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平成22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 

●任期 委嘱の日から平成24年３月末日 

●仕事の内容 ・市政に関する意見や提案の連絡 

       ・まちで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 ５月31日(月) 
 

問 申 市秘書課 内線1212 

平地林の整備・保全を支援します 
～自己所有山林の整備を希望する方へ～ 
  

市では、県が導入した森林湖沼環境税を利用して、平地林や里

山林の整備と保全を目的とした｢身近なみどり整備推進事業｣をお

こない、自己所有山林の整備を希望する方を募集します。  
 
●募集内容 自己所有山林の整備 
 ※整備にあたっては、市と森林所有者の森林保全に関する協定 

  を結ぶ等、一定要件が必要となりますので、詳しくはお問い 

  合わせください。 
●申込方法 市農政課までお申し込みください。 
 
問 市農政課 内線2625 

 県西農林事務所 林業振興課 24-9176  

『手づくり絵本講習会』 

参加者募集 
 

じゃばら式折り本づくりの講習会を開

催します。 

｢子どものために 自分のために 誰かの

ために｣心をこめて世界でたった一つの

手づくり絵本を作成してみませんか。 
 
●とき ５月29日(土)午前10時～12時 

●ところ 市立図書館２階 集会室 

●定員 40名 

●対象 ３歳以上ならどなたでも 

    ※小学生までは保護者同伴。 

●参加費 無料 

●持参物 

 色鉛筆、ハサミ、スティックのり 

 新聞折込チラシ ５～６枚 

 (表面のツルツルしたもの) 

 ※糊付けの際の下敷きとして使用。 

●申込期限 

 ５月24日(月) 

 ※定員になり次第締め切ります。 

●主催 日本手づくり絵本ネットワーク 
 

問 申 市生涯学習課 内線2834 

平成22年度 

『市民ゴルフ大会』参加者募集 
 
●日時 ６月22日(火)午前８時スタート予定 

●場所 スプリングフィルズゴルフクラブ 

●参加資格 市内在住・在勤の方 

●競技区分 

 ・一般の部(ネットおよびグロス) 

 ・シニアの部(60歳以上の部 グロス) 

 ・レディースの部(グロス) 

●競技方法 

 18ホールストローク競技／ペリア方式 

●参加費 

 3,000円(連盟未登録者は4,000円) 

 ※その他プレー費として当日8,000円 

  (昼食、パーティー代込) 

●申込方法 参加費を持参のうえ、お申し 

      込みください。 

●申込期間 ６月１日(火)～11日(金) 
 

申 市スポーツ振興課(千代川庁舎)  

   ※土・日曜日、祝祭日を除く。 

   千代川運動公園ふれあいハウス 

   ※月曜日を除く。 

   受付時間 

   いずれも午前８時30分～午後５時 
 

問 下妻市アマチュアゴルフ連盟 

   (野村) 090-7199-5077 

平成22年度 

『下妻公民館パソコン教室(前期)』受講生募集 
 
 初心者および初級者を対象に、パソコン教

室を開催します。 

 これからパソコンを始めてみたい方、パソ

コンを持っていても使い方がよくわからない

方など、お気軽にご参加ください。 
 
●日時 

●場所 下妻公民館 視聴覚室 

●受講料 １講座につき 受講料300円・テキスト代300円 

●受講資格 原則として市内在住・在勤の方 

●募集人数 1講座につき 20名 

●申込受付 ５月18日(火)より。 

      ※定員になり次第締め切ります。 

●申込方法 下妻公民館に来館、またはお電話にてお申し 

      込みください。(１人３講座まで) 

●その他 

 ・原則としてパソコンの持ち込みはせず、視聴覚室の 

  パソコンをお使いください。 

・昨年度から新しいパソコンの導入により、Windows  

 Vista、WordExcel2007中心の授業となります。  

  (2003以前のバージョンは補足的に説明します) 

・WordExcel2003以前のバージョンをお使いの方に  

 限り、ノートパソコンの持込み可としますので、事前 

 にご連絡ください。 
 

問 申 下妻公民館 43-7370 

月 日 時間 コース 

６月 

６日(日) 

午前10時 

～午後４時30分 

 (5時間半) 
昼休憩1時間 

パソコン初めて ① 

19日(土) パソコン初めて ② 

27日(日) Word(基礎) ③ 

７月 

４日(日) Word(基礎) ④ 

10日(土) Word(基礎) ⑤ 

24日(土) Word(実用) ⑥ 

８月  ８日(日) Word(実用) ⑦ 

『第26回下妻オープンテニス大会』 

参加者募集 
 
●日時 6月27日(日) ※予備日７月４日(日) 

    男子 午前8時30分集合 

    女子 午前10時30分集合 

●場所 砂沼サンビーチテニスコート 

●種目 男子ダブルス、女子ダブルス 

●募集組数 男子32組 女子16組 ※先着順 

●試合方法 

 トーナメント方式、6ゲームマッチ 

  (６-６タイブレーク) 

 ※コンソレ有り。申し込み数により変更有。 

●参加費 1ペア3,000円(高校生は2,000円) 

●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 6月13日(日) 
 

問 申 下妻市テニス連盟(宮本) 

     44-2805 [長塚38-1] 

 

  市立図書館臨時休館日 
 
 ◆臨時休館日 

   ５月25日(火) 

   ※24日(月)は通常休館日 
 
◎休館日の本の返却については、入り 

 口南(児童室前)のブックポストに入 

 れて返却ができます。 

 視聴覚資料(ビデオ・CD・DVD等) 

 については、破損の恐れがあります 

 のでブックポストに入れずに、開館 

 時にカウンターへご返却ください。 
  

 問 市立図書館 43-8811 

５月３０日は第２９回市民清掃デーです 
 ～ごみのポイ捨てをなくし 

          きれいなまちをつくりましょう！～ 
 
 今年も市民清掃デーを予定していますので、市民の方および企

業の皆さんのご協力をお願いします。 

 なお、自治区や企業の行事等により、当日の都合がつかない場

合は、実施日前後の週末等に自主的な取組みをお願いします。 
 
◆日時 

 ５月30日(日)午前８時～ 

 ※小雨決行。荒天の場合は６月６日(日)に順延し、防災無線に 

  より放送します。 

◆清掃対象ごみ 

 道路、広場等に散乱しているカン、びん、紙くずなど 

 ※事業系一般廃棄物・産業廃棄物は除きます。 

◆ごみ袋の配布  

◇市民の方 市指定ごみ袋を、自治区長を通じ 

      各世帯に配布します。 

◇企業の方 市生活環境課にて配布します。 

◆ごみの分別 

 燃えるごみ(紙くず等)、燃えないごみ(カン、 

 びん、金属、ガラス等)に分けてください。 

◆ごみの収集 

 実施当日のごみの収集はしません。 

 ※可燃ごみ・不燃ごみの収集日にあわせて出してください。 
 

問 市生活環境課 内線1423 

案 内 

募 集 

募 集 



健 康 特定健康診査・基本健康診査  

 
平成22年度(６月・８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・自己負担額】 

 ◆40歳～75歳未満(特定健康診査※１) 

   身体測定、血圧測定、腹囲測定、尿検査、眼底検査、心電図検査 

   血液検査(血中コレステロール・肝機能・血糖・貧血・尿酸・クレアチニン)・・・・・・・・・・1,000円 
   
 ◆39歳以下(基本健康診査※２) 

   身体測定、血圧測定、腹囲測定、尿検査、眼底検査、心電図検査 

   血液検査(血中コレステロール・肝機能・血糖・貧血・尿酸・クレアチニン)・・・・・・・・・・1,000円 
 
 ◆75歳以上(基本健康診査※２) 

   身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査(血中コレステロール・肝機能・血糖・クレアチニン)・・・無料   
 
  ※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歳以上の方には介護保険法により｢生活機能評価問診票｣をあわせて送付しますので、ご記入のうえ、 

    受診日にご持参ください。 

    なお、下妻市国民健康保険以外の方で、医療保険者(健康保険証の発行元)より市で受診できる受診券が送付されて 

    いる方も受診できますが、検査項目および自己負担額は異なります。詳しくは、医療保険者にご確認ください。 

  ※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21年度に受診した方に送付しますので、新たに希望する方は、市保健センターにお申し込みください。 

     ・75歳になる方(昭和10年4月1日～昭和11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23年３月31日における年齢です。(ただし、75歳になる方を除く) 
 
   《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 

◎後日、健診結果により、説明会・保健指導をおこないます。 
 
【持参するもの】保険証、受診券、自己負担金 
 
【健診日程・会場】９月以降の日程は、後日お知らせします。 

  ※土・日曜日の健診は混雑が予想されます。 
  

問 市保険年金課 内線1516 市保健センター 43-1990 

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 

６月７日 月 高道祖市民センター 小渡・桜塚・東原 原・柏山・新町 

８日 火 高道祖市民センター 中台 本田 

９日 水 市立図書館 仲町・浦町・横町・下町 長塚(東部) 

10日 木 市立図書館 新町・砂沼新田・石の宮 長塚(西部) 

11日 金 下妻市保健センター 栗山・坂本新田・大木新田 坂本・陣屋・旭 

21日 月 下妻市保健センター 上町・本宿・本宿町 三道地・相原山・上宿 

22日 火 豊加美市民センター 加養 柳原 

23日 水 豊加美市民センター 新堀・亀崎・谷田部・山尻 肘谷・樋橋 

24日 木 働く婦人の家 小島(石堂を除く) 小島(石堂)・中居指 

25日 金 働く婦人の家 今泉・東古沢 西古沢・二本紀・袋畑 

※  26日 土 千代川保健センター 千代川地区の未受診者対象 

※８月29日 日 下妻市保健センター 上妻地区・騰波ノ江地区・上記の地区の未受診者対象 

胃がん・大腸がん集団検診 
 
【検診日程】※昨年度と会場が変更になる地区があります。 

【受付時間】 

 午前６時30分～９時 
 
【対象者】 

 30歳以上の方(平成23年 

 ３月31日における年齢) 

 ※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。 
 
【自己負担額】 

 胃がん検診 500円 

 大腸がん検診 300円 
 
 ◆胃がん検診 

  バリウムを飲んでの 

  エックス線検査 

 ◆大腸がん検診 

  検査用の容器を送付 

  します。(便潜血検査) 
 
 ◎受診券は、平成20・ 

  21年度に受診した方 

  には検診日の約2週間 

  前に送付します。 

  新たに検診を希望する 

  方は、市保健センター 

  にお申し込みください。 

問 申 市保健センター 43-1990 

月日 曜日 会場 地区 

6月14日 月 千代川保健センター 
田下・下栗・本宗道・鬼怒・

宗道・渋田・羽子・伊古立・

長萱 

15日 火 千代川保健センター 別府・村岡・五箇・鯨・見田 

16日 水 千代川保健センター 
大園木・皆葉・唐崎・原・  

鎌庭 

17日 木 騰波ノ江市民センター 騰波ノ江地区 

７月5日 月 下妻市保健センター 
下妻甲・田町・本宿町・ 

本城町 

6日 火 上妻市民センター 
半谷・桐ｹ瀬・赤須・ 

前河原・南原・江・関本下 

7日 水 上妻市民センター 
黒駒・黒駒河岸・柴・平方・

尻手・渋井・大木 

20日 火 下妻市保健センター 下妻乙・坂本新田・大木新田 

22日 木 下妻市保健センター 長塚・石の宮・小野子町 

26日 月 豊加美市民センター 加養 

27日 火 豊加美市民センター 豊加美地区(加養以外) 

28日 水 働く婦人の家 総上地区 

8月16日 月 下妻市保健センター 下妻丁・砂沼新田 

17日 火 大宝公民館 
大宝・北大宝・平川戸・ 

横根・坂井・堀篭 

19日 木 下妻市保健センター 下妻丙・下妻戊 

20日 金 大宝公民館 
比毛・平沼・福田・大串・ 

下木戸 

9月２日 木 高道祖市民センター 本田・中台・小渡・桜塚 

3日 金 高道祖市民センター 原・柏山・新町・東原 

《ご注意ください》 

 ｢セット健診｣をお申し込みの 

 方は、12月6日(月)・9日(木) 

 の実施日まで、届いた受診券を 

 保管願います。 

 先に特定健診のみを受けてしま 

 う事がないようご注意ください。 
 
※｢セット健診｣・・・ 

 特定健康診査と胃がん検診等 

 を同時におこないます。 

 対象者は、40歳から74歳ま 

 での特定健康診査と胃がん検 

 診の同時受診が可能な方です。 

高道祖地内において公共下水道工事を実施します。 

工事期間中は、通行止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 

 5月上旬 

 ～平成23年2月下旬 

◆工事場所 

 図のとおり 
 

問 
 
県西流域下水道事務所  

44-9335 

水質検査の受付日が 

変更になりました 
 

県薬剤師会がおこなっている

水質検査の受付日が、5月から

毎月第3水曜日に変更になりま

した。 
 
◆日時 検査資材配布 

     随時配布しています 

    検査受付 

     毎月第3水曜日 

     午前９時 

      ～11時30分 

◆場所 下妻市役所本庁舎 １階 

    市民ホール内 
 

問 (財)県薬剤師会 

   公衆衛生検査センター 

   029-225-9300 

公共下水道工事にご協力を！ 案 内 

健 康 



健 康 
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軽自動車税の減免 
 
 市税条例により、一定の要件を満た 

す場合、軽自動車税が減免されます。 

 要件にあてはまり、減免を希望する 

場合は、申請期限までに市税務課まで 

お越しください。 
 
◆減免の対象・要件 

 ・障害のある方本人が所有するもの、 

  もしくは障害のある方と生計を一 

  つにしている方(ご家族)が所有す 

  る軽自動車 

 ・障害者福祉タクシー利用料金助成 

  を受けている方を除く。 

◆申請期限 

 5月24日(月) 

◆持参する物 

 ・納税通知書(5月中旬に送付) 

 ・運転免許証(運転する方) 

 ・障害者手帳等 

  (3月31日までに交付されたもの) 

 ・車検証、印鑑 
 
※減免できる車は、普通自動車 

 または軽自動車(バイクも含む) 

 のどちらか一台になります。 

※普通自動車の減免申請につい 

 ては、筑西県税事務所へお問い 

 合わせください。 
 

問 申   
 
 軽自動車の減免  

  市税務課 内線1347 

 普通自動車の減免  

  筑西県税事務所 24-9190 

 要件について  

  市福祉事務所 内線1573 

            1574  

障害の区分 手帳の種別および等級 

視覚障害 身体障害者手帳１級から４級 

聴覚障害 身体障害者手帳２級および３級 

平衡機能障害 身体障害者手帳３級 

音声機能障害 
身体障害者手帳３級(咽頭摘出による音

声機能障害がある場合に限る) 
上肢不自由 身体障害者手帳１級および２級 

下

肢 

不

自

由 

障害のある方が運転する場合 身体障害者手帳１級から６級 

生計を一つする方または常時

介護する方が運転する場合 
身体障害者手帳１級から３級 

体 

幹 

不

自

由 

障害のある方が運転する場合 身体障害者手帳１級から３級および５級 

生計を一つする方または常時

介護する方が運転する場合 
身体障害者手帳１級から３級 

乳幼児期以前の非

進行性脳病変によ

る運動機能障害 

上肢機能 身体障害者手帳１級および２級 

移動機能 身体障害者手帳１級から６級 

心臓機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

じん臓機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

呼吸器機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

ぼうこうまたは直腸の機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

小腸の機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

ヒト免疫不全ウィルスによる 

免疫機能障害 
身体障害者手帳１級から３級 

肝機能障害 身体障害者手帳１級から３級 

知的障害者 療育手帳「Ａ」｢Ａ｣と記載されている方 

精神障害者 

精神障害者保健福祉手帳(自立支援医療

費の受給者番号が記載されているもの)
もしくは医療福祉費受給者証をお持ちの

方で障害等級が１級の方 

《対象となる障害》 

※対象となる障害に、肝機能障害が追加になりました。 

 また、上記の他に戦傷病者手帳をお持ちの方も対象となりますので、詳しくは 

 お問い合わせください。 

案 内 

自動車税は納期限までに納めましょう 
 
 自動車税は、毎年4月1日現在の所有者または使用者の方に課税

されます。 

 納税通知書が届いたら、５月31日(月)までに納税してください。 

  ※コンビニでも納税できますのでご利用ください。 

 身体障害者等の方で一定の要件を満たす場合は、申請により自動

車税を減免する制度があります。受付期間は５月31日(月)までと

なっていますので、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 収税第２課 24-9190 

医療機関での 

乳がん・子宮がん検診を 

希望する方へ 
 
   医療機関検診は、市が発行する受診券を持っ

て病院・医院等で検診を受ける方法です。 
  
◆受診対象者(平成23年3月31日における年齢) 

 子宮がん検診 20歳以上 

 乳がん検診 

 ・30歳～39歳、41歳以上(奇数年齢) 

        ・・視触診＋超音波検診    

 ・40歳以上(偶数年齢) 

        ・・視触診＋エックス線検診 

◆受診期間  

 6月1日(火)～平成23年1月31日(月) 

◆検診機関 

   子宮がん検診 県医師会登録の医療機関 

 乳がん検診 市が委託している医療機関 

◆検診費用 

  ※自己負担金については、医療機関窓口で 

   お支払いください。 

◆申し込み 

 6月1日(火)より受付・受診券交付を開始します。 

 乳がん検診は視触診、超音波、エックス線の 

 単独での申し込みはできません。 

 9月～11月に実施する集団検診と医療機関検 

 診の両方の受診はできませんので、どちらか 

 一方をお申し込みください。 
 

問 申 市保健センター 43-1990  

検診名 検診費用 自己負担金 

子宮がん検診 

 頸部 

 頸部＋体部 

 (体部検診は、50歳 

 以上の方で医療機関 

 が必要と認めた方) 

 
6,810円 

11,510円 

 
1,000円 

1,000円 

乳がん検診 

 視触診＋超音波 

 視触診＋エックス線 

 

6,433円 

6,433円 

 

1,500円 

1,500円 

ママのための応援講座 

 「ＹＯＧＡ」 開催 
 
 がんばれ子育て応援講座では、ママのための応援講座

｢YOGA｣を全3回にわたって開催します。 

 ｢からだを動かしたい｣｢ママ友をつくりたい｣｢リフレッ

シュしたい｣というお母さん、ぜひご参加ください。 
 
◆日時 6月11日(金)・25日(金)・７月9日(金) 

    午前10時～12時 

    ※7月9日は親子で楽しめるYOGAです。 

◆会場 千代川運動公園内｢ふれあいハウス｣２階 和室 

◆対象 子育て中のお母さんで2回以上出席可能な方 

◆定員 30名 

    ※定員になり次第締め切ります。 

◆申込期間 

 5月17日(月)～6月4日(金) 
 
※託児あり。(先着15名程度。要予約) 

※ヨガマットはなくても大丈夫です。 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 

     44-0142 

パクパク離乳食教室 
 
◆とき ６月８日(火) 受付 午前9時45分～10時 

◆ところ 市保健センター 

◆該当者 平成22年２月～３月うまれの赤ちゃんの 

     お母さん・家族の方 

◆内容 

 ・乳児の健康と予防接種の受け方(保健師の話) 

 ・離乳食のはじめ方について(栄養士の話) 

 ・基本の離乳食の作り方(デモンストレーション) 

 ・離乳食を食べてみよう(お母さんの試食) 

◆定員 20名 
 
※母子健康手帳をお持ちください。 

 参加希望の方は、お電話でお申し込みください。 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

案 内 

道路の落下物等に 

ご注意ください 
 

市内道路において、落下物による

交通事故が増加していますので、道

路を走行する際は、安全運転を心が

けてください。 

 なお、通行に支障となる落下物を

発見した場合は、ご連絡ください。 

  

問 市建設課 内線1714 

   市民安全課 内線1432 



『講座』受講生募集 
 
◆講座名 第二種電気工事士受験対策(技能) 

  ※第二種電気工事士試験の技能試験受験を 

   予定している方。 

◆実施日 ７月8日(木)・9日(金)・15日(木)・ 

     16日(金)・22日(木) 午後６時～９時 

◆定員 10人 ※定員を超えた場合は抽選。 

◆受講料 2,900円(教材費含む) 

◆申込方法 

 往復ハガキに｢①講座名②氏名③住所④電話番号(日中 

 連絡の取れる番号)⑤年齢⑥職業(会社名)⑦企業申し込 

 みの場合は担当者名・連絡先｣を記入のうえ、郵送に 

 てお申し込みください。 

 ※電話等による申し込みはできません。 

◆申込期限 6月14日(月)必着 

◆その他 受講決定者は返信ハガキに記載する指定日に 

     来院し，受講手続きが必要です。 
 

問 申 県立筑西産業技術専門学院 24-1714 

     〒308-0847[筑西市玉戸1336-54] 

あたらしい出会いを探してみませんか 
 
 NPO法人ベル・サポートでは、いばらき出会いサ

ポートセンターと共催により、ふれあいパーティを開催

します。 
 
※いばらき出会いサポートセンターは、茨城県と(社)茨 

 城県労働者福祉協議会が共同で設立した組織です。 
 
【筑西会場】 

◇日時 5月22日(土)14:00～17:00(受付13:00～) 

◇場所 筑西市アルテリオ[筑西市丙372]  

◇対象者 Ａコース 男女とも40歳まで  

      Ｂコース 男女とも40歳以上  
        
【坂東会場】 

◇日時 5月23日(日)14:00～17:00(受付13:00～) 

◇場所 坂東市民音楽ホール リハーサル室 

    [坂東市岩井5082] 

◇対象者 35歳～45歳までの独身男・女 
 
【つくば会場】 

◇日時 5月29日(土)14:00～17:00(受付13:00～) 

◇場所 ホテルグランド東雲 

    [つくば市小野崎488-１]  

◇対象者 Ａコース 男女とも40歳まで  

      Ｂコース 男女とも40歳以上  
 
【下妻会場(下妻市後援)】 

◇日時 5月30日(日)14:00～17:00(受付13:00～) 

◇場所 ビアスパークしもつま[長塚乙70-３] 

◇対象者 Ａコース 男女とも40歳まで  

      Ｂコース 男女とも40歳以上  

 

◆参加費 男性5,000円 女性1,000円(当日徴収) 

◆申込開始 随時 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート 

     0280-87-7085  

『いばらき営農塾』受講者募集 
 

県では、県内でこれから農業を始める方や農業 

を始めて間もない方を対象に、農業技術の基礎を 

体系的に学べる研修をおこないます。 
 
●研修内容 

【定年帰農者等支援研修(水稲入門コース)】 

・内容 農業基礎知識の講義と実習 

・期間 ６月中旬～10月中旬 

 ※原則、平日の夜間と土曜日の日中に開講 

●場所 県立農業大学校 

    [茨城町長岡4070-186] 

●対象者 農産物を販売し収入を得ようとする 

     概ね65歳までの方 

●定員 40名 

●受講料 無料(テキスト代等は受講者負担) 

●申込方法 

最寄りの農業改良普及センターを経由して、 

県立農業大学校にお申し込みください。 

申込者多数の場合は選考のうえ、受講者を 

決定します。 

●申込期限 ５月21日(金) 
 

問 県立農業大学校 029-292-0010 

    ホームページ http://www.ibanodai.ac.jp/ 

『マイライフ いきいきセミナー』を 

開催します 
 

県では，女性のエンパワーメント推進(多様な選 

択を可能にする教育・学習機会の充実と社会参画) 

の目的を達成するための講座を開催します。 

入場は無料です。 

皆さまのご参加をお待ちしています。 
 
◆内容 

 ・6月19日(土)13:30～15:00 

女性等に対する暴力防止支援事業 

 ｢女は強くかしこくあれ！｣ 

 評論家 金 美齢 氏 

・７月3日(土)13:00～14:30 

 ワーク・ライフ・バランス推進事業 

 ｢地域パワーの底力～家庭と地域のワーク・ 

 ライフ・バランス～｣ 

 アナウンサー 堀尾 正明 氏 

・10月30日(土)13:30～15:00 

レイクエコーフェスティバル2010 

 ｢最後は願うもの 

 ～現役選手として今、伝えたいこと～｣ 

 アーチェリー選手 山本 博 氏 

・11月27日(土)13:30～15:00 

女性のエンパワーメント推進事業 

 ｢女が人間になるとき｣ 

 劇作家・声楽家 池田 理代子 氏 

 ・平成23年1月22日(土)13:00～14:30 

次世代育成支援事業 

(県東地区PTA連絡協議会との共催) 

 ｢父親であることを楽しもう！ 

 ～仕事も育児も楽しむ方法～｣ 

 NPO法人ファザーリングジャパン 代表 

 安藤 哲也 氏 

◆会場 レイクエコー[行方市宇崎1389] 

◆対象者 各種女性団体、教育関係者 

     地域活動におけるリーダー、一般 

◆募集人員 公開講演会 448人 

※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。 

◆その他   

・昼食は、館内レストラン利用(持ち込み不可) 

・託児希望の場合、実施日の10日前までにお申 

 し込みください。 

・団体、グループ(30人以上)での申し込みの 

 場合、レイクエコーバス(無料)の利用ができ 

 ます。(事前にお問い合わせください) 
 

問 申 県女性プラザ 

     0299-73-3877 

     Fax0299-73-3925 

 

記念講演会を開催します 
 

下妻市文化団体連絡協議会では、平成22年度総会に

ともない記念講演会を開催します。 

皆さん、奮ってご来場ください。 
 

◆日時 ５月16日(日)午後２時30分～4時 

◆場所 下妻公民館 ２階大会議室  

◆内容 

 テーマ ｢本の楽しみ｣ 

 講師  作家 出久根 達郎 氏 

   ※行方市に生まれ、｢佃島ふたり書房｣で 

    直木賞を受賞。他著書多数。 
 
◎参加費無料。事前申し込みは不要です。 
 

問 下妻市文化団体連絡協議会 43-3418 

『水とのふれあいフォトコンテスト』 

作品募集 
 

｢水の週間｣10周年を記念して1986年にスター 

トした“水とのふれあい”フォトコンテスト。 

“水”をテーマにした作品を募集しています。 
 
●テーマ 

・水辺の憩い、水のある風景 

 ・くらしの中で毎日使う水 

 ・作物や草木を育て、エネルギーを生む水 

 ・ダムや水路など水をつくる施設 

 ・歴史とともにある街の中の水 等 

●応募サイズ 

カラープリント(キャビネ以上ワイド４切まで) 

デジタルプリントはＡ４サイズも可 

●応募締切 

 6月4日(金) ※当日消印有効 

●後援 国土交通省他 
  
◎応募方法等、詳しくはホームページ 

 http://www.jawa.or.jp/wf/photocontest/  

 をご覧ください。 
 

問 申 水の週間実行委員会事務局 

      ((財)水資源協会内) 

   03-5645-2991 

平成22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 

案 内 募 集 案 内 

区分 予定地域 予定時期 予定人員 

旧ソ連 
イルクーツク州 
※申込期限 ５月17日(月) 

８月下旬 

15人 

旧ソ連 
ザバイカル地方 
※申込期限 ５月17日(月) 15人 

旧ソ連 
アムール州 
※申込期限 ５月31日(月) 

９月上旬 

15人 

旧ソ連 
ハバロフスク地方 
※申込期限 ５月31日(月) 15人 

中国 
東北地区 
※申込期限 ５月31日(月) 10人 

南方 インドネシア 10月下旬 15人 

南方 東部ニューギニア 11月中旬 30人 

南方 ミャンマー 12月上旬 30人 

南方 マリアナ諸島 平成23年 

１月下旬 

20人 

南方 トラック諸島 15人 

南方 フィリピン 60人 

南方 ギルバード諸島 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23年

２月中旬 
100人 

平成23年 

２月上旬 
平成23年 

２月下旬 



相 談 

広報「しもつま」わがやのにんきものコーナー掲載希望者募集～お子さんの写真を掲載してみませんか～ 
 
◆対象年齢 市内在住の１歳～３歳のお子さん 

◆掲載内容 写真およびメッセージ 

◎詳しくは、お問い合わせください。           問 申 市秘書課 内線1212 
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しもつま 広
報 

５月は「赤十字運動月間」です 
  
 日本赤十字社は、1877年の創設以来、人道博愛の精神で世

界の平和と人類の福祉のために活動している民間の団体です。 

 国内では災害救護、救急法などの講習活動、さまざまな分野

での奉仕・ボランティア活動、青少年の育成、医療事業、血液

事業などの活動をおこなっています。また、海外へは、世界各

国にある赤十字社のネットワークを活かして、紛争や災害で苦

しむ方々への救援活動など、国の内外を問わず幅広い人道的な

活動をおこなっています。このような日本赤十字社の活動は、

皆さまからお寄せいただいた活動資金(ご寄付)によって支え

られています。 

 日本赤十字社では、毎年5月を赤十字運動月間として、より

多くの方々に活動を理解していただき、赤十字へのご協力をお

願いしています。 
 

問 市福祉事務所 内線1585・1586 

不服申立ての件数 －(－) 

１情報公開 

(1)公開請求の状況 

 ※｢公開請求件数｣は、提出された公開請求書の件数 

 ※｢公開請求処理件数｣は、決定された文書の件数 
 
(2)公開請求の処理状況 

 
(3)不服申立ての状況(かっこ内は前年度からの 

                継続分で外数) 

問 市総務課 内線1225 

実施機関名 
公開請求 

件数 
公開請求 
処理件数 

公開請求 

の内容 
議会 － －   

市
長
部
局 

総務部 ー ー  

企画財務部 ー ー  

市民環境部 ー ー  

保健福祉部 － ー  

経済部 ー ー  

建設部 － ー  

会計課 － －  
小計 ー ー  

教育委員会 ー ー  

選挙管理委員会 － －  
公平委員会 － －  
監査委員 － －   
農業委員会 － －   
固定資産評価 
審査委員会 

－ －   

水道事業所 － －   
計 ー ー   

公開請求処理件数 ー 
公開決定の件数 ー 

部分公開決定の件数 ー 
非公開決定の件数(非公開決定のうち、

文書不存在の件数） 
ー(ー) 

取下げ  － 

不服申立ての件数 －(－) 

２個人情報保護 

(1)開示請求の状況 

 ※｢開示請求件数｣は、提出された開示請求書の件数 

 ※｢開示請求処理件数｣は、決定された文書の件数 
 
(2)開示請求の処理状況 

 
(3)不服申立ての状況(かっこ内は前年度からの 

                継続分で外数) 

実施機関名 
開示請求 

件数 
開示請求 
処理件数 

開示請求 

の内容 
議会 － －   

市
長
部
局 

総務部 － －  

企画財務部 － －  

市民環境部 １ １ 
印鑑登録証明

関係 

保健福祉部 ー ー  

経済部 － －   
建設部 － －   
会計課 － －   

小計 １ １   
教育委員会 － －   
選挙管理委員会 － －   
公平委員会 － －   
監査委員 － －   
農業委員会 － －   
固定資産評価 
審査委員会 

－ －   

水道事業所 － －   
計 １ １   

開示請求処理件数 １ 

開示決定の件数 ー 

部分開示決定の件数 － 

不開示決定の件数(不開示決定のうち、

文書不存在の件数) １(１) 

取下げ － 

平成21年度 情報公開・個人情報保護制度の実施状況 
 
 市では、市が保有する公文書の公開請求について定める情報公開条例を平成13年10月から、市が保有する個

人情報の取扱いについて定める個人情報保護条例を平成17年４月から施行し、公正で開かれた市政の推進と個

人の権利利益の保護に取り組んでいます。 

 このたび、平成21年度における情報公開制度および個人情報保護制度の実施状況がまとまりましたのでお知

らせします。 

人権擁護委員による 

「特設相談」を開催します 
 
 下妻人権擁護委員協議会下妻部会では、下記の人権擁護委

員により特設相談を実施しますので、人権問題等でお困りの

方はご相談ください。 

 人権相談委員は、地域住民の人権が侵害されないよう常に

注意を払い、人権が侵害されたときは、その相談を受け、被

害救済のために適切な対応をします。 

 また、街頭啓発や講演会などを通じて、人権の大切さにつ

いて理解を深めてもらうための活動にも努めています。 
 
◆日時 6月４日(金) 

    午前10時～午後３時 

◆場所 下妻公民館 2階学習室   
《人権擁護委員》 

 中山倭王  44-1029  井上 讓  44-2775 

 中島武男  43-4812  横瀬   眞  44-5266 

 稲葉春美  43-3375  國府田義男 43-4367 

 飯塚榮子  44-1050  須藤澄子  43-0556 
    

問 市人権推進室 内線1583・1584 

案 内 

八間堀川沿岸土地改良区 

総代総選挙 
 
 八間堀川沿岸土地改良区総代の任期が、７

月３日満了するのにともない、総選挙が予定

されています。 
 
◆告示日 

 ５月31日(月) 

◆立候補受付 

 ５月31日(月)～６月１日(火) 

 午前８時30分～午後５時 

◆受付場所 

 市役所本庁舎２階 委員会事務局 

 ※立候補届出用紙は市役所委員会事務局に 

  用意してあります。 

◆投票日 

 ６月７日(月) 

 午前８時～午後４時 

◆投票場所 

 市役所本庁舎１階 市民ホール(旧下妻地区) 

 千代川庁舎１階 ホール(旧千代川地区) 

◆被選挙権 

 (1)組合員であること。 

 (2)年齢が満25歳以上であること。 

  (昭和60年６月８日以前生まれ) 

 (3)成年被後見人、被保佐人及び禁錮以上の 

   刑に処せられて執行中の者でないこと。 

◆選挙すべき総代の数 

 

問 市選挙管理委員会 

   内線1131・1132 

   八間堀川沿岸土地改良区事務所 

   0297-42-2149 

案 内 

区別 区域 総代数 

第１区 

(旧下妻) 
加 養・新 堀・柳 原・  

谷 田 部・山 尻・肘 谷・ 

樋橋・袋畑・亀崎 
６人 

第２区 

(旧千代川) 

田 下・下 栗・本 宗 道・ 

宗 道・渋 田・見 田・  

唐 崎・長 萱・伊 古 立・

原・羽子・大園木・鯨 

12人 


