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償却資産の申告はお早めに 
 

償却資産の申告期限は、平成23年1月31日(月)です。  

平成23年1月1日現在の償却資産をお早めに申告してく

ださい。 
 
 ※償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営 

  している方が、その事業のために用いることができ 

  る資産のうち、法人税や所得税の申告時に必要経費 

  または損金として算入されるものをいいます。 

  自動車税や軽自動車税の対象となる車両、土地や家 

  屋(付帯設備は対象となる場合あり)は償却資産の範 

  囲から除かれます。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 市税務課 固定資産税係 内線1353～1356 

１月の予防接種 ～ポリオワクチン～ 
 
◆日時 平成23年１月25日(火) 

    受付 午後2時～2時30分 

◆場所 下妻保健センター 

◆持参する物 

 受診券、母子健康手帳 

 予診票(責任を持って記入してください) 

 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。 
 

問 市保健センター 43-1990 

給食物資納入指名業者の 

受け付けをおこないます 
 
 平成23・24年度の給食物資納入指名業者の

受け付けをおこないますので、希望する業者の

方は、お申し込みください。 
 
◆受付期間 

 平成23年２月１日(火)～８日(火) 

 午前８時～午後４時30分 

◆提出書類 

 (１)指名申請書 

 (２)保健所の衛生監視票(写) 

 (３)食品営業許可証、食品販売許可証(写) 

 (４)会社概要書(パンフレット等) 

 (５)配送車の車検証(写)および車の写真 

 (６)平成22年度納税証明書 

   (市町村民税・固定資産税) 
 

問 申 常総・下妻学校給食センター 

     0297-42-2369 

     [常総市若宮戸1088-1] 

｢男女共同参画推進プラン｣進捗状況を報告します 
 

 市では、「女
ひと

と男
ひと

とが手を取り合い、個性をかがやかせ

るまち下妻」を基本理念に策定した男女共同参画推進プラ

ンの取組みをしています。この度、男女共同参画社会の醸

成にむけて施策の推進を図ることを目的に、平成21年度

の事業実施状況を調査・自己評価をした進捗状況をまとめ

ました。 

内容については、市ホームページに掲載します。  

また、市役所企画課にて閲覧できます。 
 
◆閲覧期間 平成23年1月11日(火)～31日(月) 

    午前8時30分～12時 午後１時～５時15分 
 

◆閲覧場所 市役所本庁舎２階 企画課 
 

問 市企画課 内線1312 ～白色申告者対象～ 

平成２２年分申告の収支内訳書等 

作成説明会を開催します 
 

平成22年中に営業・農業・不動産の収入があ 

り収支内訳書(白色申告)の作成についてご不明

な点がある方は、この機会をご利用ください。 
 
◆日時 平成23年１月20日(木) 

    ①農業の収支 

     午前10時～12時(受付９時30分)  

    ②営業・不動産等の収支 

     午後２時～４時(受付１時30分) 

◆会場 千代川公民館 

◆主催 下館税務署 
 

問 下館税務署 24-2121 

   市税務課 市民税係 

   内線1342～1346 

茨城県議会議員一般選挙(下妻市選挙区)は 

無投票となりました 
 

茨城県議会議員一般選挙の下妻市選挙区は、立候補者

が飯塚秋男氏のみであったため、無投票となりました。 

下妻市高齢者家族介護支援事業 「家族介護教室」を開催します 
 

介護について一人で悩まず、同じ思いを抱えた介護者どうしで交流しませんか。 

参加費は無料です。 

日時 
平成23年1月23日(日) 
午前10時30分～12時30分 (受付10時～) 

平成23年2月６日(日) 
午前10時30分～12時 (受付10時～) 

場所 ラポールしもつま[江1827-1] 愛宕園デイサービスセンター[下木戸544-1] 

対象 認知症高齢者を介護している方 家庭で高齢者を介護している方 

内容 
・講義 ｢認知症について｣ 
・参加者座談会 

・講演 ｢お口の管理で10年長生き10年若返り｣ 
・家族介護相談 

定員 20名  20名 
申込期限 平成23年1月13日(木) 平成23年１月31日(月) 

 問 申 ラポールしもつま(岩井、渡辺) 44-7300 愛宕園デイサービスセンター 44-5387 

【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、日本脳炎、インフルエンザを受 

  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。 

案 内 

日時 
平成23年2月7日(月) 
午後1時30分～2時30分 (受付１時～) 

平成23年2月27日(日) 
午前10時～12時 (受付9時30分～) 

場所 千代川さくら館[五箇574] 加養の里[加養493] 

対象 家庭で高齢者を介護している方  家庭で高齢者を介護している方 

内容 

・講義 ｢介護技術について｣ 
・参加者座談会 

 

 

・講義 ｢廃用症候群とは～予防のポイント～｣ 
｢立ち上がり法～力の要らない介助術～｣ 
｢排泄は大切～気持ちのいい排泄へ～｣ 

・討論 介護サービスの選択等、介護体験交流 

定員 20名 20名 

申込期限 平成23年1月31日(月) 平成23年2月21日(月) 

 問 申 千代川さくら館 30-1511 加養の里 30-6191 



相 談 身体障害児者生活相談 

補装具巡回相談 
 

身体障害者相談員が身体障害児者の生活等全般の相談

に応じます。また、補装具(補聴器・義肢・装具など)の巡

回相談も併せて受け付けます。 
 
◆日時 平成23年１月18日(火)午後１時～３時 

◆場所 下妻公民館１階和室 
 

問 市福祉事務所 内線1574 

民生委員・児童委員が改選になりました 
 

３年に１回の一斉改選(平成22年12月１日)により、次の方々が民生委員・児童委員として厚生労働大臣より委嘱されました。(新任13名、再任69名) 

 民生委員・児童委員は、各担当地域において社会福祉の増進に努め、市民生活のさまざまな相談に応じます。 
 
 が新任の方です。 

番号 氏名 住所 電話番号 地区担当 

1 番澤 幸治 下妻乙212-2 44-1954 陣屋・旭 

2 福田 久江 下妻乙269-13 44-4317 栗山 

3 大谷 英子 下妻乙122 44-3342 西町 

4 落合 繁治郎 下妻乙39 44-5339 坂本・相原山・坂本新田 

大木新田 

5 司代 重璋 本城町1-21-1 44-4788 本城町 

6 野手 久美子 下妻乙934-1 43-2600 上宿・本宿 

7 矢中 守高 下妻乙614 44-3752 小野子 

8 寺尾 みち子 下妻丙24 43-6535 大町 

9 矢島 しづ子 下妻丙61 44-5655 大町 

10 山口 よし子 下妻乙440 44-5663 峰 

11 多田 時子 下妻丁179-3 44-4786 新町・三道地・砂沼新田 

12 沼尻 俊子 下妻丁240-1 44-3013 上町 

13 鯨井 登美子 下妻丁250-1 43-0457 仲町・横町・下町・浦町 

14 稲川 榮次 下妻戊45 44-5873 下子町・不動宿 

15 宮本 一志 下妻戊388-7 44-4488 田町・新屋敷 

16 岩上 照代 砂沼新田29 44-2254 主任児童委員 

(下妻中学校区) 
17 藤倉 敬子 長塚145-3 44-3760 長塚(東)  

18 吉川 勝 長塚260-1 44-3453 長塚(中)  

19 吉川 よう子 長塚408-1 44-5527 長塚(西)  

20 荒川 敬子 石の宮31-1 44-4088 石の宮 

21 近藤 隆 大宝705 43-5826 大宝 

22 相澤 喜久人 北大宝316-1 44-2056 北大宝 

23 松本 みえ子 坂井146 43-0143 坂井・比毛 

24 串田 よしの 堀篭1399 43-6522 堀篭 

25 斉藤 勉 平沼174 44-3061 大串・平沼 

26 柴 和也 横根228 44-1346 横根・平川戸 

27 鈴木 要司 福田212 44-1418 福田 

28 平井 美枝子 下木戸438-1 44-4747 下木戸 

29 栗原 友子 下木戸443-3 44-5776 下木戸 

30 野尻 裕子 北大宝1098 44-2737 主任児童委員 

(東部中学校区) 
31 赤荻 三郎 若柳乙299-2 44-1027 東宿・下宿・久目・下宮 

32 相澤 清 若柳丙322-5 43-6241 福代地・西宿・上宿 

33 若本 興弥 神明124 43-0420 神明・牧本・本田 

34 平石 律子 下田357 44-1558 貝越・下田・筑波島 

35 中山 良一 数須161 44-1462 数須･中郷･宇坪谷 

36 塚田 秀子 黒駒1178 43-0469 黒駒・柴 

37 飯村 正 黒駒1128-5 43-0534 黒駒・促進住宅・半谷 

38 保科 敬子 江1582-3 43-2830 江 

39 山中 勝江 江1559 43-0764 江 

40 中村 まさ子 平方195-1 44-4756 平方 

41 門井 正 渋井228 43-0591 尻手・渋井・黒駒川岸 

人権擁護委員が相談にお答えします 
 

水戸地方法務局下妻支局では、人権擁護委員が当支局

に常駐し、地域住民の人権が侵害されないよう常に注意

を払い、もし、人権が侵害されたときは相談を受け、被

害救済のため速やかに適切な対応をとっています。 
 
◆相談日 毎週月曜日 午前10時～午後３時 

     ※祝日を除く。 

※面談または電話による無料相談。 

◆場所 水戸地方法務局下妻支局別館[下妻乙124-2]  

◆電話番号 43-3935 

◆相談員 水戸地方法務局下妻支局管内(下妻人権 

     擁護委員協議会)の人権擁護委員 
  
◎下妻支局職員による相談等もおこなっています。 

  毎日 午前８時30分～午後5時15分 

  ※祝日を除く。 

茨城県健康福祉祭 

『わくわく美術展』作品募集 
 
●開催期間 平成23年２月26日(土)～3月４日(金) 

●出品資格 60歳以上(昭和27年４月１日以前生まれ) 

      の方で、県内在住のアマチュア 

●出品作品 日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真の 

      6部門 

      (出展数は、部門を問わず1人1点) 
 
  ◎出品規格がありますので、詳しくはお問い合わせ 

   ください。 

●出展料 2,000円 

     ※茨城わくわくセンター事業推進サポーター 

      (個人サポーター)は無料 

●申込方法 作品および出展料を持参のうえ、 

      介護保険課にお申し込みください。 

●申込期間 平成23年１月11日(火)～14日(金) 
 

問 市介護保険課 内線1538 

    茨城わくわくセンター 029-243-8989 

募 集 

案 内 

番号 氏名 住所 電話番号 地区担当 

42 本橋 くに 桐ケ瀬33 44-1892 桐ケ瀬 

43 関 誠 赤須469 43-0706 赤須 

前河原(グリーンタウン) 

44 大島 ヒロ子 前河原910-2 44-5262 前河原元組合 

前河原(パークタウン) 
45 須藤 美津子 半谷492-8 44-2835 半谷 

46 高橋 ふみい 南原109-7 44-1212 半谷・南原 

47 栗島 みち 大木743 43-0945 大木 

48 塚田 登 大木413-2 43-0631 大木 

49 斉藤 森一 小島36 44-5380 小島・小島香取 

50 稲川 尚武 小島1051-2 44-5829 石堂・新堀 

51 若 博 小島1107-2 44-5274 石堂 

52 寺田 良雄 二本紀612-1 43-2455 二本紀 

53 坂野 徹 中居指225 44-1170 今泉・中居指 

54 吉田 豊子 古沢140-16 44-2890 古沢・袋畑 

55 黒川 玲 今泉68-6 44-3058 主任児童委員 

(下妻中学校区) 
56 山中 宗治 加養3354 44-1090 加養・新堀 

57 相島 勝美 樋橋281 44-1886 樋橋・亀崎 

58 河田 元之 加養3438 44-1759 肘谷・加養(第1・2) 
59 中久喜 幸夫 山尻400-2 44-4383 山尻・谷田部・柳原 

60 根本 淑子 高道祖4517 43-1934 本田 

61 嶋田 三郎 高道祖4597 43-7048 原・雇用促進住宅 

62 石浜 貞夫 高道祖4630 43-6955 新町・柏山 

63 平石 豊一 高道祖4348 43-7507 中台 

64 杉山 明 高道祖3865-2 43-7474 小渡・桜塚・東原 

65 砂古 武 宗道19 44-3922 宗道西・東1 
66 大山 正文 原536-2 44-4812 宗道東2・3 
67 菊地 静男 皆葉1753-2 43-2692 皆葉西 

68 稲葉 興児 本宗道175-1 43-3375 本宗道・鬼怒 

69 小竹 八重子 五箇159 43-4607 五箇 

70 内田 貞夫 田下13-2 44-3823 田下・下栗 

71 石野 正樹 原910 43-5247 原 

72 湯本 貞夫 別府16-8 44-3685 別府 

73 飯岡 フサエ 大園木3 43-4300 砂子 

74 鈴木 徹 大園木189-3 43-3295 亀崎・大園木 

75 渡辺 利夫 皆葉1214-4 44-3060 皆葉東 

76 中島 うめ子 鎌庭58 43-5032 鎌庭西・東 

77 杉田 芳江 長萱807 43-5721 見田・唐崎・長萱・伊古立 

78 安田 勝 鯨930 43-5502 鯨 

79 島貫 朋子 鎌庭2818 43-2955 鎌庭新宿 

80 鈴木 清一 村岡1012 43-4924 村岡 

81 海老原 鈴子 原1699-1 43-5316 羽子 

82 渡辺 和江 下栗677-2 43-5420 主任児童委員 

(千代川中学校区) 
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公民館おはなしの会／１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。   
 
◆日時 平成23年１月15日(土)午後１時30分～ 

◆場所 下妻公民館 児童図書室 
 

問 下妻公民館 43-7370 

『ビジネスマナー講座』受講生募集 
 
●日時 ３月23日(水)・24日(木) 

    午前９時～午後５時 

    ※新入社員およびビジネスマナーを必要 

     とする方のための講座。  

●定員 20名 

●会場 県立古河産業技術専門学院 

●受講料 2,900円 

●申込方法 受講申請書に記入押印のうえ、受講料を 

      添えてお申し込みください。 

●受付期間 平成23年２月１日(火)～３月４日(金) 

      ※先着順。 
 

問 申 県立古河産業技術専門学院 

      0280-76-0049 

ふれあいパーティを開催します 
～あたらしい出会いを探してみませんか～ 
 
【つくば会場】 

◇日時 平成23年1月23日(日) 

    午後1時30分～５時(受付１時～) 

◇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 男性、女性共35歳までの方  各15名  

  Bコース 男性 年収500万円以上の方 

        女性 専門学校・短大卒以上の方  

        各20名 
 
【守谷会場】 

◇日時 平成23年1月29日(土) 

    午後1時30分～５時(受付１時～) 

◇場所 守谷市民交流プラザ 

    [守谷市御所ヶ丘5-25-1] 

 ◇対象者 男性、女性共40歳までの方 

      各20名  
 
【下妻会場】  

◇日時 平成23年1月30日(日) 

    午後1時30分～５時(受付１時～) 

◇場所 ビアスパークしもつま[長塚乙70-3] 

 ◇対象者 男性、女性共35歳～45歳までの方   

      各20名  
 
◆参加費 男性5,000円 女性1,000円(当日徴収) 

◆申込開始 随時 

◆共催 いばらき出会いサポートセンター 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート 

     0280-87-7085 

『平成２３年度学院生』募集 
 
《溶接科(１年制)》 

●応募資格 平成23年に中学校を卒業見込みの方 

      (中学校卒業者含む) 

●試験日  平成23年１月28日(金) 

●受付期間 平成23年１月11日(火)～21日(金) 
 

《機械システム科(２年制)》 

 ●応募資格 平成23年に高等学校を卒業見込みの方 

       (高等学校卒業者含む) 

 ●その他 追加募集のため、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 県立筑西産業技術専門学院 24-1714 

ふるさと博物館 展覧会を開催します 
 
 貸しギャラリーによる展覧会を開催します。 

 皆さんのご来館をお待ちしています。 

 

 

 

 
 
  ◆開館時間 午前９時～午後４時30分 

          (16日は午後4時まで) 

        ※休館日 １月11日(火) 
 

問 ふるさと博物館 44-7111 

期間 展覧会名 作品 

平成23年 

１月６日(木)～16日(日) 同好会書道展 書 

『平成23年度 一般入学者』募集 
 
●訓練科名・募集人員 板金科 10名 

●訓練期間 １年 

●訓練内容 製作図面に従い板金加工・溶接技術 

      (ガス・アーク・半自動)等により板金製 

      品の製作ができる程度の基本的な知識技 

      能を学ぶ。 

●応募資格 中学校を卒業した方(平成23年３月卒業 

      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 

●試験日  平成23年１月28日(金) 

●試験会場 県立古河産業技術専門学院 

       [古河市諸川1844] 

●受付期間 平成23年１月11日(火)～21日(金) 
 

問 申 県立古河産業技術専門学院 

     0280-76-0049 

図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

◇日時 平成23年１月15日(土)・18日(火) 

    午後２時～ 

◇上映作品 ｢上海特急｣(1932年/アメリカ/82分)  
 
 1930年代ハリウッドの最も輝いていた時、黄金 

 コンビと呼ばれた二人、マリーネ・ディートリッヒ 

 と監督のジョゼフ・フォン・スタンバーグは次々と 

 ヒットを生み出していた。｢上海特急｣も｢モロッコ｣ 

 ｢間諜Ｘ27｣に続いて製作された。 

 ディートリッヒが一番美しいころのもので、北京に 

 向かう国際列車に乗り合わせた人々のドラマが展開 

 される。 
 
《子ども映画会》 

◇日時 平成23年１月22日(土)午後２時～ 

◇上映作品 

 ｢美女と野獣／霜の巨人／かしこいコヨーテ／ 

  幸福の王子｣ (46分) まんが世界昔ばなしより 
 
◆場所 市立図書館 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 

『春休み海外派遣』参加者募集 
 
●内容 ホームステイ・学校体験・英語研修・ 

    野外活動・ボランティア体験・文化交流・ 

    地域見学等 

●派遣先 アメリカ・イギリス・オーストラリア・ 

     カナダ・ニュージーランド・フィジー・ 

     カンボジア 

●日程 平成23年３月25日(金)から４月４日(月) 

    の内 10日間 

●対象 小学3年生～高校3年生 

●参加費 29.５万円～39.8万円(別途経費３万円) 

●申込期限 平成23年２月４(金) ※先着順 
 
◎参加コースにより、対象年齢・活動内容が 

 異なります。 
 

問 申 財団法人 国際青少年研修協会 

     03-6459-4661 

下妻市消防出初式を開催します 
 
◆日時 平成23年１月９日(日) 

    午前８時30分～ 

◆場所 

 ・第１会場(点検) 

   市役所南側駐車場 

 ・第２会場(式典) 

   市民文化会館大ホール 

 ・第３会場(観閲) 

   下妻駅西口通り 
 
※当日、午前７時にサイレンおよび半鐘を鳴らし 

 ますので火災と間違わないようお願いします。 
 

問 市民安全課 内線1434 

冬季芝焼きが実施されます 
 
◆日時 平成23年１月16日(日)午前10時～12時 

    ※天候不良の場合は中止。 

◆場所 八千代町 

    ※八千代町内全域。 

     行政区ごとにおこなわれます。 
 
※火災と間違わないようお願いします。 
 

問 市民安全課 内線1434 

募 集 

募 集 

案 内 

案 内 

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～ 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 市秘書課 内線1212 


