容 

 市内の山車や神輿が一堂に会し、沿道を練り歩く

「ふるさとまつり連合渡御」や鬼怒川を会場に行う

「鬼怒川流域交流Ｅボート大会」などの企画・参加・

開催 

●参加者の決定 

 ふるさとづくり推進協議会 

において協議決定し、通知します。 
 

問 申 市商工観光課 

     内線2632・2633 
 
※ふるさとまつり連合渡御に山車・神輿を持ち込み参

加したい場合は、ふるさとづくり推進協議会の会員と

なり、一年間活動したのち、申し合わせ、注意・遵守

事項に同意することが必要となります。 

 詳しくは上記にお問い合わせください。 

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

ざまな学習活動を支援･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 

下妻小学校児童保育クラブへの入所児童を募集します 
           ～追加入所及び夏期特別入所～ 
 

【追加入所】 

●入所対象 

 小学校1年生～3年生で保護者が 

自宅外勤務のため、児童の放課後 

の保育が難しい家庭の児童 

●募集人員 ４名 

●開設日 

 平日 下校時刻～午後６時30分 

 振替休日など 

  午前７時45分～午後６時30分 

 （希望保育） 

●運営費 

 入会金 年額2,000円 
       （初年度のみ） 

 保険料 年額3,000円 

 会費  月額5,000円 

  （７月6,000円、8月8,000円、 

   12月・3月6,000円） 

 

【保護者会】 

 入所した児童の保護者は、必ず児童保育クラブ 

保護者会に入り、児童保育クラブの運営に協力する。 

【保育内容】 

 遊び、ゲーム、読書等（勉強は教えません） 

【申込方法】 

 児童保育クラブにある入所申込書に必要事項を記入のうえ、７月18日

（金）までにお申し込みください。 
 

問 申 下妻小学校児童保育クラブ 指導員（小竹） 

     44-3704 平日午後２時～５時30分 

【夏期特別入所】 

●入所対象 

  小学校1年生～3年生で保護者が 

 自宅外勤務のため、夏休み期間中 

 の保育が難しい家庭の児童 

●募集人員 ７名 

●開設日 

 ７月22日（火）～８月29日（金） 

 午前８時～午後６時30分 

 （早朝料金1日100円で午前７時 

  45分から保育します） 

 ※お盆休み（8/13～8/17）、 

 土・日曜日・祝祭日は開設しませ

ん。  

●運営費 

  保険料 3,000円 

  会費  12,000円（７・８月分） 

茨城県身体障害者スポーツ大会 

出場選手募集 
 

県内の身体障害者がスポーツを通じて、機能の回

復と体力の維持増強を図り、自立と社会参加を促進

するとともに、県民の身体障害者に対する理解と認

識を深め、交流を広めることを目的に開催します。  

みなさんふるってご参加ください。 
 
●日時 ９月21日（日） 開会式９時30分 

●場所 笠松運動公園 

    [ひたちなか市佐和2197-28] 

●対象 県内に居住している身体障害者手帳の交付

を受けた年齢12歳以上の方（内部障害者を除く） 

●競技種目 陸上競技、水泳、卓球他 

●申込期限 ７月１日（火） 
 

問 申 市福祉事務所 内線1573・1574 

第15回ひろの童謡
う た

まつり 童謡「作詩・作曲コンクール」作品募集 
 

福島県広野町は童謡と縁が深い町です。平成６年度より「ひろの童謡まつり」を開催し、今年で15回目の節

目を迎えることから、新たな試みとして童謡作品の「作詩・作曲コンクール」を行ない、全国から作品を募集し

ます。詳しくは、お問い合わせください。 
 

【応募資格】 年齢、プロ、アマ、国籍など一切問いません。 

【作品のテーマ】 自由 

【応募作品】 ①このコンクールのために新たに作詩・作曲された未発表のオリジナル 

        作品に限ります。（作詩・作曲が一人でも合作でもかまいません） 

       ②一人２作品まで応募できます。 

       ③作詩のみまたは作曲のみの募集はしません。 

【応募締切】 8月20日（水）必着 
 

問 申（応募先） 〒979-0402 福島県双葉郡広野町下北迫35 広野町総務課企画グループ内 

           童謡のまちづくり実行委員会事務局「作詩・作曲コンクール」係 

           0240-27-2114（祝祭日を除く 月～金曜日 9時～17時） 

第３８回市長杯争奪軟式野球大会 

参加チーム募集 
 
●とき ７月27日・８月10・17・24日（日） 

●ところ 柳原・砂沼・千代川球場 

●対象者 市内在住・在勤で構成する社会人 

     （25人以内） 

●参加費 下妻連盟登録チーム 無料 

     その他のチーム 15,000円 

●申込期限 ７月18日（金）午後５時までに参加

費持参のうえ、お申し込みください。 

●代表者会議 ７月18日（金）午後７時から、下

妻公民館で開催しますので参加チーム代表者は必ず

ご出席ください。 
 

申 市スポーツ振興課（千代川庁舎） 

   ※土・日曜日を除く 

市総合体育館・千代川運動公園ふれあいハウス  

 ※月曜日を除く 

受付時間 いずれも午前8時30分～午後5時 
 

問 軟式野球連盟（大山） 43-0707 



『ちびっ子体験学習in奄美大島』 

参加者募集 
  
【ちびっ子体験学習in奄美大島とは】 

 この体験学習は、都会の子ども達に奄美大島

の中でも手付かずの自然が数多く残っている宇

検村での自然体験を通して、村の子ども達との

交流や関東圏から参加する仲間達との集団生活

の中で、厳しい規律や仲間と助け合う楽しさ、

大切さを学びお互いの友情を深めることを目的

としています。 
 
◆プログラム 

・8月23日（土） 

 各自羽田空港に集合（ここから指導者が引率

します） 

 羽田空港発～鹿児島空港着～奄美空港～宇検村 

・8月24日（日）～ 

 宇検村での活動 

 川エビ採り、イカダ作り、キャンプファイ

ヤー等の自然体験 

・8月27日（水） 

 地元児童との交流、空一杯の星を見ながらの

野宿体験 等 

・8月28日（木） 

 奄美空港～鹿児島空港～羽田空港帰着 

◆体験場所 

 鹿児島県大島郡宇検村内 研修センター・タ

エン浜等 

◆生活指導 

 センターの青年指導者が活動と生活の指導に

あたります。 

 活動時の班編成には、８～10人に対し1人の

青年指導者がつきます。 

◆参加費 

 98,000円 

 ※自宅から羽田空港までの交通費は自己負担 

◆参加資格 

・小学3年生～小学6年生 

・ルールを守り、仲間を大切にする青少年 

◆募集人数 

 50名（先着順） 

◆申込期限 

 ７月31日（木） 
 
 

問 申 
 宇検村シマ時間体験センター 

 （宇検村役場経済課内） 

 0997-67-2211 

 [鹿児島県大島郡宇検村湯湾915] 

 HP http://taiken.uken.net/  

『夢・おおぞら事業』◇あなたも沖縄を訪れてみませんか◇ 
 

いろんなところに出掛けたい、見聞を広げたい、そう思っていても障害があるためになかなか実現することが

できない方々の夢を叶えるために始まった「夢・おおぞら事業」を実施します。 
 
◆期日 10月12日（日）～14日（火）２泊３日 

◆内容 今回は飛行機を利用して、沖縄県の世界遺産『琉球王国のグスク及び関連遺産群』や太平洋戦争の戦跡

を中心に視察・研修する行程です。首里城公園や平和祈念公園、病気で尾びれの75％を失い人工尾びれを装着

したバンドウイルカの「フジ」を飼育している沖縄美ら海水族館などを企画しています。 

◆対象者 市内在住の障害者、介助者及びボランティア       

 ※移動は、バス・飛行機となります。 

  身の回りのことがお一人で出来ない方は、介助される方と一緒にお申し込みください。 

◆定員 80名（先着順） 

 ※定員80名は、上記対象者及びスタッフを含みます。 

◆参加費 45,000円  

◆申込期間等 ７月4日（金）～23日（水） 

 ※定員になり次第締め切ります。 

  参加を希望する方は下記のものを持参し、福祉事務所にお申し込みください。 

  ・障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳） 

  ・参加費 
 

問 申 市福祉事務所 内線1573・1574 

第４８回茨城県母親大会 

を開催します 
 
■日時 ７月6日（日） 

    午前10時～午後4時 

■場所 県立総和高校 

■記念講演 

 ｢ストレス社会で自分らしく

生きる―いい人でいることに疲

れたあなたへ―｣ 

■講師 

 香山リカ 氏（精神科医） 

■分科会 

 子供の問題、年金、医療、農

業と食の問題、など20分科会 

■資料代 1,000円   

■保育料 無料 

■対象者 

 男女を問わず参加できます。 
 
※スリッパ持参 
 

問 県母親大会実行委員会 

   029-824-8949 

  下妻地区母親連絡会 

  （倉田） 44-3836 

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 

共催により、ふれあいパーティを開催します。 

 ※いばらき出会いサポートセンターとは、 

   茨城県と(社)茨城県労働者福祉協議会が共同で設立した組織です。 
 
【古河会場】 

■日時 

 7月20日（日） 

 13:30～17:00（受付12:30～） 

■場所 

 古河市生涯学習センター総和・ 

とねミドリ館[古河市前林1953-1] 

■対象者  

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4,000円 

      女性2,000円 

 Ｂコース 

 ・対象者 40歳以上の独身者 

 ・定員 男性10名 女性10名   

 ・参加費 男性4,000円 

      女性2,000円 
        
※各会場（コース）とも定員になり次第締め切ります。 

 なお、参加費は当日徴収します。 
 

問 申 ＮＰＯ法人ベル・サポート 

     0280-87-7085  E-mail info@bell-support.net 

【守谷会場】 

■日時 

 7月21日（月） 

 13:30～15:30（受付12:30～） 

■場所 

 ウエディングヒルズ アジュール 

 [守谷市松ヶ丘6-6-3] 

■対象者 

 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4,000円 

      女性2,000円 

 Ｂコース 

 ・対象者 40歳以上の独身者 

 ・定員 男性10名 女性10名   

 ・参加費 男性4,000円 

      女性2,000円 

原木しいたけ生産講習会参加者募集 
 

定年退職を迎え、故郷の山林で何かをしたいと考えて

いる方、自然とふれあいながら農林業に従事したいとお

考えの方。しいたけ栽培を始めてみませんか。  

 県林業改良普及協会では、今までしいたけ栽培の経験

が無い方、または経験が少ない方で、本格的にしいたけ

栽培に取り組んでみたい方を対象に、下記のとおり講習

会を開催します。ぜひ、ご参加ください。 
 
◆対象者  

 しいたけの原木栽培を本格的に行おうとする方 

 （特に団塊の世代を中心に、都市部から生まれ育った 

  故郷に戻り、所有する森林の経営に再チャレンジす 

  るＵターン森林所有者等を優先する） 

 ※全日参加できる方に限る。 

◆募集人数 15名程度 

◆日程 

    下記日程表のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆場所 林業技術センター 講堂 [那珂市戸] 

 ※現地視察等は、バスにより移動し、センターにて解

散予定 

◆応募方法 

   下記ＵＲＬもしくは応募先にある「原木しいたけ生 

 産講習会参加申込書」を作成のうえ、郵送またはFax 

 にてお申し込みください。 

  応募者多数の場合は選考により参加者を決定し、申 

 込者には７月22日（火）までに結果を通知します。 

 HP http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/ 

   nourin/rinsei/oshirase/sitake-koshu.html 

◆応募締切 ７月15日（火）必着 

◆受講料 2,500円（チェーンソー講習テキスト代） 

◆その他 作業のできる靴、服により受講願います。 

     昼食、飲み物持参。 
 

問 申 
 県林業改良普及協会事務局（福田・藤村） 

 （県林業技術センター内）  

 029-295-7318 Fax029-295-1325 

日程 内容 

7月31日（木） 
しいたけの栽培方法 

（講義、現地視察） 

9月12日（金） 
しいたけの販売と流通

（講義、現地視察） 

11月27日（木） 
チェーンソーの取り扱い

と原木伐採（講義） 

11月28日（金） 
チェーンソーの取り扱い

と原木伐採（実技） 

平成21年１月29日（木） 
しいたけの植菌 

（講義、実技） 
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樹木の張り出しは危険です 
～快適で安全な道路づくりにご協力を～ 
 

あなたの土地（管理地）の樹木や生垣を、

ちょっと点検してください。枝が張り出して

ご近所に迷惑をかけたり、道路通行の妨げに

なったりしていませんか。 

樹木の張り出しは、道路が狭くなったり見

通しが悪くなるばかりでなく、道路標識や

カーブミラーを隠してしまうなど、交通事故

を引き起こす原因となりたいへん危険です。 

 歩行者や車両の通行に支障が無いよう樹木

の枝払いや、生垣の刈込みなど適正な管理を

お願いします。 

特に、通学路や農道の交差点など雑草が生

い茂っている箇所は、地域の皆さんが協力し

合い除草作業を行うなど、危険箇所の解消に

ご協力ください。 

なお、新たに植樹するときは樹木の成長

や、管理に必要なスペースを確保するなど、

植え込み位置を考慮していただきますようお

願いします。 

     

  道路の樹木の張り出しは、所有者 

 に枝下ろしの責任があります。 

  また、樹木の張り出し等が原因で 

 事故が発生した場合、所有者の責任   

    が問われることもあります。 
 
 

問 市建設課 内線1715 

７月６日（日）は 

農業委員一般選挙の投票日です 
 
 今年は、３年に１度の農業委員統一選挙の

年です。全国の約５割を超える農業委員一般

選挙が行われます。 

 農業委員の選挙は、直接農業者から選挙に

より選ばれる仕組みで、選挙権は「農業委員

会委員選挙人名簿」に登載されている方が対

象です。 

 なお、農業委員一般選挙についても、公職

選挙法に準じて行なわれます。クリーンな選

挙を目指しましょう。 
 

問 市選挙管理委員会 

   内線1131・1132 

 堀篭・比毛・坂井地内において水道工

事を実施します。 

 工事期間中は、片側交互通行及び通行

止（夜間開放）の交通規制を行ないます

のでご協力ください。 
 
■工事期間 6月下旬～12月下旬 

■工事内容 水道管本管布設工事 

■工事箇所 右図のとおり 
 

問 市水道事業所 44-5311 

鬼怒川・小貝川クリーン大作戦 
～河川清掃にご協力を～ 
 

毎年７月の「河川愛護月間」に実施して

いる「鬼怒川・小貝川クリーン大作戦」

は、鬼怒川・小貝川の沿岸市町村と茨城

県・栃木県及び国土交通省下館河川事務所

などで構成する｢鬼怒川・小貝川サミット会

議｣の広域イベントの一つとして、沿川住

民、河川敷占用者、河川利用者の他、各種

団体の協力を得て河川敷のゴミを一掃する

ことにより、常に河川を美しく保ち正しく

安全に利用する運動を推進するものです。 

地域の皆さんの河川清掃へのご協力をお

願いします。 
 
■日時 ７月12日（土） 

    午前7時～9時（小雨決行） 

■場所 鬼怒川・小貝川河川敷 

※豪雨等により中止の場合は防災無線で連

絡します。 
 

問 市建設課 内線1714・1715 

文化財の巡視にご協力ください 
 

文化財は、地域の歴史や文化の成り立ちを理解するうえ

で欠くことのできない私たちの貴重な歴史的財産で、将来

の文化の向上・発展の基礎をなすものです。  

市には、国・県・市指定の文化財や遺跡など多くの文化

財が所在しています。 

 県では、これらの貴重な文化財を保護するために文化財

保護指導委員を置き、文化財の巡視を年３回行なっていま

すので、ご協力をお願いします。 
  
【巡視する文化財】 

■指定文化財 

・国指定建造物 大宝八幡宮本殿 

・国指定史跡 大宝城跡 

・県指定史跡 駒城跡 

・市指定史跡 小島草庵跡 

■遺跡・古墳等   

・切り通し遺跡（北大宝） ・熊野権現山遺跡（北大宝）  

・桜塚古墳群（高道祖）  ・江相の田遺跡（江） 

・柏山遺跡（高道祖）   ・赤須十二天遺跡（赤須） 

・川端古墳群（皆葉）   ・遠山遺跡（皆葉） 

・野方台遺跡（下栗）   ・西畑遺跡（原） 

・唐崎遺跡（見田）    ・中廓遺跡（鯨） 
 
【巡視する時期】  

■第１回目 ７月～８月 

■第２回目 10月～11月 

■第３回目 12月～１月 
 

問 県教育庁文化課 029-301-5453  

市生涯学習課 内線2833 

 目指せ連覇 北京でも金！ 

   がんばれ 塚田真希選手 
 

8月に開催される北京オリンピック女子柔道78キ

ロ超級に、市内黒駒出身の塚田真希選手が出場しま

す。 

塚田選手に、応援メッセージを寄せ書きとして日

章旗に託し贈るため、市民の皆さまのご協力をお願

いします。 

 

【寄せ書き掲示期間】 

 ７月31日（木）まで 

【掲示場所】 

 市役所本庁舎市民ホール 

 

問 市スポーツ振興課 内線2862 

水防訓練を開催します 
 

第49回鬼怒・小貝水防連合体水防訓練が、下妻市を会場に

行われます。 

この訓練は、出水期にあたり消防団の士気と作業能率の向

上を図るとともに、住民の皆さんの水防に対する協力と理解

を深めることを目的とするものです。 

皆さまのご参観をお待ちしています。 
 
■日時 ７月13日（日）午前８時開始（雨天決行） 

■場所 下妻市別府地先 鬼怒川右岸 大形橋下流 

■訓練内容  

 竹とげ・杭ごしらえ・土のう作り・木流し・むしろ張り・

五徳縫い・折り返し・積み土のう・月の輪 

■主催 鬼怒・小貝水防連合体（４市１町） 
 

問 市総務課 防災対策室 内線1225 
 
※なお、当日は訓練作業上、堤防上の道路が一時通行止めと

なりますので、ご協力をお願いします。 

 

水道管布設工事に 

ご協力ください 

案 内 



相 談 

パクパク離乳食教室 
 
●とき ８月12日（火） 

●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４月～５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 

不妊治療費の一部を補助します 
 
 県では、不妊治療を受けた方の治療費の

一部を助成しています。 
 
【対象となる治療】 

 体外受精 顕微授精 

【補助内容】 

 1回当たり10万円を限度に、１年度あた

り２回まで、通算５年間 

【対象者】 

 次の全ての要件に該当している方 

 ①法律上の婚姻をしており、夫または妻

が県内在住 

 ②夫および妻の前年の所得の合計額が

730万円未満 

 ③県の指定医療機関で実施した治療 

【申請に必要な書類】 

 ①県不妊治療費補助金交付申請書 

 ②県不妊治療費助成事業受診等証明書 

 ③医療機関発行の領収書 

 ④住民票（１か月以内のもの） 

 ⑤夫および妻の所得証明書（控除記載の

あるもの）各１通 

※①②の用紙は保健所にあります。④⑤は

お住まいの市町村でお取りください。 

 申請者により必要な書類が異なりますの

でご確認ください。 
 

問 申 
 常総保健所 0297-22-1351 

 [常総市水海道森下町4474] 

図書館 『人形劇』 
 
 市立図書館では、下妻母親クラブと

共催で人形劇を行います。 

 参加は自由ですので、お気軽にお越

しください。 
 
●とき 

 7月1日（火） 

 午前10時30分～11時30分 

●ところ 

 市立図書館2階 集会室 

●共催 

 市立図書館、下妻母親クラブ 
 

問 市立図書館 43-8811 

古河駐屯地納涼大会 
 
●日時 ７月29日（火）午後５時～９時  

    ※予備日30日（水） 

●場所 古河駐屯地内[古河市上辺見1195] 

 ※駐車場が不足しているため、できるだけ

乗り合わせにてご来場ください。 
 

問 陸上自衛隊古河駐屯地 

   0280-32-4141 

公民館おはなしの会／７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 ７月19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 

筑西遊湯館「ゆうゆ祭り」 
 
●日時 ７月６日（日）午前10時～午後９時 

●場所 筑西遊湯館[筑西市下川島471-2] 

●内容 大抽選会、ヨーヨー釣り、空気イス選手権、 

    駄菓子つかみ取り、物産展など 
 

問 筑西遊湯館 33-5151 
 
※７月の休館日は10日（木）です。 

 24日（木）は通常通りとなります。 

他市町村の催し 

市内の催し 

身体障害児者生活相談 

補装具巡回相談 
 

身体障害者相談員が身体障

害児者の生活等全般の相談に

応じます。 

また、補装具（補聴器・義

肢・装具など）の巡回相談も

併せて受け付けますので、お

気軽にお越しください。 
 
●とき ７月８日（火） 

    午後１時～３時 

●ところ 下妻公民館１階 

     和室 
 

問 市福祉事務所 

   内線1574 

県立盲学校の 

教育相談・支援 
 
 県立盲学校では、視覚に

障害のある乳幼児、児童生

徒及びその保護者並びに中

途視覚障害者、教員等に対

して教育相談や必要な支援

を行っています。 

 秘密は厳守しますのでお

気軽にご相談ください。 
 

問 県立盲学校 

   学習支援･相談部 

  029-221-3388 

  Fax029-225-4328 

  E-mail shien＠ibaraki-sd.ed.jp 

 

不妊に関する県の相談窓口 
 
【相談窓口】 

＜不妊専門相談センター＞ 

 不妊治療専門の産婦人科医師・泌尿器

科医師・カウンセラー・助産師が県内３

か所で無料で相談をお受けしています。 

・県西生涯学習センター[筑西市野殿] 

・県南生涯学習センター[土浦市大和町] 

・県三の丸庁舎[水戸市三の丸] 

【予約受付】 

 県産婦人科医会 029-241-1130 

 HP http://www.ibaog.jp  

【受付日時】 

 月～金曜日 

 午前９時～12時 午後１時～３時 
 

問 県保健福祉部子ども家庭課 

   029-301-3247  

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 ７月29日（火）午前9時30分～11時30分 

●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 ７月18日（金） 
 

問 申 県立下妻養護学校（担当 塚越） 44-1800 

図書館おはなし会／７月 
 

市立図書館の７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 ７月12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 7月15日（火）・19日（土）午後2時～ 

■上映作品 

 「オ ー ル・ア バ ウ ト・マ イ・マ ザ ー」（1999 年 ／ ス ペ イ

ン／101分） 

 監督 ペトロ・アロモドバル 

 出演 セルシア・ロス マリサ・パレデス 

■あらすじ 

 教えて、人生のもう半分。 

 マヌエラは息子のエステバンを育てるシングルマザー。作家志望

のエステバンは、自分の母についての小説を書くためいつでもノー

トを手放さなかった。彼がいちばん知りたかったのは自分の父は誰

なのか・・・。 

≪子ども映画会≫ 

■とき  ７月26日（土）午後2時～ 

■上映作品  

 ナイチンゲール物語/なぜカラスはカッコウの卵のせわをするか/

親孝行なお役人/かめがのろのろあるくわけ 

 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 



第１３回鬼怒川流域交流Ｅボート大会茨城県大会参加チーム募集 
 
●日時 ８月３日（日）午前７時30分受付（小雨決行） 

    ※予備日８月10日（日） 

●場所 鬼怒川河川敷（大形橋上流左岸） 

●競技方法 10人による手漕ぎ方式で、予選・決勝300mを競う 

●チーム編成 １チーム10人以上12人以下 

       ※小学校４年生以上・男女混合可 

●参加費 8,000円（責任者を含む小中学生のみのチームは無料） 

●募集チーム数 60チーム ※先着順 

        一般の部40チーム、女性の部・小学生の部20チーム 

●申込期限 ７月17日（木）必着 

※参加申込書は商工観光課にあります。 

 また、市ホームページからもダウンロードできます。 

 HP www.city.shimotsuma.lg.jp 
  

問 申 市商工観光課 内線2632・2633 

案 内 

平成20年度給水装置工事 

主任技術者試験 
 
 水道法の規定に基づき、給水装

置工事主任技術者試験を下記によ

り実施します。 
 
●試験期日 10月26日（日） 

●試験地区 

 関東地区（千葉県習志野市、東

京都杉並区）他 

●受験資格 

 給水装置工事に関して3年以上

の実務の経験を有する方 

●受験手数料 16,800円 

●受験願書の請求方法 

 ・直接下記財団へお越しの場合 

   1部200円 

 ・郵送を希望の場合 

   1部500円（送料含む）を  

  現金書留にて下記財団へ送金 

  してください。 

●願書頒布期限 ７月4日（金） 

●願書受付期限 ７月11日（金） 

 ※土・日曜日を除く。 

  郵送の場合は、配達記録郵便 

 により送付すること。 

 （当日消印有効） 

●その他 

 提出書類および受験手数料は、

願書受け付け後においては返却し

ません。 
 

問 申 
 
 （財） 給水工事技術振興財団 

 〒103-0015 

 東京都中央区日本橋箱崎町４番7号   

 日本橋安藤ビル 

 03-5695-2511 

 HP http：//www.kyuukou.or.jp  

エコ教室参加者募集 
～布わらじを作ろう～ 
 
●とき ７月13日（日） 

    午前9時～12時 

●ところ 

 下妻公民館２階 和室 

●参加費 

 300円（材料費） 

●用意するもの 

 ・不用なＴシャツ３枚 

 または不用な浴衣など 

 の綿の布 

 ・裁ちバサミ 

●定員 15名 

●申込締切 

 ７月10日（木） 

●主催 

 市生涯学習ボランティア

サークル「ポピーの会」 
 

問 申 市生涯学習課 

     内線2832 

「介護保険負担限度額認定証」の申請を受け付けます 
～介護保険施設入所者に係る居住費（滞在費）・食費～ 
 

介護保険では介護保険施設（介護老人福祉施設・介護老人保健

施設・介護療養型医療施設）入所者及びショートステイ利用者の

居住費（滞在費）・食費が原則自己負担となっていますが、市民

税が非課税世帯の方等にはこれらの負担が軽減されます。 

つきましては、申請により「介護保険負担限度額認定証」を交

付しますので、申請をしてください。 

 なお、19年度に認定を受けている方も毎年申請が必要になりま

す。 

 

■減額認定期間 ７月１日（火）～平成21年６月30日（火） 

■申請受付期間 ６月16日（月）から随時受け付けしています。 

※8月以降申請の場合は認定期間が申請月からになります。 
 

問 申 市介護保険課 内線1536・153７ 

飲用井戸等の衛生確保 
 

飲用井戸等から供給される飲用水に

よる感染症の原因は、微生物等からの

感染媒体となる恐れがありますので、

設置者又は管理者は次により徹底を

図ってください。 
 

■飲用井戸の検査をしてください。 

■大腸菌群が発見された場合、必ず煮

沸飲用してください。 

■簡易専用水道の受水槽については、

残留塩素濃度を測定し、点検・清掃に

努めてください。 
 
※検査容器の貸出、検査日程等詳しく

は、常総保健所 0297-22-1351

にご確認ください。 
 

問 市生活環境課 内線1423 

スコーレ母親講座 
「いきいき楽しい子育て」 

～元気な家庭は朝一番のあいさつから～ 
 
●とき 7月4日（金）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 

●講師 （社）スコーレ家庭教育振興協会茨城地区責任者        

     平石喜美子 氏  

●主催 （社）スコーレ家庭教育振興協会（文部科学省認可の公益

法人・生涯学習団体です） 
 

問 （社）スコーレ家庭教育振興協会 

   （平石） 24-7797 （平出） 22-3066 

飼い犬の狂犬病予防注射は 

お済ですか 
 
 狂犬病予防法により、生後91日以

上の犬には、登録（生涯に１回）と狂

犬病予防注射（毎年1回）が義務付け

られています。 

 今年度の集合注射は終了しました

が、動物病院等で随時受けることがで

きますので、まだ済んでいない場合

は、個別に受けてください。その際、

4月下旬に郵送した申請書（ハガキ）

を病院に持参してください。 
 

問 市生活環境課 内線1423 

ＳＴＯＰ！不正軽油 「売らない」 「買わない」 「使わない」 
                

みなさんが購入した軽油には、1リットル当たり32.1円の軽油引取税が課税されており、県内の道路整備の

ためにつかわれています。 

不正軽油（軽油に灯油や重油を混ぜた混和軽油、灯油や重油そのものである燃料炭化水素油、灯油や重油を

加工した密造軽油など）の製造、販売、購入、使用は軽油引取税の脱税行為です。 

さらに、不正軽油の製造、消費などの行為は、密造過程で生成される硫酸ピッチなどの産業廃棄物の不正投

棄や、粒子状物質・窒素酸化物などの排出を増加させることによる大気汚染にもつながり、みなさんの健康や

生活環境を脅かす悪質な犯罪でもあります。 
 
■不正軽油に関する罰則は次のとおりです。 

・不正軽油の製造（混和） ５年以下の懲役または、500万円以下の罰金 

・不正軽油と知っての購入 ２年以下の懲役または、200万円以下の罰金 
 

問 筑西県税事務所 24-9192  
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しもつま 広
報 

岩手・宮城内陸地震の災害義援金

にご協力ください 
 

６月14日に発生した｢岩手・宮城内陸

地震」により被災された方々のために、

市では、下記のとおり義援金を受け付け

ています。 

皆さまからいただいた義援金は、市が

責任を持って被災地にお送りします。 
 
■受付期間 

 ６月25日（水）～７月17日（木） 

■募金箱設置場所 

・市役所本庁舎１階ホール 

・市役所千代川庁舎１階ホール 

・図書館 ・千代川公民館 

・下妻公民館 

■募金受付窓口 

 市総務課（ご希望の方・団体には受領

証を発行いたします） 
 

問 市総務課 内線1225 

※市職員が皆さまのご自宅に訪問して

義援金を募ることは一切ありません。 



固定資産税（家屋）の減額が受けられます 
 

住宅において一定の省エネ改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度に限り、一戸あたり

120㎡分までを限度に固定資産税が１／３減額されます。 
  
■必要要件 次の①～④のすべてに該当すること 

①平成20年1月1日以前に建てられた住宅であること（賃貸住宅を除く） 

②平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に行われた工事であること 

③窓の改修工事（二重サッシ化、複層ガラス化など）又は窓の改修工事と併せて 

行う床・天井・壁の断熱改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に 

新たに適合することになるもの 

④工事費用が30万円以上であるもの 

 ■申告書類 工事完了後原則３か月以内に証明書（建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関

が発行したもの）を添付のうえ申告してください。 
 

問 市税務課 内線1353～1357 

機械製図の読み方・描き方講座 
 
●定員 １0人 

●実施日 

 8月7日（木）～8日（金） 

 午前9時～午後４時 

●受付期間  

 ６月30日（月）～7月23日（水） 

 午前9時～午後５時 

 ※土・日曜日・祝祭日を除く 

●受講料 2,900円（教材費含む） 

●申し込み 

 電話でお申し込みください 

 ※先着順 
 

問 申 県立筑西産業技術専門学院 

     24-1714 

平成20年度 在職者訓練講座 

講座名 内容 定員 実施日時 

福祉住環境 

コーディ

ネーター 

２級受験

対策 

福祉住環境 

コーディ

ネーター 

２級受験 

対策 

15人 

10/ ４（土） 

  11（土） 

  18（土） 

9:00 

 ～17:00 

建 築 Ｃ Ａ

Ｄ（Ｊｗ-

ＣＡＤ） 

Ｊｗ-ＣＡ

Ｄ 操 作 お

よ び 作 図

実践 

10人 

11/18（火） 

  20（木） 

  25（火） 

  27（木） 

12/  2（火） 

   ４（木） 

18:00 

 ～21:00 

●会場 

 県立古河産業技術専門学院 

 [古河市諸川1844] 

●受講料 

 各講座とも、2,900円 

●申込受付 

 ８月19日（火）午前９時～ 

※定員になり次第締め切ります。 

●申込方法 受講申請書に受講料を添え

てお申し込みください。 
 

問 申 県立古河産業技術専門学院 

      0280-76-0049  

消防官を募集します 
 

茨城西南地方広域市町村圏事務組合では、 

消防本部消防官を募集します。 
 
【採用予定人員】 

 消防官 若干名 

【勤務地】 

 茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部、消防署、分署

および出張所 

【試験日および試験会場】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【受験資格】 

 

 

 

 
 
 ●身体的要件 

  ・身長 おおむね160cm以上 

  ・体重 おおむね50kg以上 

  ・胸囲 身長のおおむね2分の1以上 

  ・視力 矯正視力を含み両眼で0.7以上、かつ一眼でそれ 

      ぞれ0.3以上であること。また、赤色、青色およ 

      び黄色の色彩の識別ができること。 

  ・聴力 左右とも正常であること。 

  ・その他 心身ともに健康で消防職員として職務を遂行す 

       るために必要な能力と体力があると認められる 

       こと。 

 ●上記の資格に該当する場合であっても、次のいずれかに該 

 当する人は受験出来ません。 

  ・日本国籍を有しない者 

  ・地方公務員法第16条の欠格条項「民法の一部を改正す 

  る法律（平成11年法律149号）附則第3条第3号の規定に 

  より従前の例によることとされる準禁治産者を含む。」に 

  該当する人。（受験申込書裏面参照） 

【受験申込期間】 

 ７月22日（火）～8月11日（月）※当日消印有効 

【受験申込書の請求先】 

 消防本部および下妻消防署を含む広域圏内の各消防署または

消防分署 
 

問 申 茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部 

     0280-47-0124 

     〒306-0053 古河市中田1683-9 

 試験日 試験会場 

第１次試験 
9月21日（日） 

午前8時30分 

・教養試験、適性検査 

 とねミドリ館1F 多目的ホール 

 [古河市前林1953-１] 
・体力検査 

 とねミドリ館および利根川堤防

上サイクリング道路 

第２次試験 10月下旬予定 

第2次試験は第1次試験合格者に対

し、別途日時および会場を指定し

て実施します 

職種 年齢 資格・免許等 

消防職 

昭和58年4月2日か

ら平成3年4月1日

までに生まれた人 

高校、短大（高等専門学校、専修

学校含む）、大学を卒業した人ま

たは平成21年3月卒業見込みの人 

講座案内／受講生募集 ７月から国民年金保険料の免除・納付猶予申請受付が始まります 
 

経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合は、市役所（本庁舎・千代川庁舎）国民年金担当窓口に申請し、

社会保険事務所で承認されると保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」

があります。 

●保険料免除を申請される場合は、本人、配偶者、世帯主の前年所得が、それぞれ一定の基準額以下であること

が条件です。 

 ◆全額免除（納付猶予）や一部納付の所得基準の「めやす」  

 

 

 

 

 

 

 

  
 
     ※所得ベース概算（  ）内は収入ベース 
 

●若年者納付猶予制度について 

20歳代の方（学生を除く）で、本人および配偶者の所得が一定額以下の場合、世帯主の方の所得にかかわら

ず申請により保険料の納付が猶予されます。 

●保険料免除・若年者納付猶予申請に必要なもの 

 年金手帳、印鑑、今年１月以降に転入された方は前住所地での課税証明書、失業の場合は、雇用保険の「雇用

保険受給資格者証」または「離職票」などの写しを添付してください。 

代理の方がお越しの際は、身分証明書（免許証、健康保険証等）をご持参ください。 

●免除された保険料等の追納について 

 免除または猶予された保険料については、10年以内に納付することができます。ただし、承認された年度か

ら３年度目以降に納付する場合は、経過した年数に応じた一定の加算額が加わります。 

●全額免除・納付猶予の継続申請について 

平成19年度に全額免除・若年者納付猶予を承認された方（該当月から平成20年６月まで）は、申請時に継続

審査を希望されていた場合、平成20年度の全額免除・若年者納付猶予の申請をあらためて行わなくても、継続

して申請があったものとして自動的に審査を行います。 

 ただし、納付猶予に該当した方のうち、平成20年６月までに30歳になる方、失業の場合や天災等を理由とし

て承認された方、一部納付又は却下に該当した場合は、継続審査とならないため、従来通り毎年申請が必要で

す。 

 

問 下館社会保険事務所 国民年金業務課 25-0811  市保険年金課 内線1513・1515 

世帯構成 全額免除・納付猶予 
一部納付 

1/4納付 1/2納付 3/4納付 

４人世帯（夫婦、子供２人） 
 162 
 （257）万円 

230 
（354）万円    

282 
（420）万円 

335 
（486）万円 

２人世帯（夫婦のみ） 
 92 
 （157）万円 

142 
（229）万円 

195 
（304）万円 

247 
（376）万円 

単身世帯 
 57 
 （122）万円 

93 
（158）万円 

141 
（227）万円 

189 
（296）万円 

案 内 募 集 


