
平成２１年度 

保育所 

入所申し込み 

受付開始 
 
■保育所入所資格基準 

 保育所に入所できるお子さんは、次 

 の理由により、家庭内での保育がで 

 きない児童(0歳～就学前)が対象と  

 なります。 

※入所の決定は先着順ではありません。 

◇保護者が家庭で、家事以外の労働に 

 従事しているとき。または、家庭外 

 で仕事をしていて児童の保育ができ  

 ない場合。 

◇保護者が出産(育児休業は該当外)、 

 病気、心身障害者等のとき。 

◇保護者のいない家庭(離別、死亡、 

 行方不明、拘禁)のとき。 

◇災害(火災、風水害、地震など)を受 

 け、その復旧の間。 

◇65歳未満の祖父母等が同居してい 

 る場合は、祖父母等も労働や病気な 

 どで、児童の保育ができないとき。 

■保育時間 

平日 午前7時30分～午後6時 

土曜日 午前7時30分～午後3時    

    (公立のみ1時30分) 

※平日午後６時以降、土曜日午後３時 

 以降の時間については、各保育園に 

 ご確認ください。 

■入所申込期間(第1次申し込み) 

 10月1日(水)～12月26日(金) 

■その他 

 申し込み多数の場合は、入所調整を 

 しますので、入所申込書には希望す 

 る保育園名を第３希望まで記入して 

 ください。 

  また、市外の保育園も、市福祉事 

 務所にお申し込みください。 

 

問 申 市福祉事務所 

     内線1575～1578 
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しもつま 広
報 

生涯学習ボランティア講師募集中！ 
  

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ています。 

詳細については、お問い合わせください。 
 

問 申 下妻公民館 43-7370  千代川公民館 44-3141 

平成２０年度 

第２回甲種防火管理新規講習会 
 
●日時 11月13日(木)・14日(金) 

    午前８時30分～午後４時30分 

●場所 広域中央運動公園 屋内温水プール棟  

    研修室[古河市下大野2528] 

●受講料 4,000円(テキスト代を含む)  

●定員 下妻消防署管内 25人 

古河消防署管内 30人 

    坂東消防署管内 25人 

●申請受付 10月14日(火) 

      午前8時30分～    

  ※受講料、印鑑持参 

  ※定員になり次第締め切ります。 
 

問 申 下妻消防署 43-1551 

造園アシスタント（剪定）講習会 
 
●日時 10月29日(水)・30日(木)・ 31日(金) 

    午前9時～午後4時 

●場所 申し込み時に連絡します 

●受講料  無料 

●定員 25名 

●応募条件 ①健康で就業意欲のある60歳台を対象とします。 

      ②雇用・就業を目指す講習のため、趣味・教養 

       を目的とした申し込みはご遠慮ください。 

      ③現在就職中の方は受講できません。 

●応募方法 シルバー人材センターへ来所またはお電話でお 

      申し込みください。 

●申込締切 10月20日(月) 
 

問 申 シルバー人材センター 44-3198 

 平日 午前8時30分～午後5時 

受講生を募集します 

気軽にスキルアップ

してみませんか！ 

はつらつエクササイズ教室参加者募集～らくらく運動コース～ 
  

普段、なかなか運動ができない方、みんなで一緒に身体を動か

して楽しく運動しながら日頃の運動不足解消しましょう。 
  
▼日程 10月23・30日、11月6・13・20日(木) 

    午前9時30分～11時30分 

▼会場 豊加美市民センター 

▼講師 つくばトータルヘルスプラザ(スポーツトレーナー) 

▼内容 エアロビクス体操、ボール運動、筋トレ等のトータル運動 

▼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(保険代として事前にいただきます) 

▼申込方法 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。 

▼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 10月１日(水)～17日(金) ※土・日曜日を除く 
 

問 申 市スポーツ振興課 内線2863 

     市保健センター 43-1990 

砂沼フレンドリーフェスティバル 

フレンドリーカップテニストーナメント参加者募集 
 
●日時 10月19日(日)午前８時集合 

    ※午前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」 

●種目 ミックスダブルス 

●試合形式 トーナメント方式(本戦および敗者復活戦) 

●参加費 1組3,000円 ※当日徴収します。 

●募集組数 30組(60名) ※定員になり次第締め切ります。 

●申込方法 電話またはFaxにてお申し込みください。 
 

問 申 SFF実行委員会(下妻市商工会内 担当 稲葉) 

     43-3412 Fax43-3168   

賞品を多数 

用意！ 

平成20・21年度 市政モニターを追加募集します 
 

市政モニターを追加募集します。 

市政モニターは、市政について市民と行政の相互理解をはかり、市

民参加をより円滑に推進することを目的とする広聴制度で、みなさん

の声を市政に反映させるためのものです。 
 
■応募要件 ・市内に居住している方 

      ・満20歳以上の方 

      ・公職を有していない方 

■募集人数 ３名 

■任期 委嘱の日から平成22年３月末日 

■仕事の内容 ・市政に関する意見、要望、苦情等の連絡 

       ・モニターが見たり聞いたりした美談、善行等の連絡 

       ・市が実施するアンケートに対する回答 

■応募締切 10月24日(金) 
 

問 申 市秘書課 内線1212 

第21回市長杯争奪 

ビーチボールバレー大会参加者募集 
 
●とき 11月23日(日)午前８時30分集合 

●ところ 市総合体育館ほか 

●種目 

 女子ヤングの部(40歳未満) 

 女子ミドルの部(50歳未満) 

 女子リーダーの部(60歳未満) 

 女子ベストの部(60歳以上) 

 一般男女混合の部 

 一般男女混合の部(男子50歳以上の部) 

●チーム登録 １チーム７名まで 

       (監督も選手として出場可) 

●参加資格 市内在住、在勤者および連盟 

      が認めた方 

●参加費 連盟登録チーム  1,000円 

     連盟未登録チーム 1,500円 

 ※締め切り後の返却はしません。 

●申込方法 所定の用紙に参加費を添え 

      て、お申し込みください。 

●申込締切 10月31日(金) 

●組み合わせ抽選会 

 11月14日(金)午後7時より下妻公民館 

 で行ないますので、代表者は必ず出席し 

 てください。 
 

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 ※月曜日を除く 

受付時間 午前8時30分～午後5時 
 

問 市ビーチボールバレー連盟 

   (粟野)  44-2544 

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28日(日)～10月５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出来ません) 

 ※花摘み期間終了後は、春の花準備のため刈り取ります。 
 

問 市都市整備課 内線1722～1724 

募 集 

募 集 

案 内 



市外の催し JICAボランティア秋の募集 

応募期間 10月1日(水)～11月１０日(月) 

10月は労働保険適用促進月間です 
 
 事業主の皆さま、労働保険の加入はお済みで

しょうか。 

 ハローワーク(公共職業安定所)では10月を適用

促進月間と定め、労働保険(労災保険・雇用保険)

の加入促進を行なっています。 

 従業員を一人でも雇用している事業主は、労働

保険に加入することが法律で義務付けられていま

す。まだ手続をしていない事業主の方は、早急に

手続きをお願いします。 

 なお、加入手続き等詳細につきましては、 寄

りのハローワークまたは労働基準監督署までご相

談ください。 
 

問 筑西公共職業安定所下妻出張所 

   雇用保険係 43-3737[古沢34-1] 

県立猿島高校収穫祭 
 
●日時 11月1日(土)午前10時～午後２時 

    ※小雨決行 

●会場 県立猿島高等学校 農場施設周辺 

●内容 公開講座、農産物直売、各種模擬店 

 

【公開講座参加者募集】 
 
●講座名 ・フラワーアレンジメント 

       午前の部 午前10時30分～正午 

       午後の部 午後12時30分～2時 

    ・パンづくり教室 

      午前10時30分～午後1時30分 

●参加費 1,000円 

●定員 各16名 

●申込方法 往復ハガキに希望講座名・氏名・住 

      所・電話番号を記入のうえ、郵送し 

      てください。 

●申込期間 10月1日(水)から受付を開始し、定 

      員になり次第締め切ります。 
 

問 申 県立猿島高校 公開講座係 (野口) 

      0280-88-1011 

      〒306-0501 

     [坂東市逆井2833-115] 

平成21年度 

就学時健康診断を実施します 
 
 平成21年4月に、小学校へ入学 

される方の健康診断を実施します。 

※当日は、着脱のしやすい服装でお越しください。 

髪の長い方は、まとめておいてください。 

 詳しい日程は、市教育委員会から保護者に通知します。 

問 市学校教育課 内線2814 

学校名 期日 受付時間 

下妻小学校 10月８日(水) 午後１時～１時20分 

大宝小学校 10月22日(水) 午後１時15分～１時30分 

騰波ノ江小学校 10月１日(水) 午後１時30分～１時50分 

上妻小学校 10月22日(水) 午後１時～１時20分 

総上小学校 10月15日(水) 午後12時50分～１時20分 

豊加美小学校 10月16日(木) 午後１時～１時20分 

高道祖小学校 10月29日(水) 午後１時～１時30分 

蚕飼小学校 10月10日(金) 午後１時15分～１時30分 

宗道小学校 10月10日(金) 午後１時30分～１時45分 

大形小学校 10月８日(水) 午後１時～１時25分 

青年海外協力隊・シニア海外ボランティア 

説明会＆体験談を開催します 

 
 
 
 

 独立行政法人国際協力機構(JICA)ではボランティア派

遣事業を行なっています。今回、秋の募集をすることに

ともない「説明会＆体験談」を開催します。 

自分の持つ技術・知識・経験を開発途上国の国づく

り、人づくりに協力してみませんか。 

「説明会＆体験談」は、JICAボランティア経験者か

ら、直接さまざまな情報を得られるチャンスですので、

ぜひお気軽にお越しください。 
 

●会場 事前予約不要、入場無料です。 

※耳寄り情報は都合により変更することがあります。 

 変更の際はJICA筑波ホームページでお知らせします。 
 

問 JICA筑波 029-838-1111 

  午前9時30分～午後5時30分 

  ※土・日曜日・祝日除く 

 ホームページ http://www.jica.go.jp 

日時 会場 耳寄り情報 

9/27(水) 

13:30 

～16:30 

JICA筑波[つくば

市高野台3-6] 
JICA国際協力の県の拠点ボ

ランティア情報も満載。 

帰国報告会もあります。  

10/13(月) 

13:30 

～16:30 

つくば国際会議場

[つくば市竹園2-

20-3] 

現職参加の経験者が語る、

派遣前・派遣中・帰国後の

生活は？ 

携帯電話・ＰＨＳ端末のリサイクルに 

ご協力ください 
 
 携帯電話・ＰＨＳ端末には金、銀、銅などの希

少金属(レアメタル)が含まれており、再利用可能

なリサイクル品です。 

不要となった携帯電話・ＰＨＳ端末は、ごみと

して出さずに、下記マークのあるショップにお持

ちください。携帯電話会社、メーカーを問わず無

料で回収していますので、リサイクルにご協力を

お願いします。 

また、携帯電話の付属品等(充電器・卓上ホル

ダー・電池パック)も回収しています。 
 

問 市生活環境課 

   内線1424・1425 

県税の納期内納税のお願い 
 
 皆さまから収めていただいている県税は、県予

算の約40％を占めている も重要な財源です。 

 納税通知書が届きましたら、納期内の納税をお

願いします。 

 今年度から、 寄りの金融機関(銀行・信用金

庫・信用組合・労働金庫・農協・郵便局)の他に

コンビニエンスストア(30万円以下に限ります)で

も納税できるようになりました。 

 なお、自動車税・個人事業税については、便利

な口座振替制度(郵便局は除く)もありますのでご

利用ください。 

 皆さまのご協力をお願いします。 
 

問 県筑西県税事務所 収税課 24-9190 

「本のリサイクルフェア」にご協力を！ 
 
 市立図書館では、「本のリサイクルフェア｣を

10月19日(日)の図書館まつりで実施します。 

その一環として、皆さんのお宅で読まなくなっ

た本を無償で提供していただき、それらを自由に

持ち帰れるコーナーを設けます。 

眠っている本が息を吹き返す良い機会になりま

すので、皆さんのご協力をお願いします。 
 
●受付期間 

 10月１日(水)～16日(木) 

●受付場所 

 図書館内サービスカウンター 

 (直接持ち込みに限ります） 

※以下の資料はお受けできません。 

青少年に有害な図書、マンガ、雑誌、 

辞書・辞典類、問題集・参考書類 

※｢本のリサイクルフェア｣で 終的に残った図書 

 は処分させていただく場合もありますので、ご 

 了承ください。 
 

問 市立図書館 43-8811 

企画展「クラシックカメラの世界」開催 
 

ふるさと博物館では、カメラ歴史上極めて貴重なもの

を市民の方より出品していただき展示します。 

日本・ドイツ・アメリカ・イギリス・・・カメラファ

ンでなくても興味をもって観ていただけるような、時代

を映すクラシックカメラを紹介しますので、この機会に

ぜひ「クラシックカメラの世界」をお楽しみください。 
 
●開催期間 10月７日(火)～26日(日) 

      午前9時～午後4時30分 

     ※休館日 10月14日(火)、20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。 
 

問 ふるさと博物館  44-7111 

小貝川ふれあい公園『秋の山野草展』開催 
 

下妻市自然愛護協会の皆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兼ねて、ご来館ください。 
 
●とき 10月11日(土)～13日(月) 

    午前９時～午後４時30分  

    ※10月13日(月)は午後３時まで 

●ところ ネイチャーセンター ギャラリーⅠ 

●入館料 無料 

●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 ネイチャーセンター 45-0200 

～ようこそ木の国へ～木材祭りを開催します 
 
 国内材の利用促進、国土緑化をテーマに「木材祭り」

を開催します。 
 
●とき 10月４日(土)午前10時～午後４時 

●ところ 丸宇木材市売[つくば下妻第二工業団地内] 

●内容 日曜大工教室(小学生用もあり)、丸太切大会、 

    住まいの相談室など 

    トン汁、焼きそばなど無料 

●入場料 100円(保険料・緑化募金) 

●主催 MJクラブ下館 
 

問 丸宇木材市売㈱ 30-7001 

市内の催し 



相 談 

市内の催し 

みんなであそぼう！ 

～あそびの広場を実施します～ 
 

子育て真っ 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３日(金)午前10時30分～正午 

    ※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 

●対象者 市内のお子さんとその保護者 

●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、ミニミニ運動会など 

●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 

年金・労働問題電話相談 
 

社会保険労務士が、年金と労働問題につい

てのあらゆる相談に応じます。 

お気軽にお電話ください。 

※プライバシーは厳守します。 
 
●開催日 10月 

  《年金問題》毎週火・木曜日 

 《労働問題》毎週水曜日(15日を除く) 

●時間 午前10時～午後３時 

●専用ダイヤル ℡029-228-2660 

●費用 無料 
 

問 県社会保険労務士会 

   029-226-3296 

総合労働相談所をご存知ですか 
 

労働者と事業主等の間に生じる問題(解雇・

労働契約・賃金・労働時間・休日・休暇・就

業規則・労働災害の各種補償など労働問題全

般)について、その未然の防止と早期の解決に

努め、国民生活の利便性の向上に役立たせる

ため、｢総合労働相談所｣を開設しています。 
  
●相談日 毎月第４火曜日 午後１時～４時 

●場所 総合労働相談所(水戸市役所内) 

    ［水戸市中央1-4-1］ 

●相談料 無料  

※相談は面談方式で行ないます。 

 ※相談ご希望の方(事業主、労働者)は、相 

  談日の前日までにお電話にてご予約くだ 

  さい。 
 

問 申 県社会保険労務士会 

     029-226-3296 

     ※平日 午前9時～午後5時 

公民館 

おはなしの会/10月 
 

下妻公民館では、毎月

第3土曜日に｢公民館お話

の会｣を開催しています。 

 ぜひ親子でご参加くだ

さい。   
 
●とき 10月18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 

男女の出会いを支援する「マリッジサポーター」募集 
 

県では、地域の世話役として、若者の出会いの相談や仲

介、いばらき出会いサポートセンターのPR等をボランティ

アで行なっていただく方を「マリッジサポーター」として募

集しています。 

詳しくはお問い合わせください。 
 
●応募要件 県内在住の20歳以上の方 

●活動期間 登録の日から2年間(更新可能) 
 

問 県子ども家庭課少子化対策室 029-301-3261 

新しい出会い！ふれあいパーティー 
すてきな出会い・幸せ探しをしてみませんか 
 
●日時 10月19日(日)午後４時～６時 

●場所 ビアスパークしもつま セミナーハウス 

●対象者 独身男女(年齢は問いません) 

●定員 男性15名 女性15名 

●参加費 男性3,000円 女性2,000円  

●申込方法 電話またはFaxにて事前にお申し込みください。 
      

問 申 きぬ結婚支援センター 

     45-0118 Fax43-7847 
 
※きぬ結婚支援センターは、いばらき出会いサポートセン 

 ターの｢マリッジサポーター｣に登録している行政経験者  

 が、地域の結婚希望者に、出会いの相談やイベントを通し  

 て、家庭を築くことの大切さ・すばらしさについての意識 

 啓発など、結婚を支援するボランティア活動をしていま 

 す。 

行政書士無料相談会 
 
【電話による相談】 

【面談による相談】 

問 県行政書士会 029-305-3731 

日時 電話番号 

10月３日(金)・４日(土) 

午前10時～午後３時 
029-305-3731 

10月13日(月)・22日(水) 

午前9時～正午 
25－2919 

日時 場所 

10月11日(土) 

午前10時～午後4時 
つくば桜公民館 

10月18日(土) 

午前10時～午後4時 

大穂公民館 

つくば市民ホール谷田部 
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めざそう 住みよい まちづくり 行政相談 
 

 
 
毎日の暮らしの中で、例えば、「わかりづらい道路案内

標識を改善してほしい」、「施設をバリアフリー化してほ

しい」など、困っていること、望んでいることはありませ

んか。こんな時、行政相談委員にご相談ください。 

当市においては、飯泉要さん(原)・横瀬靖彦さん(横根)が

行政相談委員として活動しています。 

相談は、無料・秘密厳守です。 
 
【10月の相談日(特設相談日)】 

 

 

 

 

◎行政相談についての問い合わせ 

 総務省茨城行政評価事務所行政相談課 

 0570-090110 
 

問 市秘書課 内線1212 

図書館映画会／無料 
 
≪ライブラリーシアター≫ 

■とき 10月18日(土)・21日(火)午後２時～ 

■上映作品 ｢ミラクルバナナ｣(2005年/日本/105分) 

 監督 錦織良成  

 出演 小山田さゆり・山本耕史・アドゴリー・緒方拳 

［あらすじ］ 

“バナナの木から紙ができたら、そこに奇跡の物語が生

まれる・・・。実在するプロジェクトがモチーフになっ

てできた感動と元気一杯の物語。” 

大使館派遣員としてハイチ共和国に赴任した三島幸子。

カリブの 貧国といわれるハイチ共和国では学校にいけ

ない子どもも多く、ノートを買い与えてもらいない子ど

ももいる。日本に生まれ育った幸子にとって全てが

ショックであった。 
 
≪子ども映画会≫ 

■とき 10月25日(土)午後2時～ 

■上映作品 アラジンとまほうのランプ/メドゥサの首/ 

      蛙の王子さま/エミリーの赤い手袋(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 

図書館へ行こう！ 
 

市立図書館では、お母さん(お父さん・

おじいちゃん・おばあちゃんも可)と子ど

ものための催し物｢図書館へ行こう｣を行

ないます。 

皆さまのご来場をお待ちしています。 
 
●とき 10月７日(火) 

    午前10時30分～11時30分 

●ところ 市立図書館 ２階映像ホール 

●内容 まんが世界昔話(アニメ上映)、 

    童謡(独唱)、読み聞かせ 

●共催 市立図書館、下妻母親クラブ 
 

問 市立図書館 43-8811 

日時 場所 

10月10日(金)午前10時～午後3時 千代川公民館 小会議室 

10月17日(金)午前10時～午後3時 下妻公民館 1階和室 

秋の行政相談週間 10月20日(月)～26日(日) 

図書館おはなし会/10月 
 
 市立図書館の10月の｢お話の花束

(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 

 10月11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 

案 内 


