
医療福祉費支給制度（マル福） 

～社会保険で受給の皆さんへ～ 

保険証の変更はありませんか 
 

政府管掌健康保険については、国(社会保険庁)が運営し

ていましたが、平成20年10月１日からは、新たに全国健

康保険協会が設立され、この協会が運営をしています。 

そのため、保険証の切り替えにより記号番号に変更の

あった方は、｢保険年金課(本庁舎)｣または｢くらしの窓口課

(千代川庁舎)｣に変更の届け出をしてください。 
         
◆持参するもの 

・新しい保険証(全国健康保険協会｢協会けんぽ｣) 

・ 福 受給者証 

・印鑑 
 

問 市保険年金課 医療福祉係 内線1514 
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平成22年度 

就学時健康診断を実施します 
 
 平成22年4月に、小学校へ入学 

す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 日程 受付時間 

下妻小学校 
10月７日(水) 

午後１時30分～ 
午後１時～ 

大宝小学校 
10月２日(金) 

午後１時30分～ 
午後１時15分～ 

騰波ノ江小学校 
10月６日(火) 

午後２時～ 
午後１時30分～ 

上妻小学校 
10月７日(水) 

午後１時30分～ 
午後１時～ 

総上小学校 
10月14日(水) 

午後１時30分～ 
午後12時50分～ 

豊加美小学校 
10月15日(木) 

午後１時30分～ 
午後１時～ 

高道祖小学校 
10月28日(水) 

午後１時30分～ 
午後１時～ 

蚕飼小学校 
10月９日(金) 

午後１時40分～ 
午後１時15分～ 

宗道小学校 
10月８日(木) 

午後１時45分～ 
午後１時30分～ 

大形小学校 
10月７日(水) 

午後１時30分～ 
午後１時～ 

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 

平成22年度 

保育所入所申し込みの 

受付を開始します 
 
◆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。 
  
 ◇保護者が家庭外で仕事をしているとき、 

  または、家庭内で家事以外の労働に従 

  事し、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。 

 ◇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    

    (公立のみ午後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(木)～12月25日(金) 
 
◆その他 

 入所申込書は、福祉事務所で配布してい 

 ます。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、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 

国民健康保険加入の皆さんへ 
 ～10月から出産育児一時金の 

     直接支払制度がはじまります～ 
 
◆平成21年10月1日以降に出産する方から、 

 出産育児一時金が4万円引上げ、原則42万円となる 

 (平成23年3月末までの暫定措置)とともに、｢出産育児 

 一時金の直接支払制度｣がはじまります。 
 
 ※産科医療補償制度に加入する病院などにおいて 

  出産した場合に限ります。 

  制度加入病院以外の場合は39万円となります。 
 
◆この制度により出産費用をできるだけ窓口で支払わなく 

 て済み、国保から直接出産育児一時金を医療機関等へ支 

 払うことができるようになります。 
 
 ※出産費用が42万円未満の場合は差額が支給され、 

  42万円を超える場合は超えた額が窓口で請求さ 

  れます。 

 ※これまでと同じく出産後に出産育児一時金を国保 

  に請求することもできます。 
 

問 市保険年金課 内線1517・1518 

『はつらつエクササイズ教室』参加者募集 
～メタボ対策・筋力アップ男性コース～ 
  

運動する機会の少ない方、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を解消しましょう。 
  
●日程 10月９日・16日・23日(金) 

    午後７時30分～９時 

●会場 千代川公民館 

●講師 つくばトータルヘルスプラザ 

    健康運動指導士 

●内容 筋力アップを目的とした基礎的なトレーニング 

●受講対象 市内在住・在勤の男性 

●募集人数 30名 ※定員になり次第締め切ります。 

●参加費 １人500円(保険代として事前に徴収します) 

●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) 

●申込期限 10月６日(火) 
 

問 申 市スポーツ振興課 内線2863 

     市保健センター 43-1990 

『ニュースポーツ（スポーツ吹矢）教室』 

参加者募集 
 
 スポーツ吹矢は、腹式呼吸による体調改善、

肺機能の活性化に役立ち、日頃運動をしない方

でも始めやすく、健康法のひとつとしても注目

されているスポーツです。 

 スポーツ吹矢をぜひ体験してみてください。 
 
●とき 10月７日・14日・21日・28日(水) 

    午前9時～11時  

●ところ 千代川体育館 

●参加費 100円 

     (材料代として、当日徴収します) 

●募集対象 市内在住・在勤の成人 

●募集人数 20人 

●講師 市体育指導委員 

●申込期限 10月５日(月) 
 

問 申 市スポーツ振興課 

     内線2862 

案 内 

案 内 

健 康 



健 康 

砂沼広域公園遊歩道整備工事にご協力を！ 
 

砂沼広域公園遊歩道の利便性向上のため、ゴムチッ

プ舗装工事を実施します。 

 工事期間中は工事区間が通行止めになるため、ご迷

惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。 
  
◆工事期間 10月１日(木)～12月12日(土) 

◆工事区域 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 県常総工事事務所 道路整備課 

   0297-42-2623 

市内道路工事にご協力を！ 
 

市内各所にて道路工事を実施します。工事期間中は、通行止め等の交通規制をおこないますのでご協力をお願いします。 

若柳東地区農道整備工事に 

ご協力を！ 
 
 若柳地内において、道路改良舗装工事を実施

します。 

 工事期間中は、通行止め等の交通規制をおこ

ないますので、ご協力をお願いします。 
 
◆工事期間 ９月下旬～平成22年２月上旬 

◆工事区域 図のとおり 

 

問 市農地整備課 内線2617 

【原地内】 

 ◆工事期間 10月上旬～平成22年１月 

 ◆工事区域 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市建設課 内線1718 

【鎌庭地内】 

 ◆工事期間 10月上旬～平成22年２月 

 ◆工事区域 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市建設課 内線1718 

【田下・小島地内】 

 ◆工事期間 10月上旬～平成22年２月 

 ◆工事区域 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市建設課 内線1718 

10月の予防接種～ポリオワクチン～ 
 
◆日時 10月27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 

公共下水道事業に係る現地調査に 

ご協力を! 
 

公共下水道事業汚水管渠実施設計に係る現地調査を

実施します。 

市の委託業者が測量等の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 ９月下旬～平成22年１月下旬 

◆調査区域 下妻(田町)地内 
 

問 市下水道課 内線1732・1733 

流域下水道事業に係る現地調査に 

ご協力を！ 
 

県では、小貝川東部流域下水道のつくば下妻幹線

の管渠工事に係る現地調査を実施します。 

県の委託業者が測量等の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、県

発行の身分証明書を携帯しています。 
 
◆調査期間 9月中旬～12月初旬 

◆調査区域 図のとおり 

問 県西流域下水道事務所 工務課 

   44-9335 

総上小学校 

宗道小学校 

千代川庁舎 

千代川 

郵便局 

千
代
川
中
学
校 

千
代
川
庁
舎 

案 内 
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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してくれる方を

｢マリッジサポーター｣として募集しています。 
 
●応募条件 

 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) 
 
◎応募方法等詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 県子ども家庭課少子化対策室 

   029-301-3261 

『つけもの講座』参加者募集 
 
●日時 10月24日・31日、11月７日・14日(土)  

    午後２時～４時 

●場所 働く婦人の家 料理実習室 

●受講資格 市内在住・在勤の方 

●定員 15名 

●受講料 無料 ※材料代・利用者運営費は別途負担 

●申込方法 10月20日(火)までに来館または電話にて 

      お申し込みください。 

      ※定員になり次第締め切ります。 
 

問 申 働く婦人の家 43-7929  

受付 午前９時～午後５時 

※月曜日および祝日の翌日は休館 

木造住宅の耐震診断～二次募集～ 
 

市では、地震に強い安全なまちづくりを目指し、建築し

てから一定期間を過ぎた木造住宅について、県木造住宅耐

震診断士を派遣し、耐震診断をおこないます。 

なお、診断料の一部は市で負担します。 
 
 ※ 近、関東地方近県を震源地とする比較的大きな 

  地震が、頻繁に発生していますので、この機会に、 

  住宅の耐震性チェックをお勧めします。 
 
◆対象となる住宅 

次の要件を満たす市内の木造住宅。 

・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された 

 木造住宅で、階数が2階以下のもの。 

 ◎詳しくは、お問い合わせください。 

◆診断方法 家の中と外まわりを調査し、後日、診断結果 

      の報告・大まかな補強の方法などの相談をお 

      こないます。 

◆診断棟数 25棟(先着順) 

◆診断料 32,000円(申請者負担分は2,000円) 

◆申込期間 ９月28日(月)～10月16日(金) 

      午前9時～午後5時 ※閉庁日除く 

◆申込方法 建設課にある申込用紙に記入のうえ、お申し 

      込みください。 

◆持参するもの 

 印鑑、住宅の建築時期がわかるもの(建築確認済証等) 
 
【セールスにご注意ください！】 

市では、申し込みをしていない方に診断士の派遣および 

斡旋等はおこなっていません。なお、建築診断において 

診断士が訪問する際は、｢茨城県木造住宅耐震診断士認定 

証｣を携帯しています。 
 

問 申 市建設課 内線1712 

～砂沼フレンドリーフェスティバル～ 
 
   『ボランティアスタッフ』募集 
 

砂沼フレンドリーフェスティバル(SFF)

実行委員会では、10月18日(日)しもつま

砂沼フェスティバルにおいて開催するSFF

での、ボランティアスタッフを募集してい

ます。 

 

●内容 当日各イベント等を実行委員会 

    のスタッフと一緒に運営する。 
 

 ※イベント日の1週間前に打合せ会議を 

  予定しています。 
 

問 申 SFF実行委員会事務局 

     (下妻市商工会内)  

     (稲葉) 43-3412 

 
 『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18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 予選リーグ戦および 

      決勝トーナメント  

●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)  

     (稲葉) 43-3412  

         Fax43-3168 
 

『第22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８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・在勤の方および連盟 

      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。 

●申込期限 10月23日(金) 

●組み合わせ抽選会 

 10月28日(水)午後7時より下妻公民館で 

 おこないますので、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 

『第26回市長杯テニス大会』 

参加者募集 
 
●日程 11月23日(月・祝) ※予備日11月29日(日) 

    ※男子8:30、女子10:00までに受付を済ませ 

     てください。 

●会場 柳原球場テニスコート(オムニコート4面使用) 

●種目 男子ダブルス・女子ダブルス 

●参加資格 市内在住・在勤・在学の方 

      (ペアの片方でも可) 

●試合方法 6ゲームマッチ(6-6タイブレーク)、 

      トーナメント方式(コンソレあり) 

      ※エントリー数により試合形式の変更有り 

●参加費 一般3,000円(1ペア) 

     高校生以下2,000円(1ペア) 

●表彰 男子1～3位、女子1～2位。 

    その他参加者全員に参加賞あり 

●申込方法 申込用紙に必要事項を記入のうえ、参加費 

      を添えてお申し込みください。 

●申込期限 11月８日(日) 

●主催 下妻市テニス連盟  
 

問 申 下妻市テニス連盟 (宮本) 

      44-2805[長塚38-1] 
10月は木づかい推進月間です 
 

｢木づかい｣とは、県産材など地域の木材による製品を積

極的に使うことによって森を育てる、誰にでもできるエコ

活動です。 

森林には、災害の防止や地球温暖化の原因となるCO2の

吸収といった、さまざまな働き(公益的機能)がありますが、

こうした働きは適切な手入れ(森林整備)が行き届いた森林で

こそ十分に発揮されます。地域の木材を使うことは地域の

森林整備を促進するため、森林が本来持っている公益的機

能を発揮させ、地球温暖化の防止にもつながるのです。 

 この機会に、暮らしの中にもっと木製品を取り入れ、｢木

づかい｣を通じてCO2をたっぷり吸収する元気な森林をつく

りましょう。 
 

問 県林政課 森づくり推進室 029-301-4021 
 

  ※木造住宅・木材の利用に関するお問い合せ 

 県木材協同組合連合会 029-227-3356 

募 集 

募 集 

案 内 



市内の催し 市外の催し 

「祭りばやし演奏会」開催 
  
 下妻市伝統芸能保存連合会では、結成30周年を記念

して祭ばやしの演奏会を開催します。 

 皆さんお誘い合わせのうえ、ご鑑賞ください。 
 
◆とき 10月4日(日)午後１時～４時 

◆ところ 千代川庁舎敷地およびその周辺道路 

     ※雨天の場合、千代川公民館ホール 

◆参加団体 加盟21団体 

◆巡行山車 ｢皆葉はやし会｣など11台 

      ※据え置き太鼓の演奏もあります。 

◆主催 下妻市伝統芸能保存連合会 

◆後援 市教育委員会 
 

問 伝統芸能保存連合会 (大塚) 44-3168 

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

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 10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 

先着500名に

動 物 風 船 を 

プレゼント！ 

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。秋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 10月２日(金)～４日(日) 

    午前９時～午後４時30分 

    ※４日(日)は午後３時まで 

    ※入館無料 

●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 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター  

   45-0200 

県立霞ヶ浦聾学校 「学校公開」 
 
◆日時 11月６日(金) 

    午前9時20分～午後12時20分 

    (受付 9時～) 

◆場所 県立霞ヶ浦聾学校[稲敷郡阿見町上長３-２] 

◆内容 学校概要説明、授業参観、施設見学 

◆対象 どなたでも参観できます。 

◆参加費 無料 

◆申込方法 10月23日(金)までに、電話または 

      Faxにてお申し込みください。 
 

問 申 県立霞ヶ浦聾学校 

     029-889-1555 

図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

●とき 10月17日(土)・20日(火)午後２時～ 

●上映作品 ｢アヒルと鴨のコインロッカー｣ 

      (2006年／日本／110分) 

監督 中村義洋  

出演 濱田岳／瑛太／関めぐみ他 

【あらすじ】 

 人生を変えるほどの切なさが、ここにある。 

 ぼくは椎名(濱田岳)。19歳。新大学生だ。 

 初めての一人暮らしがはじまる。引っ越してき 

 たその日に奇妙な隣人河崎(瑛太)に出会った。 

 河崎が語る、ブータン人留学生ドルジ(田村圭 

 生)と、ドルジの恋人で河崎の元カノ琴美(関め 

 ぐみ)との三人の日々。そして何故だか・・・ 
 
《子ども映画会》 

●とき 10月24日(土)午後２時～ 

●上映作品 

 ｢ジャックとまめの木/洋服がごはんをたべ 

 た話/にじの鳥/ろばになった旅人｣(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 

図書館おはなし会／10月 
 

市立図書館の10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 10月10日(土) 

    午前10時30分～11時30分 

    午後２時～３時 

●場所 市立図書館 児童室(おはなしコーナー) 
 

問 市立図書館 43-8811 

第49回茨城県母親大会を 

開催します 
 
 ｢生命を生み出す母親は、生命を育て生命を守

ることを望みます｣のスローガンのもとに母親大

会を開催します。 
 
◆日時 10月18日(日)午前10時～午後4時 

◆場所 県立竜ヶ崎第一高等学校 

◆記念講演 

 ｢未来の子どもたちにつたえたいもの 

   ～夢は世界の幸せの総量を増やすこと～｣ 

 講師 伊藤 真 氏(弁護士・伊藤塾塾長) 

◆分科会 

 子どもの問題、年金、介護・医療の問題、 

 歴史散策など20分科会(講座・見学含む)が 

 あります。 

◆資料代 1,000円   

◆保育料 無料(昼食・おやつ付) 

     ※事前申し込み必要。 

◆対象者 男女を問わず参加できます。 
 

問 県母親大会実行委員会 

   029-824-8949 

みんなであそぼう！ 

 ～あそびの交流会を実施します～ 
 

子育て真っ 中のみなさん！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。 

みんなでワイワイ楽しくすごしましょう！ 
 
◆とき 10月9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 

◆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 

◆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 

秋の味覚！ 柿狩りに行きませんか 
 
◆日時 10月13日(火)午前９時～午後４時 

     総合体育館裏集合(集合後バスで出発)  

◆対象 市内在住の視覚障害者の方および 

    付き添いの方 

◆内容 八郷で柿狩り 

◆参加費 1,500円 

◆募集人数 30名 

◆申込期限 10月５日(月) 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

「県西地区動物愛護フェスティバル2009」 
  
●日時 11月１日(日)午前10時～午後３時 

●会場 桜川ロードパーク 

    [桜川・筑西I.C入口交差点南側] 

●内容  

１．動物ふれあいコーナー 

   (ポニー・やぎなどの 

    動物にさわれます) 

 ２．飼い犬のしつけ方教室 

 ３．ペット無料健康相談 

 ４．子犬子猫譲渡会(事前申込必要)など 
 

《子犬・子猫の譲渡会参加者募集》 
  ｢県西地区動物愛護フェスティバル2009｣の 

  イベントの一環として子犬や子猫を譲りたい方 

  または譲り受けたい方を募集します。 
 
 ●申込期限 

   子犬や子猫を譲りたい方 

    10月16日(金) 

   子犬や子猫を譲り受けたい方 

    10月23日(金)  
 

問 申 桜川市環境対策課 0296-75-3111 

「県立猿島高校収穫祭」 
 
●日時 11月1日(日)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 

       にてお申し込みください。 

 ●申込期間 10月1日(水)から受付開始。 

       ※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 

案 内 

 



相 談 「調停相談」 
 
 身の回りの事でお困りの方は、ぜひ相談

してください。 

 裁判所の調停委員がお待ちしています。 

 相談は無料。秘密は厳守します。 
 
◆日時 

 10月17日(土)午前10時～午後３時 

 受付 午前９時30分～午後２時 

 ※予約なしで先着順に相談できます。 

◆場所 

 坂東市立岩井公民館２階相談会場 

 [坂東市岩井3108] 

◆相談内容 

 夫婦・親子関係、相続関係、扶養関係、 

 金銭関係、土地関係、交通事故関係 
 

問 水戸地方・家庭裁判所下妻支部 

   下妻調停協会 43-6781 

～学生の皆さんへ～ 

就職面接会を 

開催します 
 
 大学院・大学・短大・専修

学校を平成22年3月卒業予定

者および既に卒業し就職して

いない方を対象に｢大好きい

ばらき就職面接会(後期)｣を開

催します。 

 県内企業約160社の企業説

明や面接を受けることができ

ますので、ふるってご参加く

ださい。 
 
◆日時 10月29日(木) 

◆場所 ホテルグランド東雲 

◆時間 

 ・受付 9:30～ 

・プレセミナー 

  10:00～、11:00～、 

  12:00～ 

  (3部制(1部約45分)。 

   いずれかの部に参加) 

・面接会 13:00～16:00 
 

 ※事前申し込み不要、 

  参加費は無料です。 

  履歴書を複数お持ちくだ 

  さい。 
 
◎参加予定企業等の 新情報 

 を確認できます。 
  
 大好きいばらき就職面接会 

 ホームページ  

 県ホームページ 

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

 ｢各課ホームページ｣→ 

 ｢商工労働部労働政策課｣ 

 →トピックス 
 

問 県労働政策課 

   029-301-3645 

めざそう 住みよい まちづくり  
  

  ～秋の行政相談週間～ 

    10月19日(月)～25日(日) 
 

秋の行政相談週間が始まります。 

毎日の暮らしの中で困っていること、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。 

市では、２名の行政相談委員が活動して

おり、相談所を開設しています。 

相談は無料、秘密厳守です。 
 
【行政相談委員】 

 ・飯泉 要 委員[原518-１] 

   43-5604 

 ・横瀬 靖彦 委員[横根172-１] 

  44-1325 
 
【10月の相談日(特設相談)】 

 

 

 

 

 

 

◎行政相談についてのお問い合わせ 

茨城行政評価事務所 

 0570-090110 
 

問 市秘書課 内線1212 

 

日時 場所 

10月９日(金) 

午前10時～午後３時 

千代川公民館 

１階小会議室 

10月16日(金) 

午前10時～午後３時 

下妻公民館 

１階和室 

「人工内耳相談会」を開催します 
 
 NPO法人茨城県中途失聴・難聴者協会では、人工内耳相談

会を開催します。お気軽にご参加ください。 
 
◆日時 10月18日(日)午後１時～４時30分 

◆場所 土浦市社会福祉協議会 講義講習室 

    [土浦市大和町9-2 土浦ウララ2ビル 4階] 

◆内容 ①講演「人工内耳について」 

      筑波大学附属病院 

      耳鼻咽喉科医師 田淵 経司 先生 

    ②聞こえの相談 

      古橋耳鼻咽喉科医院 古橋 靖夫 先生 

    ③補聴器と補聴援助システムの展示 

◆参加費 無料 
 

問 NPO法人 茨城県中途失聴・難聴者協会  

   029-857-5138 
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しもつま 広
報 

平成22年度『専門コース学院生』募集 
 
●訓練科名・訓練期間 

 ・機械システム科 2年  ・電気工事科 １年 

●応募資格 高等学校卒業以上の方(来春卒業見込み含む) 

●受付期間 10月21日(水)～11月４日(水) 

●試験日 11月11日(水) 
 

問 申 県立筑西産業技術専門学院 24-1714 

『アーク溶接特別教育講座』受講生募集 
 
●日時 11月20日(金)・22日(日)午前９時～午後５時 

●定員 20人 

●受講料 2,900円(教材費含む) 

●申込期間 11月２日(月)～６日(金) 

      午前９時～午後５時 ※先着順 
 

問 申 県立筑西産業技術専門学院 24-1714 

平成22年度 『学院生』募集 
 
●訓練科名 機械技術科、自動車整備科、情報技術科、 

      コンピュータ制御科  

●訓練期間 2年 

●定員 各科20名 

●応募資格 高等学校または中等教育学校を卒業した方(来春 

      卒業見込み含む)もしくはこれと同等以上の学力 

      を有すると認められる方 

●受付期間 10月21日(水)～11月４日(水) 

●試験日 11月11日(水) 
 

問 申 県立土浦産業技術専門学院 029-841-3551 

～第１回下妻市食のコンテスト～ 

『トンカツを使った創作料理』募集 
 
 市では、今年から食のコンテストをおこないます。 

 第１回目は、トンカツを使った創作料理を募集します。 

あなたの考えたメニューが全国に広まるかも。 

皆さま奮ってご応募ください。 
 
●日時( 終審査) 11月３日(火・祝) 

●場所( 終審査) 下妻公民館調理実習室 

●募集内容 トンカツを使った創作料理。 

      その他の食材、調理法等についての 

      制限はありません。 

●応募条件 ・応募者については市内外、プロ、アマを問いません。 

      ・応募数の制限はありません。一人で複数応募も可能です。 

      ・和食、洋食、中華の別は問いません。 

・材料価格は1,000円以内とし、未発表のオリジナル作品に 

 限ります。 

      ・調理時間は40分以内とします。 

      ・ 終審査当日に下妻公民館で調理可能な方。 

●応募方法 必要書類を郵送・Fax・メールまたは直接持参してください。 

 【必要書類】応募用紙、料理の写真(応募用紙に貼付) 

   ※応募用紙は、下妻市観光協会ホームページまたは下妻市ホームページ 

    からダウンロードするか、市役所本庁舎総合案内または、千代川庁舎 

    内商工観光課にも置いてあります。 

●申込期限 10月20日(火)必着 

●審査方法 一次審査 書類選考、数作品を選出 

      終審査 審査員による試食審査 

●賞品 ・ 優秀賞(１名) 賞状＋商品券(３万円分)＋ビアスパークペア宿泊券 

    ・優秀賞(２名) 賞状＋商品券(２万円分)＋下妻産コシヒカリ30kg 

    ・入賞(４名) 賞状＋商品券(１万円分)＋下妻の物産品 

●その他 ・応募者の個人情報は、コンテストに関すること以外で開示する 

      ことはありません。 

     ・レシピおよび料理の画像(データ)は返却しません。 

     ・応募されたレシピに係る全ての権利は市観光協会に帰属します。 

     ・入賞作品は広くメディアに公表するほか、まちおこしのために 

      活用します。 

     ・ 終審査に必要な食材等は下妻市観光協会で用意します。 
 

問 申 下妻市観光協会事務局(市商工観光課内) 

     内線2632 Fax44-6004 〒304-8501下妻市本城町２-22   

E-mail syouko@city.shimotsuma.lg.jp 

参加賞として応募者全員に

シモンちゃんエコバッグを

プレゼント！ 

募 集 

募 集 

案 内 

案 内 


