
    「文学講演会」を開催します 
     
◆日時 ５月10日(日)午後１時40分 

    ※横瀬夜雨記念会総会終了後 

◆場所 下妻公民館 大会議室 

◆内容 演題 ｢横瀬夜雨書簡集について｣ 

    講師 茨城高専名誉教授 横瀬 隆雄 先生 

◆参加費 無料 
 

問 横瀬夜雨記念会(横瀬) 44-1325 

案 内 
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防犯灯の設置について 
 
 市では、夜間における犯罪の防止と通行の安全を図

るため、市が管理する道路・公園等に防犯灯を設置し

ています。 
 
◆設置を希望する場合は 

防犯灯の設置希望がある場合は地元代表区長および 

自治区長にご相談ください。 

申請後、現地調査をおこない、設置の可否を決定し 

ます。 

設置に係る費用は、市が負担しますが、設置後の球 

切れ・電気料金等、維持管理に係る費用は原則とし 

て地元自治区になります。 
 

問 市民安全課 内線1433 

｢定額給付金｣・｢子育て応援特別手当｣の 

申請を受け付けます 
  
《郵送で申請する場合》  

申請書に振込先口座など必要な事項を記載押印 

して、｢公的身分証明書(※注1)｣と｢振込先預金 

通帳(※注2)｣の写しを同封のうえ、返信用封筒 

にて郵送してください。 
  
《市役所窓口等で申請する場合》  

申請書に振込先口座など必要な事項を記載押印 

して、｢公的身分証明書(※注1)｣と｢振込先預金 

通帳(※注2)｣の写しまたは原本を持参してくだ 

さい。 

 

 

 ※注１ 

   申請者本人の｢運転免許証｣、｢写真付き住民 

   基本台帳カード｣、｢外国人登録証明書｣の 

   写し。 

   持っていない場合は、健康保険証等の写し。 

 ※注２ 

   通帳の写し。(通帳を開いて、なまえがフリ 

   ガナで記載されている面) 

   世帯主の口座への振込みが基本となります。 

 
  (通帳のイメージ図) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、給付日については、｢交付決定通知書｣にてお

知らせします。 
 
◎詳しくは、４月号｢広報しもつま｣をご覧ください。 
 

問 市定額給付金対策室 内線1926～1928 

母子家庭等のみなさん 

児童扶養手当をご存じですか 
 
◆児童扶養手当とは・・・ 

父母の離婚などで父と生計を同じくしていない 

児童、父が重度の障害の状態にある児童、父か 

ら１年以上遺棄されている児童、父が１年以上 

拘禁されている児童の養育者に対して、児童が 

18歳の年度末(障害児の場合には20歳の誕生月) 

まで支給される手当です。 

なお、父子家庭は該当しません。 
 
【手当額(月額)】 

 児童数 １人 41,720円 

     ２人 46,720円 

     ３人以上 ２人の額に一人につき 

          3,000円を加算した額 
 
【支給月】 

 申請月の翌月分からの手当を4月・8月・12月 

 に支給します。 
 
※注意事項 

所得制限があり、所得によっては手当の一部 

または全部が停止になります。 

同居または同一住所地にお住まいの方の所得 

も認定審査の対象となります。 

 また、受給者や児童が公的年金を受けること 

 ができるときや母が婚姻をしていなくても事 

 実上の婚姻関係にあるときは該当しません。 

 

母子家庭・父子家庭のみなさん 

児童学資金をご存じですか 
 
◆児童学資金とは・・・ 

事故や疾病、離婚またはその他の事由により、 

母子・父子世帯となった家庭、あるいは両親の 

いない児童の養育者に対し、義務教育(小・中学 

校)過程の児童を対象に支給される市独自の制度 

です。 

既に受給中の方は、4月中に現況届の提出をお願 

いします。 
 

【支給額】 

 対象児童1人につき 

 月額3,000円 
 
【支給月】 

 申請月分からの学資金を4月・7月・10月・1月 

 に支給します。 

 

◎いずれも申請には添付書類が必要となります 

 ので、詳しくはお問い合わせください。 
 

問 市福祉事務所 内線1576   

ご利用ください 

高齢者福祉タクシー 
 

平成21年度高齢者福祉タクシー利用助成券の交付

申請を受け付けています。 
 

◆対象者 

・在宅で、75歳以上のひとり暮らし世帯および 

 高齢者のみの世帯 

・在宅で、80歳以上の高齢者 

 ※今年度75歳または80歳になる方は、誕生日以降 

  に申請することができます。 

【対象とならない方】 

 ・障害者タクシー利用助成事業の利用者 

 ・現に車を所有し、運転できる方 

 ・自動車税および軽自動車税の減免を受けている方 

◆助成額  

１回当たり500円(年間12枚)を 

限度に助成券を交付します。 

なお、10月から3月までに申請し 

た方は、6枚の交付となります。 

◆必要書類 

・介護保険被保険者証または後期高齢者被保険者証 

・印鑑 

◆申請方法 

必要書類をお持ちのうえ、介護保険課(市役所本庁 

舎)またはくらしの窓口課(千代川庁舎)で申請してく 

ださい。 
 

問 市介護保険課 内線1538 

駐車禁止除外規定の見直しについて 
 
 ４月1日から、県道路交通法施行細則の一部改正に

より駐車禁止除外規定が見直され、身体障害者の方に

関しては標章交付対象の等級等が変更になりました。 
 
《改正点(対象範囲を見直したもの)》 

 ※上記等の対象等級に準じる障害を有している歩行困難 

  な方については、医師の診断により対象となる場合も 

  ありますので、詳しくはお問い合わせください。 
 
《対象等級一覧》 

問 下妻警察署 交通課 43-0110 

   県警本部交通規制課 都市交通対策係 

   029-301-0110 

 障害区分 改正前 改正後 

下肢不自由 1級から３級の１ 1級から４級 

移動機能障害 1級から２級 1級から４級 

障害区分 障害の級別 

視覚障害 １級から3級および４級の1 
聴覚障害 ２級および3級 

平衡機能障害 ３級 

上肢不自由 １級、２級の１および２級の２ 

下肢不自由 １級から４級 

体幹不自由 １級から３級 

乳幼児期以前の

非進行性の脳病

変による運動機

能障害 

上肢 

機能 

１級および２級(一上肢のみに運

動機能障害がある場合を除く) 
移動 

機能 
１級から４級 

心臓機能障害 １級および３級 

じん臓機能障害 １級および３級 

呼吸器機能障害 １級および３級 

ぼうこうまたは直腸の

機能障害 
１級および３級 

小腸機能障害 １級および３級 

ヒト免疫不全ウイルス

による免疫機能障害 
１級から３級 

 

案 内 

シモツマ タロウ 様 

番号 口座番号 

123  1234567 

○○銀行 

○○支店 



健 康 

市内の催し 

市外の催し 

「こども環境フェスティバル２００９」 
 

次代を担う子どもたちが、霞ヶ浦や環境問題につ

いて楽しみながら学べる催しを、たくさん用意して

います。ぜひご来場ください。 
 
◆日時 ５月５日(火)午前９時30分～午後３時 

◆会場 霞ケ浦環境科学センター 

    [土浦市沖宿町1853] 

◆テーマ ｢未来にのこそう 美しい湖 美しい地球｣ 

◆内容 ・こども環境フォーラム 

   ・霞ヶ浦ウルトラクイズ 

   ・おもしろ科学教室 

   ・研究室の一般公開 

    ・体験教室(アクリルタワシ、竹とんぼ、 

          投網、押し花など) 

    ・外来魚の試食 

    ・飲食コーナー 

◆入場料 無料 

◆送迎バス  土浦駅東口から無料送迎バスを運行 

      (時間はお問い合わせください) 
 

問 県霞ケ浦環境科学センター 

   029-828-0961 

   ホームページ 

   http://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/ 

「春のアクアイベント」 
 
◆日時 ５月10日(日)午後１時～３時 

◆場所 ほっとランド・きぬ 室内プール 

◆対象 

 当日来館した方なら、子どもから大人まで、幅広い 

 年齢層の参加ＯＫ！ 

 ※小学校３年生以下は保護者同伴となります。 

◆参加費 無料(入館料のみ) 

◆内容 

 ①わくわく つり堀 

  (何が釣れるかは、プールに来てからのお楽しみ) 

 ②すべって・すべってプールへドボ～ン 

  (大滑り台をうまくすべろう) 

 ③フラフープくぐり＆浮き島カヌーレース 

  (水中フラフープをくぐった後は、カヌーに挑戦) 

 ④水上綱引き 

  (水の中で＂ソーレｯ！・ソーレｯ！＂) 

 ⑤のこった・のこった 浮き島相撲 

  (バタ足が勝負の分かれ道) 

⑥水の中で『レッツ! ダンスィング!!』 

 (キッズアクアビクス) ※大人も大歓迎です！ 
 
★内容盛りだくさんでお待ちしていますので、お友達 

 やご家族みんなで遊びに来てください。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 ほっとランド・きぬ 30-4126 

市立図書館 春の集い 

「本のリサイクルフェア」に 

ご協力を 
 

市立図書館では、４月19日(日)の

春の集いに｢本のリサイクルフェア｣

を実施します。 

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です。 

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。 
 

◆受付期限 ４月17日(金) 

◆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 

小貝川ふれあい公園 

「春の山野草展」 
～一足早い春を感じて見ませんか～ 
 

下妻市自然愛護協会の方が丹精こめて育てた、身近

な山野草を約300点展示します。 

 春のふれあい公園の散策を兼ねて、 

ぜひご来館ください。 
 
◆とき ４月24日(金)～26日(日) 

    午前９時～午後４時30分 

    ※26日(日)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 

◆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 

入館無料 

４月の予防接種～ポリオワクチン～ 
 
◆日時 ４月30日(木) 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 

脳検診の補助 
 
 脳疾患の早期発見と脳疾患予防を目的として、脳検

診料の２分の１(限度額20,000円)を補助します。 
 
◆対象者 

 市内在住の40歳以上の方で、次に該当する方。 

  (１)医療機関で脳検診を受診し、受診料が健康保 

     険対象外の方 

  (２)市税等を滞納していない方 

◆受付期間 

 ５月1日(金)～10月29日(木) 

 ※土・日曜日、祝祭日を除く 

◆手続き方法 

 ①印鑑を持参のうえ、下妻市保健センターにお申し 

  込みください。 

②病院、医院等で検診を受ける。 

③受診後、20日以内に病院・医院等が発行した領 

 収書原本・印鑑・口座番号のわかるものを持参し 

 補助金の申請をしてください。 

◆その他 

・脳検診とその他の検査を合算した領収書の場合、 

 脳関連検査(MRI脳実質撮影・MRA脳血管撮影・ 

 頚椎Ｘ線撮影)のみが対象になりますので、内訳 

 がわかる領収書をご持参ください。 

・受付人数は予算の範囲内です。  

・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。 
 

問 市保健センター 43-1990 

「離職者支援就職面接会」を 

開催します 
 

企業の業績悪化などにより離職し、

仕事を探している方を対象に、就職面

接会を開催します。 

県内企業約20社が参加しますの

で、履歴書を複数持参のうえ、ご参加

ください。 

 

 ◆日時 ４月23日(木)午後１時 

 ◆場所 筑西合同庁舎 

 

◎詳しくは、お問い合わせください。 

 

問 県労働政策課 

   029-301-3645 

平成21年度から 

労働保険年度更新期間が6月1日～7月10日 

申告・納付期限が7月10日に変わります 
 
 法改正により、平成21年度から更新期間、申告・納付期限等が

次のように変更になります。 
 
◆労働保険の年度更新期間       6月1日～7月10日 

◆労働保険概算・確定/石綿被害者救済法一般拠出金 

 申告書の申告・納付期限            7月10日 

  ※申告書と併せて提出する申告関係書類(建設事業における 

   一括有期事業報告書など)の提出期限     7月10日 
  

なお、保険料を算定する期間は、従来どおり前年の4月から本年

の3月までとなります。 

 また、労働保険料の納付期限についても、第2期分が10月31日

まで、第3期分が1月31日までにそれぞれ変更されます。 
 

問 茨城労働局労働保険徴収室 029-224-6213 

案 内 

 

案 内 



 ビアスパークしもつま 

 ～地ビールレストランが 

            変わります～ 
 

本格中華！広東名菜「好好
ハオハオ

」として 

４月15日(水)午後５時からリニュー

アルオープンします。 

皆さんのお越しをお待ちしています。 
 
 ※15日(水)昼の営業はお休みです。 
 

 問 ビアスパークしもつま 

     30-5121 

お知らせ版  No.2 
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平成２１年度 

『市民ソフトテニス(軟式テニス)教室』 

参加者募集 
 
●日時 

 11月29日(日)までの毎週日曜日  

 午前9時～12時 ※雨天中止  

●場所 市営柳原球場テニスコート 

●対象者 

 初心者、初級者、中級者で市内在住または在勤の 

 小学生から中高年の方、および下妻市ソフトテニ 

 ス連盟に加入している方 

●参加費(年間) 

 大人 1,000円(スポーツ安全保険料は別途) 

 子供 2,100円(スポーツ安全保険料を含む) 

●用意する物 

 ソフトテニス用ラケット、テニスシューズ、 

 運動できる服装 

鯉のぼりを鬼怒川に泳がせよう 
～鯉のぼり設置参加者募集～ 
 

５月17日(日)の｢第18回花とふれあいまつり｣に向けて、鬼怒

フラワーラインに鯉のぼりを泳がせます。そこで、親子で鯉のぼ

り設置に参加してくれる方を募集します。 

 鯉のぼりを自分の手で設置して鬼怒川で泳がせてみませんか。 

 また、家庭でいらなくなった鯉のぼりがあれば、都市整備課

(第二庁舎)または商工観光課(千代川庁舎)までお持ちください。 

 なお、｢吹き流し｣は設置できませんので、ご了承ください。 
 
●日時 ４月19日(日)午前９時集合 ※雨天決行 

●場所 鬼怒フラワーライン 

●持ち物 飲み物、軍手 

●主催 花と１万人の会 
 

問 花と１万人の会事務局(市都市整備課内) 

   内線1722 

田植え体験をしてみませんか 
 

ビアスパークしもつま内“ほたるの

里”では、ホタルが生息できる環境づく

りをおこない、ホタル用の田んぼも作っ

ています。 

 ボーイスカウトの皆さんと一緒に｢田植

え体験」をしてみませんか。 
 
●日時 ５月６日(水・振替休日) 

    午前９時30分～(約２時間) 

●対象 小学生以上 

●参加費 無料 
 

問 申  
 
 下妻ほたるの里づくり研究会事務局 

 (市農政課内) 内線2624 

 ※研究会では、会員を随時募集して 

  います。 

＜ちょうちょうクラブ＞ 

◇日時 毎週火曜日10:30～11:30 

     ※夏休み等活動休止期間あり 

◇場所 リフレこかい・下妻公民館 学習室・ 

    大宝公民館 大会議室等 

◇対象 就園前の幼児と母親・子育て支援に 

    興味のある方 

◇内容 季節の行事や体操・工作・趣味の講座等 

◇会費 親子１組 年会費1,000円 

    (子供2人の場合は1,500円) 

◇保険 年間 大人190円 子供180円 

＜あおむしクラブ＞ 

◇日時 不定期 火曜日13:00～15:00 

     ※夏休み等活動休止期間あり 

◇場所 大宝公民館 大会議室 

◇対象 パネルシアターのボランティアに 

    興味のある方 

◇内容 パネルシアターの製作・上演等 

◇会費 500円 

    (あおむしクラブのみの入会の場合) 

◇保険 年間 大人190円 

平成21年度 『下妻母親クラブ』会員募集～子育てママ、一緒におしゃべりしませんか～ 
 
下妻母親クラブは地域の子供たちの健全育成を目的として、母親たちが企画・運営するクラブです。活動日に

は会員が協力し合い、自主的に楽しく活動しています。育児に役立つ研修・趣味の講座などを楽しみながら学

び、子育てのネットワークを広げてみませんか。 
 
 ◆全体説明会      ４月15日(水)10:30～(受付 10:00～) 大宝公民館 大会議室 

 ◆全体総会・入会手続き ４月22日(水)10:30～(受付 10:00～) 大宝公民館 大会議室 
 
 ＜ゆりかごクラブ＞ 

 ◇日時 毎週火曜日10:30～11:30 

      ※夏休み等活動休止期間あり 

 ◇場所 下妻公民館 １階和室等 

 ◇対象 ０か月～１歳のお誕生月の乳幼児と 

     母親・子育て支援に興味のある方 

 ◇内容 赤ちゃんとの室内遊び・講座等 

 ◇会費 親子１組 年会費1,000円 

     (子供2人の場合は1,500円) 

 ◇保険 年間 大人190円 子供180円 
 
 

 

 ＜ねずみっこクラブ＞ 

 ◇日時 毎週水曜日10:00～13:00 

      ※夏休み等活動休止期間あり 

 ◇場所 働く婦人の家 体育館 

 ◇対象 ビーチボールバレーに興味のある方 

 ◇内容 ビーチボールバレーの練習・大会参加等 

 ◇会費 500円 

     (ねずみっこクラブのみの入会の場合) 

 ◇保険 年間 大人190円 
 
 
 
  ※活動日時・場所等については、変更になる場合がありますので、ご了承ください。 
 
 ◆各クラブへの申込方法 

  説明会または福祉事務所・下妻公民館・大宝公民館・千代川公民館に置いてある申込書に必要事項を 

  記入のうえ、4月22日(水)の全体総会・入会手続きまでに提出してください。 

 なお、会員は随時募集します。 
 

問 市福祉事務所 内線1576 

下妻市都市計画マスタープラン(案)に 

対する市民意見の公表について 
 

皆さんから募集した下妻市都市計画マスタープラン(案)に対する

市民意見の概要と、これに対する市の考え方を公表します。 
 
◆公表の場所 

１．都市整備課内(市役所第二庁舎 ２階)での閲覧 

    閲覧期間 ４月10日(金)～30日(木) 

         ※土・日曜日、祝日を除く午前９時から午後５時 

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

問 市都市整備課 内線1725 

『第７回連盟杯ソフトテニス大会』 

参加者募集 
 
●日時 ５月３日(日)午前8時30分集合 

    ※雨天の場合 ５月４日(月) 

●場所 市営柳原球場テニスコート 

●試合種目 

 一般男子の部、一般女子の部 

 シニア男子の部、ママさんの部 

 ジュニア(小学生)の部 

●参加資格 

 市内在住、在勤、在学の方もしくは下妻市 

 ソフトテニス連盟に加入している方 

●試合方法 

 ダブルスによるリーグ戦およびトーナメント戦 

●参加費 

 １チーム 2,000円(小学生は1,000円) 

●申込締切 ４月23日(木) 

問 申 下妻市ソフトテニス連盟事務局 (宮本) 44-2805 (横島) 43-8166  

当日会場でも 

申し込みを 

受け付けます 

募 集 

案 内 

募 集 



日時 会場 

４月18日(土) 

13:30～16:30 JICA筑波 

４月29日(水・祝) 

13:30～16:30 つくば国際会議場 

『青年海外協力隊・シニア海外ボランティア』 

募集 
 

開発途上国の人々と共に生活し、相互理解を図り

ながら、あなたの技術や経験を活かして、その国づ

くりに貢献する海外ボランティアに参加してみませ

んか。 

まずは体験談＆説明会にお越しください。JICA

スタッフ、ボランティアOB・OGが皆さんの質問・

相談にお答えします。 
 
●募集資格(５月18日現在の年齢) 

青年海外協力隊 満20～39歳 

シニア海外ボランティア 満40～69歳 

●応募方法 

所定の応募書類(健康診断書を含む)を郵送にて 

提出してください。 

●願書受付 ５月18日(月) ※当日消印有効 
 

 《体験談・説明会》 

 

 

 

 

 
※参加無料、事前申し込み不要、途中入退室自由 

 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 JICA筑波 029-838-1111 

     午前９時30分～午後５時45分 

     ※土・日曜日、祝日除く 

ホームページ http://www.jica.go.jp 

『ハーモニーフライトいばらき2009』 

参加者募集 
 
 県では、地域のリーダーを育成するため、男女共同

参画をはじめ、環境・福祉・教育のテーマについて海

外研修を実施します。 
 
◆応募資格 

 30歳以上61歳未満(４月１日現在)で、5年以上県 

 内に居住している女性 

 ※県主催の海外派遣事業に参加経験がある方、国 

  または地方公共団体の議会の議員および公務員 

  は不可。 

◆研修先 

 オランダ・フランス 

◆派遣時期  

 10月25日(日)～31日(土) 7日間 

 ※このほか、研修(事前3回・事後1回)を予定。 

◆参加費 

 ２4万円程度(渡航経費の1/2、事前・事後研修費など) 

◆募集人員 １3名 

◆応募方法 

 申込書等を市企画課へ提出してください。 

 ※応募にあたっては、いくつかの書類・要件が必要 

  となります。 

◆募集期間 4月1３日(月)～5月1３日(水) 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
  

問 県女性青少年課 029-301-2178 

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

   市企画課 内線1312 

自動車税の納税証明書は 

車検のときまで大切に保管を 
 

５月に発送予定の納税通知書で自動車税を納め

ると、領収証書に納税証明書(継続検査用)が付い

てきます。 

 この納税証明書は車検のときに必要になります

ので、大切に保管してください。 

 また、自動車を譲渡する場合は、譲受者に必ず

納税証明書を渡してください。 

なお、納税証明書に自動車のナンバー等が印刷

されていないものは使用できませんのでご注意く

ださい。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 筑西県税事務所 24-9184 

平成21年度 

 『市政モニター』追加募集 
 
●応募要件 

 ・市内在住の満20歳以上の方 

 ・公職を有していない方 

●募集人数 １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 ４月30日(木) 
 

問 申 市秘書課 内線1212 

５月１日から７日は憲法週間です 
 

５月３日の憲法記念日を中心に５月１日から７

日までの１週間を憲法週間としています。 

基本的人権の尊重は日本国憲法の重要な柱の一

つであり、すべての人の人権が尊重される社会が

実現されなければなりません。身近で起こる差別

や偏見について一人一人が考え、人権尊重の意識

を高め、豊かな人間関係をつくりましょう。 

人権問題でお困りのときは、ご相談ください。 
 
 みんなで築こう 人権の世紀 

  ～考えよう 相手の気持ち 

         育てよう 思いやりの心 ～     
 

問 水戸地方法務局 下妻支局 43-3935 

 市福祉事務所 人権推進室 内線1583 

                   1584 

平成２１年度 『在職者訓練技能講座』受講生募集 
 
《第二種電気工事士》 

 

 

 

 

《二級建築士》 

 

講座名 定員 月日 時間 

受験対策講座(学科) 10名 5月9日(土)・10日(日) 9:00～17:00 

受験対策講座(実技) 20名 5月23日(土)・24日(日) 9:00～17:00 

講座名 定員 月日 時間 

受験対策 

講座(計画) 10名 

4月16日(木)・21日(火)・ 

23日(木)・28日(火)・ 

30日(木)、5月7日(木) 
18:00～21:00 

受験対策 

講座(施工) 10名 
5月9日(土)・10日(日)・ 

12日(火)・19日(火) 
9:00～16:00(土・日) 
18:00～21:00(火) 

受験対策 

講座(構造) 10名 

5月23日(土)・24日(日)・ 

26日(火)、6月2日(火)・ 

4日(木) 

9:00～16:00(土・日) 
18:00～21:00(火・木) 

受験対策 

講座(法規) 10名 

6月11日(木)・16日(火)・ 

18日(木)・23日(火)・ 

25日(木)・30日(火) 
18:00～21:00 

●会場 

 古河産業技術専門学院 

●受講料 

 各講座 2,900円 
 

問 申 
 
 県立古河産業技術専門学院  

 0280-76-0049 

『茨城わくわく学園生きがい創造課程』受講者募集 
 
●開講場所 

・中央校 県総合福祉会館[水戸市千波町1918] 他 

・県南校 ワークヒル土浦[土浦市木田余東台4-1-1] 他 

●講座内容 

 ・共通講座(一般教養) 8日間(28時間) 

・選択講座 18日間(72時間) 

中央校 国際交流・絵画・陶芸・園芸から1科目選択 

県南校 絵画・陶芸・園芸から1科目選択 

●対象者 県内在住の概ね60歳以上の方 

●受講料 １人4,000円(資料代等) 

     ※わくわく事業推進サポーターは2,000円 

●申込期限 4月24日(金) ※当日消印有効 

●申込方法 

 市役所介護保険課・下妻市社会福祉協議会にある申込用 

 紙に必要事項を記入のうえ、郵送またはFaxにてお申し 

 込みください。 
 

問 申 県社会福祉協議会 茨城わくわくセンター 

     〒310-8586 

     [水戸市千波町1918 県総合福祉会館内]  

     029-243-8989 Fax029-244-4652 

平成21年度 慰霊巡拝を予定しています 
 
厚生労働省主催の慰霊巡拝の予定をお知らせします。 

◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 市介護保険課 内線1538 

区分 予定地域 予定時期 予定人員 

旧ソ連 ハバロフスク地方 9月中旬 15人 

旧ソ連 沿岸地方 10月上旬 15人 

旧ソ連 ザバイカル地方 8月下旬 15人 

旧ソ連 
オレンブルグ州 

スベルドロフスク州 
10月上旬 15人 

中国 中国東北地区 9月上旬 10人 

南方 フィリピン 1月下旬 60人 

南方 
東部ニューギニア 

※申込期限 ４月27日(月) 7月下旬 30人 

南方 ビスマーク・ソロモン諸島 11月中旬 30人 

南方 マリアナ諸島 
平成22年 

2月上旬 
20人 

南方 
トラック諸島 

※申込期限 ５月７日(木) 7月下旬 15人 

南方 北ボルネオ 10月中旬 15人 

南方 硫黄島(第1次) 11月上旬 50人 

南方 硫黄島(第2次) 平成22年 

3月上旬 
100人 

募 集 

案 内 

募 集 


