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しもつま 広
報 

敬老福祉大会を 

開催します 
 
市内在住の高齢者の方は、ど 

なたでも参加できます。  

芸能発表会も予定しています 

ので、ぜひご参加ください。 
 
◆日時 

 9月21日(月)午前9時～ 

◆場所 総合体育館 

◆申込方法  

老人クラブ会員の方 

 単位老人クラブ役員にお申 

 し込みください。 

老人クラブ会員以外の方 

 8月28日(金)までに介護保 

 険課へお申し込みください。 
 
◎大会当日は、上履きをご持参 

 ください。 
 

問 市介護保険課 内線1538 

案 内 

案 内 

第31回市長杯 

ソフトボール大会抽選会 
 
◆とき 

  ９月19日(土)午後６時30分 

◆ところ 

 下妻公民館２階 学習室 

◆参加費 5,000円 

※抽選会時に参加費とメンバー 

 表(氏名、年齢、住所記入)を 

 ご持参ください。 

◆大会期日 

 10月25日(日)、11月８日(日) 

 ※予備日11月15日(日) 
 

問 下妻市ソフトボール連盟  

   (稲葉) 44-3803 

茨城県知事選挙・衆議院議員総選挙・ 

最高裁判所裁判官国民審査がおこなわれます 
 
【投票日時】８月30日(日)午前７時～午後８時 

【投票所(市内33か所)】 

 郵送される入場券に記載してありますので、投票所をご確認ください。 

【小選挙区】 

 第1選挙区(旧下妻市)、第7選挙区(旧千代川村) 

【郵便等による不在者投票ができる方】 

郵便等による不在者投票または代理記載投票は、市町村選挙管理委員会 

への事前の申請が必要です。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。(投票用紙の請求期限 ８月26日) 

 
【選挙公報】 

 選挙公報は、各候補者および政党等の申請に基づき経歴や政見などが記 

 載されています。新聞折込により配布しますので、新聞を購読していな 

 い方は、お問い合わせください。なお、選挙公報は市役所のほか図書館 

 ・公民館など市の施設にも備え付けますのでご利用ください。 

【期日前投票のできる期間と場所】 

◆期間 茨城県知事選挙 ８月14日(金)～29日(土) 

   衆議院小選挙区・比例代表選出議員選挙 

    ８月19日(水)～29日(土) 

   高裁判所裁判官国民審査 ８月23日(日)～29日(土) 

   ※期日前投票のできる期間が異なりますのでご注意ください。 

 ◆時間 午前８時30分～午後８時 

 ◆場所 第1選挙区(旧下妻市)  市役所本庁舎1階 市民ホール 

     第7選挙区(旧千代川村) 市役所千代川庁舎1階 ホール 

   ※選挙区により投票場所が異なりますのでご注意ください。 

【開票所および開票時間】 

 ◆場所 第1選挙区(旧下妻市)  市役所本庁舎１階 市民ホール 

     第7選挙区(旧千代川村) 市役所本庁舎3階 大会議室 

 ◆時間 午後９時から 

 ◆参観 会場が狭いため、参観人の入場を第1選挙区・第7選挙区それ 

     ぞれ20人に制限し、午後６時から参観整理券を市役所本庁舎 

     西口玄関で配布します。入場は午後８時30分からになります。 

     なお、飲酒等をしての参観はできません。 

【速報】 

 問い合わせ先 市選挙管理委員会 43-2111 

 ※投票・開票状況を市ホームページで見ることができます。 

   ホームページ http://www.city.shimotsuma.lg.jp/ 
        

問 市選挙管理委員会 内線1131・1132 

『第15回近隣男子ビーチボールバレー大会』 

参加チーム募集 
 
●とき  ９月13日(日)午前８時30分集合 

●ところ 市総合体育館 

●種目 ・一般男子の部 

    ・男子シニアの部(50歳以上または 

             チーム合計210歳以上) 

●試合方法 ３または４チームによるリーグ戦の 

      １位による決勝トーナメント 

●チーム編成 １チーム４人(登録は監督を含めて７名 

       まで。監督も選手として出場できます) 

●参加資格 県内在住・在勤の方 

●参加費 市連盟登録チーム 1,000円     

未登録チーム 市内 2,000円 

       市外 1,500円 

●抽選会 ９月６日(日)午後７時 下妻公民館 

●申込方法 申込用紙に参加費を添えてお申し込み 

      ください。 

●申込期限 ８月28日(金) 
 

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 いずれも午前８時30分～午後５時 
 

問 下妻市ビーチボールバレー連盟 

   (粟野) 44-2544 

『第18回ビーチボールバレーリーグ戦』 

参加チーム募集 
 
●日時 10月から平成22年４月(大会日５日間) 

●会場 市総合体育館 他(１チーム30～34試合) 

●種目 男女混合の部 女子の部 

●参加資格 参加選手全員がスポーツ傷害保険に加入 

      １チーム８名以上 

       (男女混合の部は男４名女４名以上、 

        女子の部は８名以上) 

●参加費 男女混合の部 8,000円 

     女子の部 6,000円 

     ※監督会議の際に納入 

●申込方法 申込用紙にメンバーを記入のうえ 

      お申し込みください。 

●申込期限 ８月31日(月) 
 

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 いずれも午前８時30分～午後５時 
 

問 下妻市ビーチボールバレー連盟リーグ戦事務局 

   (沢部) 43-0830 

シルバーリハビリ体操指導士 

養成講座を開催します 
                     
 市では、現在約30名のシルバーリハビリ体操指 

導士が｢元気で活動的な高齢者｣を増やすことを目 

標に、各地区で運動教室を開催しています。 

 ご近所の仲間同士、退職後、時間に余裕があり 

ボランティアに興味がある方など大歓迎です。 

 地域の高齢者と一緒に元気な高齢者をめざしま 

しょう!! 

なお、3級取得後、講習を受けて１級・２級の 

シルバー体操指導士になることが可能です。 
      
◆日程(各日とも午前９時30分～午後３時30分) 

 

 

 

 

 

  

  

  

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 ※初回と 終回は水戸健康プラザで開催され 

  ますが、市からバスを出します。 

 ※全日程参加し、レポートを提出すると3級 

  認定を受けることができます。 

  (補習を受けることは可能です) 
 
◆会場 下妻公民館  

◆対象者 市内在住でボランティア活動に興味が 

     ある50歳以上の方 

     ※養成後、市の介護予防事業で体操の 

      指導や補助をしていただく予定です。 

     ※緊急のやむを得ない事情をのぞき、 

      全日程に参加できること。 

◆定員 25名 

◆持ち物 筆記用具、運動できる服装、 

     上履きシューズ、バスタオル、昼食  

◆申込期限 ９月10日(木) 
 

問 申 市介護保険課 内線1532・1533 

月日 講習内容  

9 月25日(金 )

水戸 

介 護 予 防 と リ ハ ビ リ

テーションの推進 

食生活と栄養 

10月6日(火) 
市開講式 

解剖生理学 

シルバーリハビリ体操 

10月14日(水) 解剖生理学 

シルバーリハビリ体操 

10月20日(火) 解剖生理学 

シルバーリハビリ体操 

10月27日(火) 解剖生理学 

シルバーリハビリ体操 

11月11日(水) 嚥下障害 

運動実技の進め方 

11月17日(火) 
市閉講式 

嚥下障害 

運動実技の進め方 

11月24日(火)

水戸 

老化と病気障害 

高齢者の心理  

シルバーリハビリ体操 

募 集 



健 康  

 

 

特別プログラム 
 

『アクアビクス～特別バージョン第４弾～』 
 

おまたせしました!! 

皆さんの熱いご要望にお答えし、アクアビ

クス特別バージョンが帰ってきました。 

 高校生以上の方であればどなたでも参加で

きますので、ぜひ一緒に楽しみましょう！ 
 
◆日時 9月16日(水) 

    午前11時5分～11時55分 

◆場所 ほっとランド・きぬ 室内プール 

◆対象 高校生以上の方 

◆定員 35名 

◆料金 無料(入館料のみ) 

◆受付開始 

 8月26(水)午前11時からフロントにて 

 受け付けします。 

 なお、電話での申し込みは出来ません。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 ほっとランド・きぬ 

      30-4126 

 

 

県民公開セミナー「がん（肺がん）講演会」 
  「がんにならない がんに負けない～肺がんの予防・早期発見・最新治療について～」 
 

がん対策を進めていくうえで、県民一人一人がいつかは自分でがんになるかもしれないという意識を常に 

持ち、積極的にがんを予防し、検診を受けることが大切です。 

また、たとえがんになっても自分の治療法や療養生活のあり方を主体的に選択できるよう、がんに対する正

しい知識を身につけることが必要です。そこで、がんを知るため、肺がんの予防・早期発見・診断・治療法の

現状について講演会を開催します。 
 
◆日時・場所 

 

 

 
 
   ※詳しくは、県立中央病院ホームページをご覧ください。 

     http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/cyubyo/cancer/kouen.html 

◆対象 一般県民 各会場約200名 ※参加費無料 

◆申込方法 ｢公開セミナー参加希望｣と明記のうえ、参加者氏名・住所・電話番号・参加人数を、電話・Fax 

      またはＥメールにてお申し込みください。 

◆主催 茨城県・茨城県がん診療連携協議会・茨城県立中央病院 
 

問 申 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 企画情報室  

     0296-77-1121 Fax0296-77-2886 Ｅ-mail seminar@chubyoin.pref.ibaraki.jp 

  つくば会場 水戸会場 

日時 ９月12日(土)午後１時30分～４時 ９月26日(土)午後１時～４時 
場所 つくば国際会議場 多目的ホール ホテルテラスザガーデン水戸 

９月の予防接種～ポリオワクチン～ 
 
◆日時 ９月１日(火) 

    受付 午後2時～2時30分 

◆ところ 下妻市保健センター 

◆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(体温は接種会場で測ってください) 

◆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 

◆持参するもの 保険証、受診券、自己負担金 

◆健診日程・会場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市保健センター 43-1990 

特定健康診査・基本健康診査  

 
平成21年度(９月)の特定健康診査・基本健康診査を実施します。 
 
◆対象者・検査項目・健診料 

健診名 
特定健康診査 

(※１) 

基本健康診査 

(※２) 

対象者年齢 40～75歳未満 39歳以下 75歳以上 

身体測定 ○ ○ ○ 

血圧測定 ○ ○ ○ 

腹囲測定 ○ ○ × 

尿検査 ○ ○ ○ 

血
液
検
査 

血中コレステ 

ロール 
○ ○ ○ 

肝機能 ○ ○ ○ 

血糖 ○ ○ ○ 

尿酸 ○ ○ × 

貧血 ○ ○ × 

眼底検査 ○ ○ × 

心電図検査 ○ ○ × 

健診自己負担額 1,000円 1,000円 無料 

クレアチニン ○ ○ ○ 

※１特定健康診査は、下妻市国民健康保  

  険に加入中の方が対象です。 

  健診日の２週間前までに受診券を送 

  付します。 

  また、65歳以上の方には｢生活機能 

  評価問診票｣をあわせて送付します 

  ので、記入のうえ、受診日に持参し 

  てください。 

  なお、下妻市国民健康保険以外の方 

  は、加入している医療保険者(健康保 

  険組合等)にご確認ください。 

※２基本健康診査に該当する39歳以下 

  の方と75歳以上の方は、加入して 

  いる健康保険の種類にかかわらず受 

  診できます。 

  受診券は、平成20年度に受診した 

  方に送付します。 

  新たに希望する方は、保健センター 

  にお申し込みください。 

《次の検診は加入している健康保険の種類にかかわらず受診できます》 

 ◇胸部レントゲン   結核・肺がん検診(40歳以上) ・・・・・・・・・・・・・・ 自己負担額300円 

            結核検診(39歳以下) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 自己負担額700円 

 ◇前立腺がん検診(50歳以上の男性) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 自己負担額500円 

 ◇肝炎ウイルス検査(40歳以上で今までに検査をしたことがない方) ・・・・・・・・ 自己負担額500円 

 ◇肺がん喀たん検査(40歳以上の胸部レントゲン検査を受診した方で希望する方) ・・ 容器代300円 

                                         自己負担額500円 

月日 曜日 健診会場 
受付時間 

午前９時30分～11時30分 午後１時30分～３時 

９月７日 月 下妻市保健センター 峰・本城町 田町・不動宿・新屋敷 

  ８日 火 大宝公民館 横根・平川戸 下木戸 

  ９日 水 大宝公民館 大宝 大串・平沼 

 10日 木 大宝公民館 福田・坂井 北大宝 

 11日 金 下妻市保健センター 堀篭・比毛 小野子町・小野子・下子町 

 ◇今年度75歳の方(昭和9年4月1日～昭和10年３月31日生)は、受診日の年齢により健診内容等が 

  変わります。 

 ◇対象者年齢は、平成22年３月31日現在です。(ただし、75歳になる方を除く) 
 
 ◎後日、健診結果により、説明会・保健指導をおこないます。 
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全国消費実態調査が始まります 
～家計簿の記入をお願いします～ 
 
 ９月から11月までの３か月にわたり全国消費実態調査が実

施されます。 

 ７月から８月にかけて統計調査員が調査票を持ってお宅に伺

いますので、調査員が伺った際には、ご協力をお願いします。  

 なお、調査された事柄は、外部に漏洩しないように厳重に管

理されますので、ご安心ください。 
 

◆調査対象地区 陣屋地区内、本城町地区内、 

        半谷地区内の一部 
  

問 市企画課 内線1316 

労働力調査にご協力ください 
～総務省統計局からのお願い～ 
  

｢労働力調査｣は我が国の就業の状況を調べる調査です。 

就業者数、完全失業者数、完全失業率などの動向が明らかに

され、経済対策や雇用失業対策に役立てられます。 

 知事から委嘱された調査員が調査対象地区内の各世帯に名簿

づくりのために訪問し、名簿をもとに調査世帯を選びます。 

 労働力調査の内容を他に漏らすことや目的外に使用すること

はありませんので、統計調査員が皆さまのお宅に調査のお願い

に伺った際には、ご協力をお願いします。 
 
◆調査地域 平方地区内の一部、古沢地区内の一部 

◆調査期間 ９月下旬 
 

問 県統計課 029-301-2649 

はかりの定期検査を実施します 
 
 取引または証明に使用するはかりは、 

2年に1回定期検査を受けなければなりま

せん。 

 そのため、市では、はかりの定期検査を

実施しますので、 寄りの会場で必ず受検

してください。 
 
◆会場等 

・下妻市役所下妻庁舎東側倉庫 

11月16日(月)・17日(火)・ 

18日(水) 

午前10時30分～正午 

午後１時～３時 

・下妻市役所千代川庁舎北側車庫 

11月19日(木)・20日(金) 

午前10時30分～正午 

午後１時～３時 

 ※どちらの会場でも受検できます。 

◆当日持参するもの 

・手数料(はかりによって違うため1台 

 当たり520円～3,000円程度) 

・はかり(分銅・おもりも持参ください) 

・受検通知ハガキ(前回の受検者の方 

 には、検査日までに郵送します) 
 

問 県指定定期検査機関 

   (社)茨城県計量協会 

   029-225-7973 

 市商工観光課 内線2634 

『市民ステージ』参加団体募集 
 
●とき 10月17日(土) 

    午前11時30分～午後3時30分 

●ところ 砂沼サンビーチ ステージ 

●内容 演奏・踊り等のジャンルは問い 

    ません。参加団体の皆さんに発 

    表の場を提供します。 

●募集団体数 8団体 

 ※申し込みが8団体を超えた場合は、 

  9月1日(火)午後4時から市役所千代 

  川庁舎第一会議にて抽選会をおこ 

  ないます。 

 ※個人、市外の団体は参加できません。 

●発表時間 1団体おおむね30分以内 

      (準備・撤収を含む) 

●募集期間 8月20日(木)～31日(月) 

      午前９時～午後5時 

      ※土・日曜日は除く 
 

問 申 市商工観光課 内線2634 

『事業者広場』参加者募集 
 
●とき 10月17日(土) 

     午前10時～午後4時 

    10月18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できる場 

    を提供します。出展料は無料で 

    すが、販売はできません。 

●募集期間 8月20日(木)～31日(月) 

      午前９時～午後5時 

   ※土・日曜日は除く 
 

問 申 市商工観光課 内線2634 

下水道事業に係る現地調査にご協力を 
 
 下水道工事が完了している地域において、公共下水道台帳 

整備のため現地調査を実施します。 

 市の委託業者が、測量ならびに現地調査に伺いますので、ご

協力をお願いします。 

 なお、委託業者は、市発行の身分証明書を携帯しています。 
 
◆調査期間 ８月17日～12月下旬 

◆調査区域 下記の区域内で下水道工事が完了している地域 

      【下妻地区】 

       下妻(甲・乙・丙・丁・戊)・長塚・砂沼新田・ 

       坂本新田・大木新田・本城町・小野子町・ 

       本宿町・二本紀・田町 

      【千代川地区】 

       田下・下栗・本宗道・宗道・原・羽子・鬼怒・ 

       鎌庭 

◆委託業者 アジア航測株式会社 
 

問 市下水道課 内線1732～1734  

土砂災害防止法に係る 

現地調査にご協力を 
 

土砂災害防止法に基づき、土砂災害危険

箇所の地形図作成のための現地調査を実施

します。 

 調査にともない、住宅等の敷地内へ立ち

入ることがありますので、ご協力お願いし

ます。なお、調査員は、常総工事事務所の

発行する身分証明書および腕章を携帯して

います。 
 
◆調査期間 ８月中旬～11月上旬 

◆調査地区 若柳・下宮・神明・北大宝・ 

      大宝・大串のそれぞれ一部 

◆調査会社 国際航業株式会社  
 

問 県常総工事事務所 

   河川整備課 

   0297-42-2621 

2009しもつま砂沼フェスティバル 『第６５回市民ソフトテニス大会』参加者募集 
 
●日時 ９月20日(日)・21日(月)８時30分集合 

    ※雨天順延 

   《20日》・一般女子の部 

    ・一般女子成年(35歳以上)の部 

         ・ジュニア(小学生)の部 

   《21日》・一般男子の部 

    ・一般男子成年(35歳以上)の部 

    ・シニア男子(60歳以上)の部 

●会場 柳原球場テニスコート 

●試合方法 ダブルスによるリーグ戦もしくはトーナメント戦 

●参加資格 市内在住・在勤・在学する方もしくは下妻市ソフ 

      トテニス連盟に加入している方 

●参加費 １チーム2,000円(学生1,000円) 

●申込期限 ９月４日(金) 
 

問 申 下妻市ソフトテニス連盟事務局 

     (宮本)  44-2805 

     (横島)  090-8722-5591 

『第35回会長杯兼第19回熊倉旗争奪軟式野球大会』 

参加チーム募集 
 
●とき ９月６日・13日・20日・27日(日) 

●ところ 砂沼球場・柳原球場 

●参加資格 市内在住・在勤の社会人で 

      構成するチーム(25人以内) 

●参加費 下妻市軟式野球連盟登録チーム 無料 

     その他のチーム 15,000円 

●申込期限 ８月27日(木)午後５時までに参加費を添えて 

      お申し込みください。 
 
【代表者会議】 

 ８月28日(金)午後７時より、下妻公民館小会議室にて開催 

 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 いずれも午前８時30分～午後５時 
 

問 下妻市軟式野球連盟 (大山) 43-0707 

募 集 

案 内 



相 談 無料相談会を開催します 
 
 弁護士・司法書士・行政書士・税理士・公認会計士・社

会保険労務士・土地家屋調査士・不動産鑑定士が相談に応

じます。法律や行政・税務・会計・労働・社会保険・不動

産についてのご相談のある方はお気軽にご来場ください。 
 
◆日時 ９月６日(日)午前９時30分～午後３時 

    (受付 午後２時30分終了) 

    ※当日受付順、事前予約不可 

◆場所 水戸市民会館101～103号会議室 

    [水戸市中央１-４-１] 
 

問 (社)茨城県不動産鑑定協会 029-246-1222 

平成２１年度 

就学義務猶予免除者等の 

中学校卒業程度認定試験 
 
◆試験日 11月４日(水) 

◆試験会場 茨城県庁[水戸市笠原町978-６] 

◆出願期限等 

 出願書類を書面により提出する場合 

８月21日(金)～９月８日(火) ※当日消印有効 

  《提出先》 

    文部科学省生涯学習推進課 

    〒100-8959[東京都千代田区霞ヶ関３-２-２] 
 
◎受験手続きなど詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 文部科学省生涯学習推進課 03-5253-4111 

    県義務教育課 029-301-5220 

住宅用火災警報器について 
 
◆茨城西南地方広域市町村圏事務組合火災予防条例により、  

 平成18年６月１日から新築される住宅には住宅用火災警 

 報器等の設置が義務付けられています。なお、既存住宅 

 については、平成23年６月１日までに設置してください。 

◆住宅用火災警報器等は、煙式のものを寝室や階段に設置 

 してください。 

◆住宅用火災警報器等は、｢ＮＳ｣マークのある商品の購入 

 を推奨します。 

◆住宅用火災警報器等は、 寄りの防災機器販売業者また 

 はホームセンター等にて取り扱われています。 

◆悪質な訪問販売等には、十分注意してください。 
 
◎詳しくは、 寄りの消防署にお問い合わせください。 
 

問 茨城西南地方広域市町村圏事務組合  

   消防本部予防課 0280-47-0129  

   下妻消防署 43-1551 

平成２２年度 

『自動車整備科推薦入学者』募集 
 
●訓練科名 自動車整備科 ２年 

●募集定員 10名 

●訓練内容 

 ２級自動車整備士試験の合格を目標に、エン 

 ジン・シャシの分解整備、故障診断・点検・ 

 検査など専門的な知識技能を学びます。 

●応募手続き等 

 ・応募資格 平成21年度に高等学校を卒業 

       または卒業見込みの方 

・受付期間 ９月16日(水)～10月２日(金) 

・提出書類 入学願書、推薦書、調査書 

・試験日  10月９日(金) 

・選考内容 推薦書および調査書、面接、 

      小テスト(数学) 

・試験場所 県立古河産業技術専門学院 

・合格発表 10月16日(金) 
 

問 申 県立古河産業技術専門学院 

     0280-76-0049 

     [古河市諸川1844] 

『在職者訓練講座』受講生募集 
 
●会場 古河産業技術専門学院 

●受講料 各講座 2,900円 

●受付開始 

 8月25日(火)午前９時～ 

●申込方法 

 申請書に記入押印し、受講料を添 

 えてお申し込みください。 

 定員になり次第締め切ります。 

 ただし、受付開始日の午前９時に 

 定員を超えていた場合は、その時 

 点で抽選します。 

 

問 申 県立古河産業技術専門学院 0280-76-0049[古河市諸川1844] 

コース 講座名 定員 内容 日時 時間 

１ 

福祉住環境コー

デ ィ ネ ー タ ー 

2 級 受 検 対 策 

(住環境編) 
15名 

福祉住環境コーディ

ネーター2級受検対

策(住環境編) 
9/26(土) 

10/3 (土) 
9:00 

～17:00 

２ 

福祉住環境コー

デ ィ ネ ー タ ー 

2 級 受 検 対 策 

(福祉編) 
15名 

福祉住環境コーディ

ネーター2級受検対

策(福祉編) 
10/10(土) 

  17(土) 
9:00 

～17:00 

３ 
品質管理 

セミナー 
10名 

品質管理、品質保証

の実務，QC七つ道

具の有効活用法など 

10/3(土) 

  10(土) 

  17(土) 
9:00 

～16:00 

平成２２年度 推薦入学者選考試験 
 
 産業技術短期大学校は、開かれた短期大学校として｢IT

のプロフェッショナル｣を育成している県立の短期大学校

です。高等学校の新卒者ばかりでなく、おおむね35歳ま

での社会人応募枠も設けています。 

 ITのプロフェッショナルを目指してみませんか。 
 
◆募集科名 情報通信科、情報処理科 

◆受付期間 高等学校新卒者 

       9月14日(月)～10月1日(木) 

     高等学校既卒者 

      前期日程 9月9日(水)～10月7日(水) 

◆試験日 高等学校新卒者 10月8日(木) 

    高等学校既卒者 10月10日(土) 
 

問 申 県立産業技術短期大学校 

     029-269-5500 

ホームページ http://www.ibaraki-it.ac.jp 

個人事業税第一期分の納付について 
 

個人で事業をしている方は、一定の所得を超

えた場合に個人事業税が課税され、原則として

２回に分けての納付になります。 

なお、第１期分の納税通知書を８月中旬に送

付しますので、８月31日(月)の納期限までに必

ず納付してください。 
  
◎納税に便利な口座振替制度もありますので、 

 詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 筑西県税事務所 

   課税第一課(課税について) 24-9192 

   総務課管理担当(口座振替について) 

   24-9184 

平成２１年度 

給水装置工事配管技能者講習会 
 
◆日時 10月18日(日) 

◆会場 県立水戸産業技術専門学院 

    [水戸市下大野町6342] 

◆申込書配布期限 ８月28日(金) 

◆申込期限 ９月４日(金) 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 茨城県管工事業協同組合連合会 

     029-240-5617 

いつでも安全・安心できる水道にご加入を 
 
《井戸水を利用している方へ》 

井戸水は、雨や農薬等の有害物質・家庭からの生活排水・ 

事業所等からの排水などの周辺環境の影響を受けやすく、 

汚染される可能性があります。 

井戸水が汚染されると、一般細菌・大腸菌などの有害な 

 病原菌が混在することもあります。 
 
《安心できる水は｢水道水｣で》 

市では、みなさんが安心して水道水を飲むことができる 

よう、浄水場で地下水の不純物を取り除き、さらに、塩 

素による殺菌消毒をおこない、きれいな水にしてからみ 

なさんのご家庭や事業所に送っています。 

 また、みなさんの地域の公民館等で採水した水を、専門 

 の検査機関で、水道法に定められている50項目の水質基 

 準に基づき、厳しい水質検査をおこなっています。 

 いつでも安全で、安心できる水道にご加入をお願いします。 
 

問 市水道事業所 44-5311 

～すばらしき経営を目指して～ 

経営革新で経営基盤の強化を図りましょう 
 

中小企業の経営基盤を強化するにあたり、中

小企業新事業活動促進法による経営革新計画に

ついて県知事の承認を受けるためには、｢将来

あるべき姿｣を明確にした経営革新計画書の作

成が不可欠となります。 

今回、経営革新｢中小企業新事業活動促進法｣

の認定を受けられるよう必要な知識を得るため

の講座を開催します。ぜひ、ご参加ください。 
 
【第1部】 

◇テーマ ｢なくては困る会社になる 

      ～経営革新と経営品質～｣ 

◇講師 ㈱ヤマオコーポ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 

◇日時 8月25日(火)午後７時～9時 

◇場所 下妻市商工会館 会議室[長塚74-1] 

【第2部】 

◇テーマ ｢ピンチをチャンスに変える経営 

     革新の方法｣ 

◇講師 合資会社ハンプティ 

    代表 宮田 貞夫 氏 

◇日時 9月1日(火)・18(金)午後７時～9時 

◇場所 下妻市商工会館 会議室[長塚74-1] 

【第3部】 

◇｢経営計画書作成講座｣ 

◇講師 合資会社ハンプティ 

    代表 宮田 貞夫 氏 

 ※日程は1部・2部に参加した方に連絡します。 
 
◆申込期限  8月24日(月)午後5時まで 

       ※参加費無料 
 

問 申 下妻市商工会 43-3412 

募 集 案 内 

案 内 



募 集 平成２１年度『介護の日』作文募集 
 

県では，介護に対する理解と認識を深め，介護従事者，介

護サービス利用者および介護家族を支援し，地域社会の支え

合いや交流促進を目的として設定された｢介護の日｣(11月

11日)の趣旨を踏まえて，県民誰もが介護について考える

きっかけとするため，作文コンクールを実施します。 

詳しくは、県介護保険室ホームページまたは市介護保険課

にある応募用紙をご覧ください。 
 

問 申 県介護保険室 029-301-3332 

       ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/ 

            bukyoku/hoken/kaigo/ 

『下妻デジカメクラブ』会員募集 
 
 パソコンを使って、デジカメで撮った家族 

や旅行での写真を編集したり、年賀はがきを 

作ったりして楽しみませんか。 

 ｢パソコンをやってみたい｣と思っている方、

初歩から教えます。 

 皆さんふるってご参加ください。 
 
●日時 毎月第２・第３火曜日 

    午前９時30分～11時30分 

    ※９月から実施 

●場所 下妻公民館 視聴覚室 

●募集人員 市内在住の方 13名 

●募集期限 ８月31日(月) 

      ※定員になり次第締め切ります。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 下妻デジカメクラブ 

     (青木) 44-5350 

砂沼サンビーチ 

『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30日(水)   ｢美｣秋のアレンジ 

    第2回10月21日(水) ｢笑｣ハッピー・ハロウィン 

    第3回11月18日(水) ｢幸｣メリークリスマス 

    第4回12月16日(水) ｢新｣お正月(和スタイル) 

◆時間 午前の部 午前10時～正午 

    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20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 

『みどり香るまちづくり』 

企画コンテスト募集 
 
◆趣旨 

 まちづくりに｢かおり｣の要素を取り込むこ  

 とで、良好なかおり環境を創出しようとす 

 る地域の取組を支援することを目指します。 

◆対象団体 

 地方公共団体、民間企業、学校法人、 

 商店会、町内会等の住民団体やNPOなど。 

◆対象企画 

 かおりの樹木・宿根草・その他の草花を原 

 則として150本(株)程度以上(かおりの樹木 

 30本程度以上を含む)用い、街区・近郊地 

 区等の｢みどり香るまちづくり｣を演出する 

 企画であること。 

◆募集期限 

 10月30日(金) ※当日消印有効 
 
◎詳しくは、環境省ホームページをご覧くだ 

 さい。 

  http://www.env.go.jp/air/akushu/  

  midori_machi/index.html 
 

申 (郵送先・相談窓口) 

  社団法人 におい・かおり環境協会 

  03-5835-0315 

  〒101-0031[東京都千代田区東神田 

  2-6-2 タカラビル4階] 
 

問 環境省大気生活環境室 

   03-5521-8299 
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しもつま 広
報 

児童扶養手当の現況届を提出してください 
 

 児童扶養手当を受けている方は、今後の受給資格要件を確認するために毎年8月に現況届の提出が必要です。 

 この届により、受給者および扶養義務者の前年の所得の状況と児童の養育状況を確認します。現在、所得制

限等により手当を受給していない方も届出が必要です。 

 対象の方には、個別に通知しますので、手続きをしてください。 

 この届を忘れると手当の支払が一時差止になりますのでご注意ください。 

 また、２年間提出がされないときは、時効により受給資格が喪失となります。 
 
◆受付日時 8月11日(火)～31日(月) 

      午前9時～11時、午後１時～4時 ※平日のみ受付 

◆受付場所 市役所第二庁舎１階 福祉事務所 

◆持参するもの 

《全員持参するもの》 

・現況届の用紙 

・養育費に関する申立書 

・住民票上の世帯分離について(調書) 

・印鑑 

 

※面談の結果、他にも個別に必要書類を持参していただく場合があります。 
 

問 市福祉事務所 内線1578 

母子家庭の方の自立に必要な相談を 

受け付けています 
 
◆相談内容 

 職業能力開発のための講座受講に関する｢自立 

 支援教育訓練給付金事業｣、自立のための就労 

 を支援する｢自立支援プログラム策定事業｣、 

 児童の修学資金や修業資金等の｢母子福祉資金 

 貸付｣等の制度利用に関する相談。 

◆日時 

 月曜日から金曜日 午前10時～午後3時 

◆予約方法 

 県西県民センター地域福祉室母子自立支援員 

 までお電話ください。相談日時について個別 

 にご案内します。 
 

問 県西県民センター 

   地域福祉室(筑西合同庁舎内) 

   母子自立支援員 24-9156 

《該当する方のみ持参するもの》 

 ・平成21年1月1日以降に下妻市に転入された方 

   平成21年度所得証明書(扶養人数のわかるもの) 

 ・受給開始より5年間を過ぎた方(対象者には個別に通知します) 

  適用除外事由届および事由を証明する添付書類 

高道祖排水処理施設使用料の 

減免申請について 
 

高道祖排水処理施設区域内において、合併処理浄化槽

を設置し、維持管理(保守点検および清掃)を定期的に実

施している場合、または、平成21年1月1日現在で、進

学や治療等により遠隔地に居住している方のいる世帯に

ついては、使用料が減免になります。 

減免を受けるには申請が必要です。 
  
◆添付書類 ｢維持管理報告書等｣または 

      ｢遠隔地に居住していることがわかる書類｣ 

※いずれもコピー可 

◆申請方法 農地整備課にある申請書に記入押印のうえ 

      添付書類を添えて申請してください。 

      郵送でも受け付けします。 

◆申請期限 ８月21日(金) 
 

問 申 市農地整備課(千代川庁舎) 内線2613 

ビアスパ－クしもつま ふれあい体験農園 
～夏の思い出に「ぶとう・梨」の収穫体験に 

                    参加してみませんか～ 
 
◆品種・期間・料金 

 ぶどう(デラウェア) ８月上旬～中旬   １キロ800円 

 梨(幸水梨)     ８月中旬～下旬   １キロ450円 

 ぶどう(巨峰)    ８月下旬～９月中旬 １キロ1,100円 

 梨(豊水梨)     ９月上旬～中旬   １キロ400円 

※料金・収穫時期は変更になる場合がありますので、 

 事前にお問い合わせください。 

◆開催時間   

 《午前の部》午前10時～正午 

 《午後の部》午後１時～４時 

※期間中、毎日開催 

 (休館日 第２火曜日。雨天の場合、 

  中止する場合もあります) 
 

問 ビアスパークしもつま 30-5121 

案 内 

案 内 


