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しもつま 広
報 

国勢調査にご協力ください 
 
 ９月下旬から国勢調査員証を持った調査員がご自宅へ伺 

いますので、ご協力をお願いします。 

 調査対象者には、法律により、調査票に記入し提出する 

義務(報告義務)が定められています。 

 また、国勢調査員をはじめとする調査関係者には、個人 

情報を保護するための厳格な守秘義務があり、記入した内 

容は、統計の作成以外に使用することはありません。 
 

問 平成22年国勢調査下妻市実施本部(企画課内) 

   内線1316 

平成23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、 

  心身障害者等の場合。 

 ◇長期にわたり常時病人や心身障害者の介護 

  をしている場合 

 ◇災害(火災、風水害、地震など)を受け、 

  その復旧にあたっている場合。 

 ◇65歳未満の祖父母等が同居しているときは、 

  祖父母等も労働や病気などで、児童の保育 

  ができない場合。 
 
◆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、土曜日午後の保育時間に 

  ついては、各保育所(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(金)～12月10日(金) 

◆その他 

 入所申込書は、福祉事務所で配布しています。 

 定員を超える申し込みがあった場合、入所 

 調整をおこないます 

 また、勤務先等が市外であるなどの理由で、 

 他市町村への入所を希望する場合も市福祉 

 事務所が窓口になります。 

 お早めにご相談ください。 
 

問 申 市福祉事務所 

     内線1575～1578 

回収します！あなたの家の古い電話帳  
 

NTT東日本では、11月中に新しい電話帳をお届

けする予定になっていますが、その際、リサイク

ル推進のために古い電話帳を回収します。 

 なお、不在等で古い電話帳を回収できたなかっ

たお客様へは、改めて回収に伺いますので、ご連

絡ください。 
 

問 タウンページセンタ 

   0120-506-309(フリーダイヤル) 

平成23年度  

就学時健康診断を実施します 
 
 平成23年4月に、小学校へ入学するお子さんの健康診

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。 

  髪の長いお子さんは、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６日(水) 

午後１時30分～ 
午後１時～ 

大宝小学校 
10月20日(水) 

午後１時30分～ 
午後１時15分～ 

騰波ノ江小学校 
10月８日(金) 

午後１時50分～ 
午後１時30分～ 

上妻小学校 
10月13日(水) 

午後１時30分～ 
午後１時～ 

総上小学校 
10月13日(水) 

午後１時30分～ 
午後０時50分～ 

豊加美小学校 
10月14日(木) 

午後１時30分～ 
午後１時～ 

高道祖小学校 
10月8日(金) 

午後１時30分～ 
午後１時～ 

蚕飼小学校 
10月８日(金) 

午後１時40分～ 
午後１時15分～ 

宗道小学校 
10月７日(木) 

午後１時45分～ 
午後１時30分～ 

大形小学校 
10月６日(水) 

午後１時30分～ 
午後１時～ 

小貝川ふれあい公園 

ネイチャーセンター 

住民基本台帳カード（住基カード）を 

ご存じですか 
 
 住民基本台帳カード(住基カード)は、高度なセキュリ

ティー機能を備えたＩＣカードです。 

 また、写真付住基カードは、運転免許証やパスポート

と同様に公的な身分証明書として利用できます。 

 さらに公的個人認証を取得することによりインター

ネットによる電子申請や国税電子申告(ｅ-Tax)ができる

ようになります。 
  
◆申請先 

 市役所市民課 
 
◆申請に必要なもの 

 (本人による申請) 
 
 ①運転免許証・パスポートなどの官公署が発行した 

  写真付の身分証明書 
 
  ※身分証明書がない人は、即日交付ができません。 

   受付後、確認のために照会書を郵送しますので、 

   回答書と一緒に保険証・年金証書などをお持ち 

   ください。 

 ②印鑑 

 ③手数料 500円(公的個人認証取得は別途500円) 
 
※写真は無料で撮影します。 

※住基カード交付時に４桁の暗証番号を設定して 

 いただきます。 
 

問 市民課 内線1412・1414 

転入・転出などに関する届出は忘れずに 
 
 住所の変更などに関する事実については、原則として

住民からの届出により把握することになっています。 

転入・転出などの変更があった場合は、忘れず届出し

てください。 

 ※届出人は本人または世帯主です。 

 ※窓口に来た方の本人確認をおこないますので、運転 

  免許証、保険証等本人確認のできるものが必要とな 

  ります。 
 

問 市民課 内線1412・1414 

転入届 
他市区町村から下妻

市に住所を移すとき 

前住所地の市区町村から転

出証明書を取得し、住みは

じめてから14日以内に転出

証明書を持参して届出する 

転出届 
下妻市から他市町村

へ住所を移すとき 

あらかじめ転出先および転

出の予定年月日を届出し、

転出証明書を取得する 

転居届 
下妻市内で住所を移

すとき 

転居後の住所に住み始めて

から14日以内に届出する 

世帯 

変更届 

世帯または世帯主に

変更があったとき 

変更があった日から14日以

内に届出する 
さそい合って！軽く運動してみませんか 

《パークゴルフ場》 
 
 パークゴルフは、北海道で生まれた人気上昇中の 

ニュースポーツで、クラブ１本とボールがあればプ 

レーすることができます。  

 また、ルールは簡単で、１コース９ホールの距離が 

500m未満と短く、あまり体力を必要としないので、 

老若男女を問わずプレーが楽しめます。 
 
 ◆コース 

  18ホール 909メートル パー66 

  ※10月１日から新たに18ホール 777メートル  

   パー66が仮オープンします。 

 ◆コース使用料 

  大人 400円 

  小中学生 200円 ※小学生は保護者同伴。 

 ◆用具使用料 

  大人のみ １回100円 

 ◆利用時間 

  午前９時～午後４時30分(11～３月は午後４時) 
 

問 申 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 

     45-0200 

     ※月曜日(月曜日が祝日の時は火曜日)を除く。 

緑の中でバーベキューを楽しみませんか 

《バーベキュー場》 
  
 ◆利用料 

  1か所 1,500円 

  (鉄板・網・フライ返し・ 

    トング・掃除道具込み) 

 ◆利用時間 

  午前10時～午後４時(道具の清掃時間を含む) 

 ◆申込方法 

  電話または来所にてお申し込みください。 

  ※利用日の２か月前から受け付けます。 

案 内 

案 内 



草・枝等のごみの出し方は・・・ 
 
◆草やせん定した木の枝等を、各地区のごみ集積所に出 

 す場合は、草は土を落として、木の枝は50ｃｍ以下 

 に切り、市指定のごみ袋(可燃)に入れてください。 
 
◆草や木の枝等のごみを、一度に大量にごみ集積所に出 

 すと、市委託業者が収集をおこなえない場合もありま 

 すので、少量ずつ出すか、ごみ処理施設｢クリーン 

 ポート・きぬ｣に直接、搬入してください。 
 
◆各地区の除草作業等で除草した草は、量が多くなると 

 思われますので、なるべくごみ処理施設｢クリーン 

 ポート・きぬ｣に搬入するようにしてください。 

 直接搬入する場合は、ごみ処理手数料を減免措置でき 

 る場合がありますので、お問い合わせください。 
 
  ※公共用地等以外の場合は、減免の対象にはなり 

   ません。 
 
◎ごみ処理施設｢クリーンポート・きぬ｣に 

 直接搬入する場合 

・草は、中の見えるごみ袋に入れる。 

・木の枝類は、長さ2ｍ以下(太さ15ｃｍ以下)に 

 切り、人が車から降ろせる程度に束ねる。 

・トラック等で搬入の際は、2トン車までとし、 

 荷台にシート等のおおいをする。 
 
《搬入日》 

  月曜日から金曜日 

  午前9時～12時 午後1時～4時30分 
 

問 市生活環境課 内線1423 「道路交通センサス」にご協力ください 
 

道路交通状況を全国規模で調査する｢道路交通センサス｣

がおこなわれます。 

車の利用状況を調べる自動車起終点調査では、無作為に

選定した所有者のお宅に調査員が訪問しますので、ご協力

をお願いします。 
 
◆期間 ９月下旬～11月下旬(予定) 
 

問 常陸河川国道事務所 調査第二課 

   029-240-4061 

下水道事業に係る 

現地調査にご協力を 
 
 市下水道課では、下水道工事が完了してい

る地域について、公共下水道台帳整備のため

の現地調査を実施します。 

測量・現地調査にともない、委託業者が立

ち入る場合がありますので、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25日～12月下旬 

◆調査区域 

 下記の区域内で下水道工事が完了して 

 いる地域 

 《下妻地区》 

   下妻(甲・乙・丙・丁・戊) 

   長塚・砂沼新田・坂本新田 

   大木新田・本城町・小野子町 

   本宿町・二本紀・田町 

 《千代川地区》 

   田下・下栗・本宗道・宗道 

   原・羽子・鬼怒・鎌庭  
 

問 市下水道課 内線1732～1734 

適正な農地の管理を 
 

法律が改正され、所有者には農地の適正な管理が求

められています。 

適正な管理をしていない農地は、雑草・雑木が生い

茂り、生活環境や景観の悪化、害虫や火災の発生源と

なることがありますので、所有者(管理者)は、草刈等の

定期的な管理をお願いします。 
 

問 市農政課 内線2625 

森林の立木を伐採する方へ 
 

下妻市森林整備計画区域内の民有林の立木を伐採す

るときは、目的・面積・本数・材積に関係なく、伐採

を始める90日から30日前に｢伐採及び伐採後の造林届

出書｣を提出し、伐採届出書の受理通知書を受け取って

から、伐採することになります。 

森林を伐採する場合は、事前に市農政課に相談して

ください。 
  

問 市農政課 内線2625 

「土砂災害防止法」に基づく 

現地調査にご協力を 
 

がけ崩れ等の土砂災害から住民の皆さまの

生命を守るため、法律に基づき、土砂災害の

おそれのある箇所について現地調査を実施し

ます。 

 調査にともない、住宅等の敷地内に立ち

入って測量や写真撮影等をおこなうことがあ

りますので、ご協力をお願いします。 
 
◆調査期間 

 10月上旬～平成23年１月下旬予定 

◆調査箇所 

 若柳、下宮、神明、北大宝、大宝 

 大串地内の急傾斜地崩壊危険箇所 
 
◎調査箇所にお住まいの方等を対象とした 

 説明会を実施します。(個別に通知します) 
 

問 県常総工事事務所 河川整備課 

   0297-42-2604 

  市民安全課 内線1434 

排水路整備工事にご協力を！ 
 

二本紀地区において、排水路整備工事を実施します。 

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 10月上旬～12月中旬 

◆工事区域 図のとおり 

 

 

問 市農地整備課 内線2615 

屋外広告物は許可が必要です！ 
～屋外広告物の許可基準を守りましょう～ 
 

まちの良好な景観を作るため、屋外広告物の

表示をおこなう際には、多くの場合、市町村長

の許可が必要になります。 

この許可には一定の基準(許可基準)があり、許

可を受けるためには、許可基準を満たす必要が

あります。 
 

 ◆許可が必要な屋外広告物を無許可で表示す 

  ると、罰則が科されます。許可基準に適合 

  したものを、許可を得て表示しましょう。 
 

 ◆許可には有効期間(最長３年)があります。 

  許可を受けた広告物でも、有効期間経過後 

  に引き続き設置するためには、更新手続が 

  必要です。 

  有効期間が切れた屋外広告物は、違反広告 

  物となりますのでご注意ください。 
 
◎許可手続・許可基準については、お問い合わ 

 せください。 
 

問 市都市整備課 内線1725・1726 

10月は木づかい推進月間です！ 
 

 ｢木づかい｣は、県産材を使った木製品を積極

的に使うことによって森林を育てる、誰にでも

できるエコ活動です。 

 森林には、水源のかん養や山地災害の防止、

地球温暖化の原因となるCO2の吸収といった、

様々な働き(公益的機能)がありますが、間伐など

の手入れが行き届いた森林でなければ、こうし

た働きは十分に発揮されません。 

 県産材を積極的に利用することが、県内の森

林整備を促進して、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

がります。 

 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 

    お問い合わせ 

    県木材協同組合連合会 

    029-227-3356 

案 内 

工事箇所 

10月は「行政書士制度」広報月間です 
 

県民の皆さんに広く｢行政書士｣を知ってもらうため、電

話での無料相談会をおこなっています。 
 
◆日時 10月11日(月)・19日(火) 

    午前8時～12時 

◆相談先 県行政書士会県西支部 

     25-2919 
 

問 県行政書士会 029-305-3731 

相 談 
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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16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 

みんなであそぼう！ 

あそびの交流会を実施します 
 
◆とき 10月１日(金)午前10時30分～12時 

          受付 午前10時～ 

    ※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 ミニミニ運動会、創作コーナー 

◆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 

10月の予防接種 
～ポリオワクチン～ 
 
◆日時 

 10月20日(水) 

 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 

ふるさと博物館 展覧会を開催します 
 
 県郷土の伝統工芸品でもある常陸獅子や神楽面(祭り面)など、

会員が日頃から作り上げている彫刻作品を展示します。 

 

 

 

 

 ◆開館時間 午前９時～午後４時30分  

(２日は午前10時から 10日は午後３時まで) 

 ※休館日 10月４日(月) 
 
《地元お囃子会と獅子舞の共演》 

◇日時等 

 10月10日(日) 

 午前11時～ ビアスパークしもつま 

  午後１時～  ふるさと博物館 
 

問 ふるさと博物館 44-7111 

期間 展覧会名 作品 

10月２日(土) 
～10日(日) 

茨城獅子頭彫刻研究会作品展 
～今伝えたい伝統工芸品～ 

獅子頭 

神楽面 

図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

◇とき 10月16日(土)・19日(火)午後２時～ 

◇上映作品 ｢キタキツネ物語｣(2005年/日本/117分) 

【あらすじ】 

 ～オホーツクの雄大な自然の中で繰り広げられる 

    キタキツネ・ファミリーの愛と感動の物語～ 

冬、流氷の彼方からやってきた一匹の雄ギツネ、フレップ。 

彼は雌のキツネ、レイラと愛し合うようになり、春の初め 

には５匹の子どもが生まれる。しかし、短い夏が終わり、 

秋が訪れる頃、子どもを自立させるための｢子別れ｣の儀式 

が始まり・・・。 
 
《子ども映画会》 

◇とき 10月23日(土)午後２時～ 

◇上映作品 ｢長ぐつをはいたねこ／はくちょうの騎士／ 

       金色のしか／マンゴーの実と猿の王様｣ 

       (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 

インフルエンザ予防接種 
 
 今年は、新型と季節性を混合したワクチンの接種になります。 

 なお、次に該当する方は、公費負担が受けられます。 
 
◆対象者および公費負担額 

 ①接種日に満65歳以上の方。 

  ・・・公費負担額 3,000円(１回のみ) 

②60歳以上65歳未満の方のうち、心臓、じん臓、または呼吸器 

 の機能に障害を有する方、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の 

 機能に障害を有する方。 

  ・・・公費負担額 3,000円(１回のみ) 

 ③市民税非課税世帯の方 

  ・・・受診券を郵送しますので確認してください。 

◆接種期間 

 10月１日(金)～平成23年３月31日(木) 

◆実施医療機関 

《市内医療機関で 

    接種する方》 

 年齢確認等のため 

 保険証を持参し、 

 直接、医療機関で 

 接種してください。 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 
 
《市外医療機関で接種する方》 

 保険証を持参のうえ、事前に下妻市保健センターで接種券等の 

 交付手続きを受けてから接種してください。 
 
◎事前に医療機関への予約および料金等を確認してください。 

 

問 市保健センター 43-1990 

 医療機関名 電話番号 

宇津野医院 45-0311 

菊山胃腸科外科医院 44-2014 

中山医院 43-2512 

古橋耳鼻咽喉科医院 45-0777 

渡辺クリニック 43-7773 

下條整形外科医院 43-3666 

古橋医院 44-2792 

加倉井皮膚科クリニック 30-5007 

軽部病院 44-3761 

坂入医院 43-6391 

砂沼湖畔クリニック 43-8181 

とき田クリニック 44-3232 

平間病院 43-5100 

浅田医院 44-3957 

とやまクリニック 30-5010 

三津山クリニック 48-9131 

中岫産婦人科医院 44-2438 

小貝川ふれあい公園 『秋の山野草展』 
 

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。 
 
◆とき 10月１日(金)～３日(日) 

    午前９時～午後４時30分(３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 
 

問 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 45-0200 

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９日(土) 

    午前10時30分～11時30分 

    午後２時～３時 

◆ところ 市立図書館 児童室 

     (おはなしコーナー) 
 

問 市立図書館 43-8811 

市民健康講座 

～禁煙治療の話を聞いてみよう～ 
 
◆日時 10月５日(火)午後７時～８時30分 

            受付 午後６時45分～ 

◆場所 下妻市保健センター 

◆内容 

 最新禁煙治療の現状、禁煙補助剤について 

 タバコをやめるメリット 

 講師 とやまクリニック 外山 晃 医師 

◆申込期限 10月４日(月) 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

案 内 



案 内 

募 集 

『つけもの講座』参加者募集 
 
●日時 10月23日・30日、11月6日・13日 

    土曜日 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19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 

※休館日 月曜日および祝日の翌日 

平成23年度『専門コース学院生』募集 
 
●訓練期間 機械システム科 2年 

      電気工事科 １年 

●応募資格 高等学校を卒業した方 

      (来春卒業見込み含む) 

●受付期間 10月25日(月)～11月５日(金) 

●試験日 11月12日(金) 
 

問 申 県立筑西産業技術専門学院 

      24-1714 

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、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。 
 
【つくば会場】 

◇日時 10月17日(日)午後１時30分～５時 

           (受付 午後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45歳まで 女性40歳まで 

      Bコース 男性45歳以上 女性40歳以上 
        
【境会場】  

◇日時 10月23日(土)午後１時30分～５時 

           (受付 午後１時～) 

◇場所 グリーンパレス飛鳥[境町伏木1359-2] 

◇対象者 男女とも45歳まで 
 
【下妻会場】  

◇日時 10月24日(日)午後１時30分～５時 

           (受付 午後１時～) 

◇場所 ビアスパークしもつま[長塚乙70-3] 

◇対象者 男女とも45歳まで 
 
◆申込開始 随時 

◆参加費 男性5,000円 女性1,000円(当日徴収) 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート 

      0280-87-7085 

フィーリングパーティーを開催します 
 
◆日時および対象者 

第1回 11月12日(金)午後７時～９時 

     30歳～40歳 

第2回 11月26日(金)午後７時～９時 

     25歳～35歳 

第3回 12月 5日(日)午後２時～４時 

     30歳～40歳 

◆場所 フェリヴェール・サンシャイン 

    [水戸市白梅2-3-86] 

◆定員 各回 男性20名 女性20名 

    ※応募多数の場合は抽選となります。 

◆参加費 男性5,000円 女性2,000円  

◆申込期限 第1・2回 10月17日(日)必着 

      第3回      11月14日(日)必着 
 
◎申込方法等、詳しくはホームページをご覧くだ 

 さい。http://www.youth-i.com/ 
 

問 申 (財)茨城県青少年協会 

      029-226-1388  

『造園アシスタント（剪定）講習会』受講者募集 
 
●日時 10月19日(火)～22日(金) 

    午前9時～午後3時 

    ※講習場所等は決定次第連絡します。 

●対象者 ・全日程受講でき、健康で就業意欲の 

      ある58歳から67歳の方。 

    ・現在就職中の方は受講できません。 

※雇用・就業を目指す講習のため趣味・教養を 

 目的とした申し込みはご遠慮ください。 

●定員 20名 

●受講料 無料 

●申込方法 来所にてお申し込みください。 

●申込期限 10月12日(火) 
 

問 申 下妻地方広域シルバー人材センター 

     44-3198  

     受付 午前8時30分～午後5時 

『大宝八幡宮と下妻の史跡を訪ねるウォーク』 

参加者募集 
 
●日時 11月13日(土)午前10時～午後3時 

午前9時30分集合 

●集合場所 多賀谷城跡公園 

●コース 大宝八幡宮と下妻の史跡(多宝院、観桜苑、 

     光明寺)、砂沼広域公園の遊歩道を散策する 

     コース(12km) 

●対象者 50歳から70歳代までの人 

●定員 100人 ※定員になり次第締め切ります。 

●参加費 200円(資料、保険代含む) ※当日徴収 

●持ち物 昼食、飲み物、レジャーシート、帽子、 

     雨具、タオル、保険証の控え等 

●申込方法 往復はがきの往信用に参加者全員の郵便 

      番号、住所、氏名、年齢、電話番号を記 

      入し、返信用に代表者の送り先を記入の 

      うえ、お申し込みください。 

      (1枚のはがきで3人まで) 

●申込期限 10月23日(土)必着 
 

問 申 県南地域高齢者はつらつ百人委員会事務局  

     ウォーキング大会担当 (山元) 

     090-4916-7629 

〒305-0044 

つくば市並木3-16-1 横田ハイツ102号 

『下妻市ママさんソフトテニス大会』参加者募集 
 
●日時 10月24日(日)午前８時30分集合 

    ※雨天の場合、31日(日) 

●場所 市営柳原球場テニスコート 

●試合種目 上級の部、初級の部 

      ※参加チーム数により、変更の場合あり 

●参加資格 市内に在住・在勤または下妻市ソフト 

      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 

●申込期限 10月３日(日) 
 

問 申 下妻市ソフトテニス連盟事務局 

     (宮本) 44-2805 

     (市川) 090-4835-5226 

『自動車整備科一般入学者』募集 
 
●訓練期間および定員 ２年 10名  

●訓練内容 

 ２級自動車整備士試験の合格を目標に、エン 

 ジン・シャシの分解整備、故障診断・点検・ 

 検査など専門的な知識技能を学びます。 

●応募手続き等 

・応募資格 高等学校を卒業した方(平成23年 

      ３月に高等学校卒業見込みの方を 

      含む) 

・受付期間 10月25日(月)～11月５日(金)     

・提出書類 入学願書、調査書 

      健康診断書(過年度卒業者のみ) 

・試験日 11月12日(金) 
 

問 申 県立古河産業技術専門学院 

     0280-76-0049 

県西の野菜 
 
ベジタブル・スイーツコンテストを開催します 
 

茨城県の食育推進の目標である｢野菜摂取量の増加

(１日目標350ｇ)｣・｢地産地消｣を推進することを目

的に地場野菜を使ったスイーツのレシピを募集し、コ

ンテストを開催します。 
 
◆応募資格 茨城県西地域に在住・在勤 

      または在学している方 

◆募集テーマ 

①野菜が好きになる手作りおやつ 

 ②新たな発見！じっくり味わうスイーツ 
 
 ※県西地区銘柄産地に指定されている野菜や 

  生産量の多い次の野菜のうち、１つ以上使 

  用してください。 

 (レタス、ネギ、白菜 

  カボチャ、キュウリ 

  トマト、キャベツ 

  ほうれん草) 
 

◆応募方法 郵送、持参または電子メールにて 

      お近くの保健所にご応募ください。 

◆募集締切 10月31日(日) ※消印有効 
 

問 常総保健所 健康指導課 0297-22-1351 

案 内 

平成２２年度 

ビーチボールバレー審判講習会 
 
 プレーするすべての方がルールを十分に理解し、 

プレーだけでなく審判もできるよう、審判講習会を 

開催します。この機会に、初心者だけでなく、長年 

プレーしている方もご参加ください。 
 
◆日時 10月３日(日) 1部 午後2時～ 

2部 午後6時～ 

 ※どなたでも参加できますので、都合の良い 

  時間の部に参加してください。 

  (リーグ戦登録チームは2名以上参加)         

◆場所 下妻公民館２階 大会議場 

◆内容 ルールブック読み上げによる説明 

◆参加費  無料 
 
※ルールブック、筆記用具をご持参ください。 

当日はルールブックを１部100円で販売します。 
 

問 下妻市ビーチボールバレー連盟 

   (粟野) 44-2544 


