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償却資産の申告はお早めに 
 

   償却資産の申告期限 

       平成21年2月2日(月) 
 

償却資産(平成21年1月1日現在)の申告はお早

めにお願いします。 
 
※償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを 

 経営している方が、その事業のために用いるこ 

 とができる資産のうち、法人税や所得税の申告 

 時に必要経費または損金として算入されるもの 

 をいいます。 

 自動車税や軽自動車税の対象となる車両、土地 

 や家屋(付帯設備は対象となる場合あり)は償却 

 資産の範囲から除かれます。 
 
◎詳細については、お問い合わせください。 
 

問 市税務課 固定資産税係 

   内線1353～1357 

 

女性のための創業支援セミナー 

(実践編)を開催します 
 

新たに事業を始めたいが、

事業計画や手続きはどうすれ

ばいいのか、創業に必要なも

のは何か・・・。 

開業に必要な知識やノウハウをそれぞれの専門家

が実践的に詳しくご説明します。 

入場は無料です。創業をお考えの方や関心のある

方は、ぜひご参加ください。 
 
◆日時 平成21年１月31日(土)・ 2月７日(土) 

    午前10時～午後4時 

◆場所 茨城研修センター[つくば市天久保1-3-5] 

    ※駐車場・保育サービスあり(無料) 

◆内容 

 ◇事業計画作成のポイント 

 ◇創業体験談 

 ◇資金調達のポイント 

 ◇創業・起業に必要な会計・税務知識 

 ◇創業と法律 

 ◇創業に伴う社会保険等諸手続き 

◆募集人員 40名(先着順受付) 
 

問 申 県女性青少年課 029-233-3982 

     いばらき就職支援センター 

     029-300-1916 

     独立行政法人 雇用・能力開発機構 

     茨城センター 029-221-1192 
学校給食センター 

給食物資納入指名業者の受け付けを 

行ないます 
 
 常総・下妻学校給食センターでは、平成21・22年

度の給食物資の納入指名業者を受け付けします。 

希望する業者の方は、お申し込みください。 
 
◆受付期間 

 平成21年２月２日(月)～９日(月) 

 午前８時～午後４時30分 

◆提出書類  

 ・指名申請書 

 ・保健所の衛生監視票(写) 

 ・食品営業許可証、食品販売許可証(写) 

 ・会社概要書(パンフレット等) 

 ・配送車の車検証(写)および車の写真 

 ・平成20年度納税証明書 

  (市町村民税、固定資産税） 
 

問 申 常総・下妻学校給食センター  

     0297-42-2369 

     [常総市若宮戸1088-1] 

下妻市高齢者家族介護支援事業 

『家族介護教室』を開催します 
 

難しい勉強会ではなく、身近な話題を中心にお話を

します。 

また、同じような経験をされている方達と交流を持

つことにより、気分転換にもなり、参考になることも

多いかと思いますので、お気軽にご参加ください。 
 
◆日時 平成21年１月17日(土)午前10時～正午 

◆場所 特別養護老人ホーム 加養の里[加養493] 

◆対象者 家庭で高齢者を介護している方 

◆参加費 無料 

◆定員 20名 

◆内容 １．予防と介護方法(講義と実演) 

     (1)嚥下予防体操と口腔ケア 

       (安全に楽しく食事ができる) 

     (2)排せつ介助の方法(可能な限り自力で) 

     (3)寝たきりにならない 

       (座位の保持、家族と共に過ごす) 

    ２．討論 

     (1)介護者の負担と悩み 

      ①介護サービスの選択のあり方 

      ②担当のケアマネージャーとの対応 

     (2)体験談をもとに 

◆申込締切 平成21年1月16日(金) 

      定員になり次第締め切ります。 
 

問 申 特別養護老人ホーム 加養の里 

     (担当 山田・吉川) 30-6191 

 

大規模な土地取引には届出が必要です 
 
 市内において、5,000㎡以上の土地取引(次に該当する場合)は、契

約後2週間以内に国土利用計画法による届出が必要です。届出は、権

利の取得者(買った人など)の義務となっており、怠ると罰則の適用や

税法上の特典を失う場合もありますので、ご注意ください。 
 
 ◆届出の必要な土地取引 

  売買契約、交換、賃借権や地上権の設定等 

  (賃借権の場合は、一時金の授受を伴うもの) 
 
 ※5,000㎡以上の土地を一つの目的で売買、賃借等をする計画があ 

  るときは、最初の１筆の契約から届出が必要です。 

 また、複数の人からの権利取得や時期をずらした取得でも、目的 

 が同じであれば一つの土地取引となり、届出が必要となります。 

 すでに5,000㎡以上の土地を同一の目的で利用している場合は、 

 隣接地について全て届出が必要となります。 
 

問 申 市企画課 内線1315 

※届出様式は、市企画課に備えてあります。 

 また、県および市のホームページからもダウンロード 

 できます。 

平成21年度 

小学校新入学児童に 

入学祝品を贈ります 
 
 (社)茨城県母子寡婦福祉連合会では、ひとり親家庭

(母子・父子家庭)のお子さんに入学祝品(学用品)を差し

上げます。 

該当児童がいるひとり親家庭で、祝品を希望される

保護者の方は、お子さんの氏名・性別・生年月日・保

護者名・住所を平成21年1月30日(金)までに申し出て

ください。 
 

申 市福祉事務所 内線1576 
 

問 県母子寡婦福祉連合会 

   029-221-7505 

 

  平成２１年下妻市消防出初式 
 

新春恒例の消防出初式を開催します。 
 
◆日時 平成21年１月11日(日) 

    午前８時30分～ 

◆場所  

 ・第１会場(点検)市役所南側駐車場 

 ・第2会場(式典)市民文化会館大ホール 

 ・第3会場(観閲)下妻駅西口通り 
 
※当日、午前７時にサイレンおよび半鐘を 

 鳴らしますので火災と間違わないように 

 お願いします。 
 

 問 市総務課 内線1225 

案 内 

案 内 

 中小企業向け融資制度 
 

市では、中小企業の事業主に

事業資金の融資とこれに関する

保証をあっせんし、融資に対す

る支援を行なう自治金融、振興

金融制度があります。 

これは、茨城県信用保証協会

の保証付きとなった融資金額に

対し、市が利子および保証料の

一部を補助する制度です。 

ぜひ、ご活用ください。 
 

問 市商工会 

   本所 43-3412 

   千代川支所 44-4431 

 市商工観光課 

 内線2634 



『砂沼広域公園遊歩道整備工事』 
 
 工事期間中は、通行止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 平成21年2月1日(日)～3月15日(日) 

■工事内容 遊歩道ゴムチップ舗装  

■工事場所 下図のとおり 

■施工業者 １工区 ㈲クシタ建設 ２工区 ㈱下妻建設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 県常総土木事務所 道路河川整備第二課 

   0297-42-2621 

募 集 

市内の催し 

市外の催し 

『第4回はつらつ美術展』開催 
 

高齢者の生きがいや健康づくり、明るく活力ある

長寿社会の増進を図ることを目的として、｢第4回は

つらつ美術展｣を開催します。 

皆さまのご来場をお待ちしています。 

 

●日時 平成21年1月23日(金)～26日(月) 

    ※最終日の展示は午前中のみ。 

●場所 古河市とねミドリ館 

    [古河市前林1953-1］ 

●作品 絵画(日本画、洋画、水彩、版画等)、 

    工芸、彫塑、書、写真 

●主催 県西地域高齢者はつらつ百人委員会 
 

問 県西地域高齢者はつらつ百人委員会  

    (大久保) 44-0218 

    (坂井) 44-4356 

    市介護保険課 

    内線1538 

公民館おはなしの会/1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 平成21年１月17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 

図書館おはなし会/１月 
 

市立図書館の１月の｢お話の花たば(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。 
 
●とき 平成21年１月10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 平成21年１月17日(土)・20日(火) 

    午後2時～ 

●上映作品 「みすゞ｣(2001年／日本／105分) 

 監督 五十嵐 匠 出演 田中 美里 中村 嘉葎雄 

[あらすじ] 

 大正時代に彗星のように現れ、昭和初期にかけて 

 活躍した童謡詩人、金子みすゞ。 

 西條八十に『若い童謡詩人の巨星｣と評価されな 

 がらも、26歳という若さで自死したこともあり、 

 長い間忘れられた存在だったが、｢幻の童謡詩人｣ 

 として実に半世紀を経て甦り、静かなブームを呼 

 び起こしている。そのまっただなかに、作られた 

 映画が本作｢みすゞ｣である。 
 
≪子ども映画会≫ 

●とき 平成２１年1月24日(土)午後2時～ 

●上映作品 

 ｢マッチうりの少女／きつねとうさぎのちえくらべ  

 ＰＡＲＴⅡ／ドラキュラ／仕事をとりかえたおや 

 じさん｣(46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 

『下妻の美術家たち』展覧会開催 
～墨のかほりをのせて 新春を寿ぐ～柳華舟 書展 

 
ふるさと博物館では、下妻で活躍中の作家を紹介

する｢下妻の美術家たち｣の一環として｢柳華舟 書展｣

を開催します。 

柳華舟先生の業績や先生独自の世界を紹介します

ので、活字で済まされることが多くなったこの時代

に、墨と筆で表現された文字の温かさや面白さを感

じてみませんか。 
 
【柳華舟 書展】 
 
●日時 平成21年１月10日(土)～２月１日(日) 

    午前9時～午後4時30分 

 ※休館日 １月13日(火)・19日(月)・26日(月) 

●場所 ふるさと博物館 企画展示室 

●入館料 一般200円(160円) 

     児童・生徒100円(80円) 

 ※（ ）内は15人以上の団体料金。 

 ※小学生未満と65歳以上の方は無料です。 
 
【ギャラリートーク～柳華舟先生と語る～】 
 
●日時 平成21年１月31日(土) 

    午後１時30分～３時 

●場所 ふるさと博物館 企画展示室 
 

問 ふるさと博物館 44-7111 

【筑波島地内】 
 
 工事期間中は、通行止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 平成21年1月上旬～3月下旬 

■工事場所 下図のとおり 

【鎌庭地内】 
 
 工事期間中は、通行止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 平成21年1月上旬～3月下旬 

■工事場所 下図のとおり 

問 市建設課 内線1717・1718 

工事期間中の交通規制にご協力を 
 
『道路拡幅工事』 

案 内 

『第13回わくわく美術展』出展者募集 
 
●開催期間 平成21年２月26日(木)～3月４日(水) 

●出品資格 60歳以上で、県内在住のアマチュア 

●出品作品 日本画、洋画、彫刻、工芸、書および写真の 

      6部門(出展数は、部門を問わず1人1点) 

●出展料 2,000円 

     ※茨城わくわくセンター事業推進サポーター 

      (個人サポーター)は無料。 

●申込方法 平成21年１月16日(金)までに市介護保険課 

      (平日午前9時～午後５時)へ作品をお持ちくだ 

      さい。 
 

問 市介護保険課 内線1538 

    茨城わくわくセンター 029-243-8989 
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平成２１年度 

真壁医師会准看護学院 

一般入試 
 
◆募集人員 40名 

◆修業年限 ２年 

◆受験資格 中学校卒業以上の方 

◆試験日および試験科目 

平成21年2月13日(金) 国語・数学・作文 

平成21年2月15日(日) 面接 

◆試験会場 

 真壁医師会准看護学院 

 [筑西市二木成827-１] 

◆出願期間 

 平成21年2月2日(月)～12日(木) 
 
◎詳細については、お問い合わせください。 
 

問 申 
 
 真壁医師会准看護学院 募集要項係 

 22-7702 

自衛官募集 

種目 幹部候補生(一般・飛行) 

予備自衛官補 

２等陸・海・空士(任期制隊員) 
一般 

技能 

(医療・語学・車両整

備等の専門技術者) 

受付 ４月上旬～５月上旬予定 
第１回 １月上旬～４月上旬予定 

第２回 ７月中旬～10月中旬予定 

男子 随時受け付け 

女子 ８月上旬～９月上旬予定 

応募資格 

20歳以上26歳未満の者

(大学院修士課程修了者

は28歳未満)(2２歳未満

の者は大卒(見込含む)) 

18歳以上 

34歳未満 

18歳以上で保有す

る技能に応じ53歳

未満から55歳未満 
18歳以上27歳未満 

(採用予定月の1日現在) 

試験期日 受け付け時にお知らせします。 

初任給等 

(20.3.31

現在) 

大学卒 212,700円 

大学院卒 230,100円 

教育訓練招集手当  

日額 7,900円 

(訓練参加日数分を支給) 

159,500円(９か月後 174,300円) 

期末・勤勉手当 年間4.5か月分 

※採用予定者の学歴・経歴等により 

 異なります 

その他 

入 隊 後、約 １ 年 で ３ 等

陸・海・空尉(大学院修

士課程修了者は2尉)に昇

任し、幹部自衛官となり

ます。 

3 年 以 内

に50日の

教育訓練 

2年以内に10日の教

育訓練 

任期(陸は2年、海・空は3年)満了時

特例退職手当が支給されます。 

※選考により継続任用あり 
陸   619,000円 

海・空 970,999円 

問 申 

防衛省 自衛隊茨城地方協力本部 

筑西地域事務所 

 22-7239 
ホームページ  

 http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/ 
 

放送大学４月入学生募集 
 

放送大学では、平成21年4月入学生を募集しています。 

テレビなどの放送により授業を行う通信制の大学なの

で、働きながら大学を卒業したい、学びを楽しみたいな

ど、さまざまな目的で、幅広い世代の方が学んでいます。 

詳しい資料を無料で送付しますので、お気軽にお問い合

わせください。 
 
◆募集学生の種類 

【教養学部】◇科目履修生(6か月在学、希望科目を履修) 

     ◇選科履修生(1年間在学、希望科目を履修) 

     ◇全科履修生(4年以上在学、卒業を目指す) 

【大学院】 ◇修士科目生(6か月在学、希望科目を履修) 

     ◇修士選科生(1年間在学、希望科目を履修) 

◆出願期限  

 平成21年2月28日(土)必着  
 

問 (資料請求) 放送大学茨城学習センター 

        029-228-0683 

〒310-0056[水戸市文京２-１-１] 

ホームページ http://www.u-air.ac.jp 

『はつらつエクササイズ教室』 

参加者募集 
～しっかり運動！脂肪燃焼コース～ 
  

市では、はつらつエクササイズ教室(しっか

り運動！脂肪燃焼コース)を開催します。 

普段、働いていて運動する機会の少ない方、

手軽にできるストレッチ体操やエアロビクス運

動、筋力トレーニングをして日頃の運動不足を

解消しましょう。 

  

●日時 

 平成21年２月３日・10日・17日・24日 

 ３月３日・10日 

 毎週火曜日 

 午後７時～８時30分 

●会場 

 千代川公民館 

●講師 

 パーソナルトレーナー 

 木本 裕 氏 

●内容 

 ストレッチ体操、エアロビクス運動 

 筋力トレーニング、血圧測定等 

●受講対象 市内在住、在勤の方 

●募集人数 25名 

●参加費 1人500円(保険代) 

●持参物 

 運動靴、タオル、飲み物、 

 ストレッチマット(お持ちの方) 

●申込期間 

 平成2１年１月５日(月)～23日(金) 

●申込方法 

 お電話にてお申し込みください。 

 定員になり次第締め切ります。 

 

問 申 市スポーツ振興課 内線2863 

     市保健センター 43-1990   

市からの還付金等が 

『ゆうちょ銀行』で受け取れます 
 

 ゆうちょ銀行と全国銀行データ通信システムが接続

されるため、平成21年1月5日の銀行取り扱い分よ

り、市からの還付金等をゆうちょ銀行口座へ振り込む

ことが可能になります。 

 振り込む場合には、従来の口座番号(記号・番号)では

なく、『振込用の店名・預金種目・口座番号(７桁)』が

必要となりますので、市役所の各担当者までご連絡く

ださい。 

なお、口座番号については、ゆうちょ銀行(郵便局)窓

口でご確認ください。 
 

問 市会計課 内線1122 

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 

募 集 

募 集 案 内 


