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『フィールド遊びと芋煮会』参加者募集 
 

わらべうた・あそびランドでは、自然の中でフィー

ルド遊びをした後に、丸々と育った里芋を使った芋煮

会を開催します。 
 
●日時 11月28日(日)午前9時30分集合 ※雨天中止 

●場所 小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター前  

●参加費 無料 

●参加対象 ３歳～小学６年生までの親子 

●募集人員 100組(200名) 

●持参品 おにぎり・おわん・おはし・シート 

     ※汚れても良い服装でお越しください。 

●申込期限 11月24日(水) 
 

問 申 市生涯学習課 内線2834 

結婚を希望する独身者を募集しています 
 
市では、農業商業後継者を対象とした結婚対策事業

をおこなっています。この事業は、農業委員会長から

委嘱を受けた結婚相談員が結婚成立を目指し、情報を

交換するなど、結婚支援活動をするものです。 

 そこで、結婚を希望する独身者(農業商業後継者に限

らず一般の方も含む)を広く募集しています。 

 なお、登録した個人情報は、当該事業 

のみに使用します。他に情報提供する 

ことはありません。 
 

問 市企画課 内線1312 

《初心者いけ花無料体験教室》 
●日時 11月６日(土)午前10時～ 

●場所 市総合体育館２階  

    卓球場前 

●対象 中学生以上の方 

●定員 40名 ※先着順 
 

問 下妻市華道文化協会 

   (曽根) 44-3664 

《茶道無料体験》 
●日時 11月６日(土)・７日(日) 

    午前10時～午後２時 

●場所 下妻公民館２階 研修室    

●定員 各日100名 

    ※先着順 
 

問 下妻市茶道連盟 香出水会 

    (川井) 44-3253 

《市民囲碁大会》 
●日時 11月21日(日) 

    午前９時～ 

●場所 下妻公民館２階 和室 

●参加費 2,000円(弁当代他) 

     ※当日徴収。 
 

問 常総清娯会 

   (小林) 44-2522 

『市文化祭』参加者募集 

『市長杯争奪ビーチボールバレー大会』参加者募集 
 
●日時 11月28日(日)午前８時30分集合 

●場所 市総合体育館 他 

●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) 

●参加資格 市内在住・在勤の方および連盟が 

      認めた方 

●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 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 11月12日(金) 

●組み合わせ抽選会 

 11月20日(土)午後7時～ 下妻公民館 

 ※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) 

   市総合体育館 ※月曜日休館 

 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 

11月は児童虐待防止推進月間です 
 
◆児童虐待とは 

親または親に代わる養育者など、現に子どもを監護 

する者が、暴力や不当な扱い、言葉による脅し、性 

的行為の強要などにより、子どもの心身を傷つけ、 

健全な成長や発達を妨げる行為を言います。 
 
《身体的虐待》 

 ・あざや傷を負うほどの暴力、行き過ぎた体罰 

《心理的虐待》 

 ・言葉や態度で子どもの心を傷つける 

 ・兄弟間差別 

《性的虐待》 

 ・触れられると嫌だと思う部位への身体的接触 

 ・のぞき見、性的行為の強要 

  ・ポルノグラフティの被写体にする 

《ネグレクト》 

  ・食事を与えない 

  ・着がえや入浴、洗濯など身の回りの世話をしない 

  ・病気やケガをしても医者に見せない 
   
◆虐待を見つけたら 

家庭内で起こる事は発見しにくいものですが、兆候 

に気づいたり、発見した場合は下記の関係機関に通 

告してください。疑いがある場合でも結構です。 

情報をお寄せいただいた方の秘密は守られます。 

匿名でもお受けします。 
 
 《通報先》 

 ・子どもが殴られている、危害が加えられている 

  場合は110番へ 

 ・緊急でない場合は 

  ①筑西児童相談所 24-1614 

  ②市福祉事務所児童福祉係・家庭児童相談室 

    内線1575～1578 

 ・休日や夜間(24時間電話相談対応)は 

  いばらき虐待ホットライン 

   0293-22-0293 

家庭児童相談室にご相談を 
 

18歳未満の児童とその家族の方を対象に、養育・

しつけ・性格・非行・障害・家庭内暴力などについて

専門の相談員が個別に相談をお受けします。 

また、虐待についての通報・相談も受け付けます。  

秘密は厳守します。 
 
◆日時 月～金曜日 午前９時～午後３時 

    ※電話または面談による相談 

◆場所 家庭児童相談室 

    [下妻市役所第二庁舎福祉事務所内]  
   

問 家庭児童相談室 内線1575 

働く婦人の家・勤労青少年ホーム 

合同文化祭を開催します 
 
◆日時 

 11月20日(土)午前９時～午後５時 

    21日(日)午前９時～午後３時 

◆場所 

 働く婦人の家  

◆作品展示 

 フラワーボトル 

 色えんぴつ画、筆ぺン習字 

 押し花、華道、手編み、千代紙人形 

 生花、パッチワーク、手作り工芸 

◆実技公開 

 《21日》 

  着付け 午前10時～12時 

  茶道 午前10時～午後２時 

◆体験コーナー 

 《20日・21日》千代紙人形、押し花 

          午前10時～午後２時 

◆発表(演奏)  

 《20日》コカリナ 午前11時～11時30分 

午前11時30分～12時 
 

問 働く婦人の家 43-7929 

   勤労青少年ホーム 43-7423 

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 11月９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 

国勢調査の提出はお済ですか 
 

まだ調査票の提出がお済みでない場合は、至

急、平成22年国勢調査郵送提出用封筒(緑色)に

調査票を入れて郵送していただくか、または各地

区の調査員、市役所企画課に提出してください。 

ご協力お願いします。 
 

問 平成22年国勢調査下妻市実施本部 

   (企画課内) 

   内線1316 

案 内 

募 集 



案 内 

平成２３年度 『県立中央看護専門学校』入学生募集 

◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 県立中央看護専門学校 助産学科・看護学科２年課程 0296-70-5521 

              看護学科３年課程      0296-77-0533 

学科 定員 応募資格 試験日 試験科目 出願期間 

助産学科 25名 
看護師養成施設等を卒

業または平成23年3月

卒業見込みの方等 

一次 平成23年1月25日(火) 
二次 平成23年1月27日(木) 

一次 国語、一般常識 

二次 面接 
12月13日(月) 
 ～17日(金) 

看護学科 
3年課程 

40名 
高等学校を卒業または

平成23年3月卒業見込

みの方等 

一次 平成23年1月12日(水) 
二次 平成23年1月14日(金) 

一次 国語総合、英語Ⅱ 

   数学Ⅰ・Ａ 

二次 面接 

12月6日(月) 
 ～14日(火) 

看護学科 
2年課程 

80名 
准看護師または平成

23年3月准看護師免許

取得見込みの方等 

一次 平成23年１月12日(水) 
二次 平成23年１月14日(金) 

一次 専門基礎科目、専門科目 

   国語総合、 数学Ⅰ・Ａ 

二次 面接 

11月29日(月) 
～12月6日(月) 

オストミー講習会を開催します 
 
◆日時 11月14日(日)午前10時～午後２時30分 

            受付 午前9時30分～ 

◆場所 古河市福祉の森会館２階研修室 

    [古河市新久田町271-1] 

◆内容 人工肛門・人工膀胱保有者のための 

    オストミー講習会 

     ①講演会・相談 

     ②オストメイト同士の懇談会 

     ③ストーマ用装具展示・説明 

◆参加費 1,000円(昼食代を含む) 

◆申込期限 11月７日(日) 
 

問 申 日本オストミー協会 

     茨城県支部西部地区センター 

     0280-76-6511 

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

◇日時 11月6日(土)午後１時30分～５時 

          (受付12時30～) 

◇場所 オークラフロンティアホテルつくば 

    [つくば市吾妻1-1364-1]  

 ◇対象者 Ａコース 男性40歳まで 女性35歳まで 

      Ｂコース 男性40歳以上 女性35歳以上 
        
【筑西会場】  

◇日時 11月7日(日)午後１時30分～５時 

          (受付12時30～) 

◇場所 アルテリオ[筑西市丙372] 

◇対象者 男女とも45歳まで  
 
◆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 

平成23年度 

『板金科推薦入学者』募集 
 
●訓練科名 板金科 １年 

●募集定員 10名 

●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 

 識技能を学びます。 

●応募資格 

 平成23年3月に中学校卒業見込みの 

 方または中等教育学校の前期課程を 

 修了見込みの方 

●受付期間 11月22日(月) 

       ～12月３日(金) 

●提出書類 入学願書、推薦書、調査書 

●試験日 12月10日(金) 

●選考内容 面接 
  

問 申 県立古河産業技術専門学院  

     0280-76-0049 

ダメ ! 不正軽油 
 

ディーゼル車の燃料である軽油には、１リットルあたり32.1円の

軽油取引税が課税されているため、軽油に灯油や重油を混和し｢不正

軽油｣を製造・販売・購入したり、灯油や重油をそのまま車の燃料と

して使用するような不正軽油行為は、税金分を正しく納めない(脱税)

行為です。 

軽油引取税の納税義務が生じるほか、悪質な行為には懲役刑等の

刑事罰が適用になります。 
            
◆不正軽油の 

 製造    ５年以下の懲役または、500万円以下の罰金 

 販売・購入 ２年以下の懲役または、200万円以下の罰金 
 
 許さない！不正軽油｢作らない｣｢売らない｣｢買わない｣｢使わない｣ 
 

問 筑西県税事務所 課税第１課 24-9192 

平成２３年度 

『溶接科推薦入学生』募集 
 
●訓練科名 溶接科 １年 

●応募資格 

 平成23年3月に中学校卒業見込み 

 の方(中学校長が推薦する者) 

●受付期間 11月22日(月) 

       ～12月３日(金) 

●試験日 12月10日(金) 
 

問 申 県立筑西産業技術専門学院 

     24-1714 

～ようこそ木の国へ～木材祭りを開催します 
 
 子どもたちに、木に触れ合って親しんでもらうため

木材祭りを開催します。 
  
◆日時 11月7日(日)午前10時～午後４時 

◆場所 丸宇木材市売[つくば下妻第二工業団地内] 

◆内容 日曜大工教室、丸太切り大会など 

◆入場料 100円(保険料・緑化募金) 

◆後援 県・県教育委員会 
 

問 丸宇木材市売 30-7001 

～シベリア戦後強制抑留者の皆さんへ～ 

特別給付金の請求受け付けが始まりました 
 
◆対象者 戦後強制抑留者で平成22年６月16日に 

     日本国籍を有するご存命の方 

 ※対象者の方には、請求書類を郵送しています。 

  まだ、お手元に届いていない方はお問い合わせ 

  ください。 

◆受付期間 10月25日～平成24年３月31日 
 

問 独立行政法人平和祈念事業特別基金 

   0570-059-204(ナビダイヤル) 

   受付時間 午前９時～午後６時 

都市計画に関する公聴会を開催します 
 

県では都市の将来像を示す都市計画区域マスター 

プランの作成にあたり，皆さんからご意見をお聞き 

するため，公聴会を開催します。 
 

 ※公述申出者がいない場合、公聴会は開催しません。 
 
◆日時 11月24日(水)午前10時～ 

◆場所 常総工事事務所 ２階会議室 

    [常総市新石下1317-10] 

◆申し出方法 

本マスタープラン原案に対して意見を述べること 

を希望する方は、公述申出書を提出してください。 

 【提出先】 

  茨城県知事橋本昌(茨城県都市計画課扱い)あて 

   [〒310-8555 水戸市笠原町978-6] 

◆公述申出期間 

 11月8日(月)～17日(水)必着 

◆公述人の決定 

公述申出者が多数の場合、意見内容を考慮のうえ 

代表者を選考します。 

◆マスタープラン原案の閲覧期間 

 11月8日(月)～17日(水) 
 

問 (閲覧場所) 県都市計画課 

        029-301-4592 

     市都市整備課 内線1726 

砂沼広域公園遊歩道整備工事にご協力を！ 
 

砂沼広域公園の遊歩道 

整備工事を実施します。 

 工事期間中は工事区間 

が車両通行止め(歩行者 

通行可)になりますので、 

ご協力をお願いします。 
  
◆工事期間 

 11月１日(月) 

   ～13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 

案 内 募 集 

工事箇所 

秋季全国火災予防運動に 

ともなうサイレン吹鳴について 
 

秋の火災予防運動にともない、サイレン吹鳴およ

び半鐘打鐘をおこないますので、火災と間違わない

ようにお願いします。 
 
◆日時 11月9日(火)・15日(月)午前7時 
 

※隣接市町においてもおこないますので、 

 火災と間違わないようにお願いします。 
 

問 下妻消防署 43-1551 

   市民安全課 内線1434 
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市内の催し 

外国人のための「一日無料弁護士相談ＩＮ筑西」 
 

県西地区に居住する外国人の抱える問題を解決する

ために、弁護士による無料相談をおこないます。 
 
◆日時 11月28日(日)午前11時～午後４時 

    受付 午後３時30分まで 

   ※面談方式。秘密は厳守します。 

◆場所 しもだて地域交流センター・アルテリオ 

    [筑西市丙372] 

◆相談内容 法律、在留資格、婚姻、教育 

      その他生活全般 

◆相談言語 日本語、英語、中国語、タイ語 

      タガログ語、ポルトガル語、韓国語 

      スペイン語、インドネシア語 
 

問 (財)茨城県国際交流協会 029-244-3811 

    ※当日問い合わせ先 090-2645-6448 

「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相談に応じます。 

 相談は無料。秘密は厳守します。 
 
◆日時 11月28日(日)午前10時～午後４時 

    受付 午前９時30分～午後３時 

    ※予約なしで先着順に相談できます。 

◆場所 下妻公民館２階相談会場 

◆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 下妻調停協会(水戸地方・家庭裁判所下妻支部内) 

   43-6781 

11月は労働保険適用促進月間です 
～一人でも雇ったら、入ろう｢労働保険｣～ 
 
◆労働者(アルバイトを含む)を１人でも雇っている 

 事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入 

 する義務があります。 
 
◎保険制度および加入手続き等については、お問い 

 合わせください。 
 

問 労働局労働保険徴収室 029-224-6213 

   ※または、最寄りの労働基準監督署および 

   ハローワークへお尋ねください。 

県西労働相談センターにご相談を 
 

専門の相談員が労働条件・解雇などの労働相談に

対応します。お気軽にご利用ください。 
 
◆日時 月～金曜日(祝日、年末年始を除く) 

    午前9時～午後4時 

◆場所 県西労働相談センター 

    [筑西市二木成615筑西合同庁舎内] 
 

問 県西労働相談センター 24-9136 

公民館おはなしの会／11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 11月20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 

11月13日は｢県民の日｣です 
 
 県の花 バラ   県の木 ウメ 

 県の鳥 ヒバリ  県の魚 ヒラメ 

エアロビクス(クリスマスバージョン)!! 
～サンタがスタジオにやってくる!？～ 
 
◆日時 12月７日(火)午前11時～12時 

◆場所 ほっとランド・きぬ 

    トレーニングジム内スタジオ 

◆参加費 無料(入館料のみ) 

◆定員 20名 

◆申込方法 

 11月16日(火)午前11時からフロント前にて 

 受け付けを開始します。 

※参加者本人が来館しての受け付けとなります。 

※定員に達した場合は、キャンセル待ちでの 

 受け付けとなります。(受け付け開始時点で 

 定員を超えた場合は、抽選) 
 
◎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 

「女性の人権ホットライン」 
～あなたは一人でなやんでいませんか～ 

 
法務省、全国人権擁護委員連合会および県人権擁護

委員連合会では、職場における男女差別やセクハラ、

夫やパートナーからの暴力、ストーカーなど、女性に

対するあらゆる人権侵害について相談できる電話相談

窓口｢女性の人権ホットライン｣を開設します。 

秘密は厳守します。 
 
◆日時 11月15日(月)～21日(日) 

    午前８時30分～午後７時 

   ※土・日曜日は午前10時～午後5時 

◆電話番号 0570-070-810 

◆相談員 人権擁護委員・法務局職員  
 

問 水戸地方法務局人権擁護課 

   029-227-9919 

「労働時間相談ダイヤル」にご相談を 
 
 厚生労働省では、11月1日から30日までを｢労働

時間適正化キャンペーン｣期間とし、長時間労働の

抑制等の労働時間適正化を図るため、長時間労働な

どの相談に応じます。 
 
◆日時 11月6日(土)午前9時～午後5時 

◆相談ダイヤル 0120-794-713 

        (なくしましょう、長い残業) 

ふれあいウォークフェスティバル 

～歩く会～を開催します 
 
 歩くことをとおし、体力増進や健康維持に関す

る意識を高め、あわせて地域間交流・世代間交流

を深めてもらうことを目的に開催します。 
 
◆日時 11月７日(日) ※小雨決行。 

   午前７時15分～ 参加受付 

            (当日受け付けします) 

午前７時45分～ 開会式 

◆場所 千代川公民館前広場[千代川庁舎隣り] 

◆コース 

 晩秋の野道ふれあいコース(約９km) 

  千代川公民館⇒大形橋⇒鬼怒川堤防⇒無量院 

  ⇒大形橋⇒ほっとランド⇒千代川公民館 

◆参加費 無料 
 

問 第９回ふれあいウォークフェスティバル 

   実行委員会(市スポーツ振興課内) 

  内線2863 

「全国一斉労働トラブル110番」 
 
 司法書士による無料電話相談を実施します。  
 
◆日時 11月23日(火・祝)午後1時～6時 

◆電話番号 029-222-4515 

      029-222-4516 

◆相談内容 賃金未払いやサービス残業など、 

      労働トラブルに関する相談 
 

問 茨城司法書士会 029-225-0111 

図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

◇日時 11月９日(火)・20日(土)午後２時～ 

◇上映作品 ｢ランボー｣(1982年/アメリカ/94分) 

【あらすじ】 

 シルヴェスター・スタローン主演、シリーズ第1作! 

 ベトナム帰りの復員兵ランボーは戦友を訪ねてある 

 町にやって来る。だが、戦友は化学兵器の後遺症で 

 死んでいた。 

 復員兵に冷たい国への怒りが、よそ者に対する警察 

 の屈辱的扱いをきっかけに爆発する。たった一人の 

 軍隊と化したランボーは、数百人の警官隊を相手に 

 壮絶な戦いを開始する。 
 
《子ども映画会》 

◇日時 11月27日(土)午後２時～ 

◇上映作品 

 ｢カルメン／夜光の玉／カエルが鳴くと雨になる 

 わけ／きつねとうさぎのちえくらべPARTⅡ｣ 

 (60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 

市立図書館休館日／11月 
 
 11月 １日(月)・ ８日(月)・15日(月) 

    16日(火)・22日(月)・29日(月) 

相 談 

案 内 

案 内 


