
案 内 

お知らせ版  No.1 
 

 

 
1/2 

８ 
10 

2011 

発行◆下妻市役所［〒304-8501 下妻市本城町2丁目22番地］ 編集◆秘書課 

市役所へのお問い合わせは 0296-43-2111  www.city.shimotsuma.lg.jp 

しもつま 広
報 

生活習慣病予防 

メタボにならない！ 

メタボを脱出する健康講座を開催します 
 

この機会を利用し、健康管理にお役立てく

ださい。 
 
◆日時 8月31日(水)午後２時～３時30分 

          (受付１時30～) 

◆会場 下妻保健センター 

◆内容 検診結果と生活習慣との関係 

    メタボリックシンドロームを予防・ 

    改善するためのポイント 

◆講師 とき田クリニック 長戸 孝道 医師 

◆定員 30名 

    ※人数が定員に達した場合お断り 

     することがあります。 

◆持参するもの 

 健診結果、筆記用具、めがね(必要な方) 

◆申込期間 

 8月15日(月)～24日(水) 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

木造住宅耐震診断士派遣事業 

住宅の耐震診断をおこないます 
 
◆事業対象住宅の主な要件 

・昭和56年５月31日以前に建築確認を 

 受けている木造住宅 

・所有者が居住する戸建住宅で、地上階数が２以下の木造 

 住宅など、 

この他の要件にもすべて該当する住宅のみが対象。 
 

※東日本大震災により被災し、被災者生活再建支援制度に 

 より全壊または半壊と判定された住宅は、事業対象外。 
 
◆自己負担額 １件当たり2,000円 

◆派遣予定件数 10件 ※原則、先着順。 

◆申込方法 

 申込書に記入・押印のうえ、お申し込みください。 

※住宅の建築時期が確認できる書類(建築確認済証等)を 

 ご持参ください。 

◆申込期限 ８月31日(水) 

◆その他 

・同派遣事業は、被災者生活再建支援制度による被災度区 

 分判定調査とは異なります。 

 ・市では、事業の申し込みをしていない方に対する派遣や 

  斡旋等はおこなっていません。また、診断士がご自宅に 

  訪問する際は、｢茨城県木造住宅耐震診断士認定証｣を携 

  帯していますので、ご確認ください。 
 

問 申 市建設課 内線1713 

特定健康診査・基本健康診査(９月・11月・１月)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)・・・1,５00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)・・・1,５00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。 

  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)から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22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、保健セ 

    ンターにお申し込みください。 
 

   ・75歳になる方(昭和1１年４月1日～昭和12年３月31日生)は、受診日の年齢により健診内容、 

    自己負担額が変わります。   
 

 ◇対象者年齢は、平成24年３月31日現在です。(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歳以上の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) 

                      ・・・自己負担額800円(容器300円、検査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】 

 

 

  

    

 

 

   

 

 

 

 

 

  

  ※土曜・日曜日は混雑が予想されます。 

   午前中に番号札を取られた方でも、受付人数により午後の健診となる場合があります。 
 
◎上記日程で、平成23年度の特定・基本健診はすべて終了となります。 
  

問 市保険年金課 内線1524  市保健センター 43-1990 

月日 曜日 健診会場 
受付時間 (番号札は受付開始30分前に出します) 

午前9時30分～11時30分 午後１時30分～3時 
※ ９月３日 土 下妻保健センター ※高道祖・大宝・上妻・騰波ノ江地区の未受診者対象 

  5日 月 下妻保健センター 栗山・坂本新田・大木新田 坂本・陣屋・旭・大町 
  6日 火 下妻保健センター 上町・本宿・本宿町・不動宿・新屋敷 三道地・相原山・上宿・田町 
  7日 水 下妻保健センター 小野子町・小野子・下子町 峰・本城町・西町 
  8日 木 市立図書館 仲町・浦町・横町・下町 長塚(東部) 
  9日 金 市立図書館 新町・砂沼新田・石の宮 長塚(西部) 

※11月13日 日 下妻保健センター ※豊加美・総上・下妻地区の未受診者対象 
平成24年 
 １月12日 

木 下妻保健センター 全地区(未受診者対象) 

13日 金 下妻保健センター 全地区(未受診者対象) 
※   14日 土 下妻保健センター ※全地区(未受診者対象) 

住宅改修等補助事業 

住宅関連工事の補助をおこないます 
 
◆対象工事 ９月１日以降に着工し平成24年３月15日 

      までに完成した工事が対象。 

リフォーム、増改築、模様替え等 

(震災修復工事は除く) 

◆対象住宅 市民が市内に所有する個人住宅または、店舗 

      併用住宅や共同住宅の内、自己の用に共有す 

      る部分。 

◆補助金の額 工事費用(税別)の10％ 高10万円 

◆申込方法 下妻市商工会本所または千代川支所にお申し 

      込みください。 ※先着順。 
 

問 下妻市商工会 43-3412 

敬老福祉大会を開催します 
 
市内在住の高齢者の方は、どなたでも参加

できます。 

芸能発表会も予定していますので、ぜひ、

ご参加ください。 
 
◆日時 9月19日(月・祝)午前9時～ 

◆場所 市総合体育館 

◆申込方法 

 ・老人クラブ会員の方 

  単位老人クラブ会長にお申し込み 

  ください。 

・老人クラブ会員以外の方 

  ８月26日(金)までに市介護保険課へ 

  お申し込みください。 
 
◎大会当日は、上履きをご持参ください。 
 

問 市介護保険課 内線1538 

案 内 



相 談 募 集 

税理士による無料税務相談 
 
◆期日 平成24年１月までの第１・第３ 

    水曜日 

    ※１月のみ第２・第３水曜日 

◆時間 午後１時30分～４時30分 

◆場所 しもだて地域交流センター 

    アルテリオ２階 セミナールーム 
 
※予約不要、直接会場へお越しください。 
 

問 関東信越税理士会下館支部 (永井) 

   22-3613 

『自衛官』募集 

 
問 防衛省自衛隊 筑西地域事務所 22-7239 

ホームページ http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/ 

種目 一般曹候補生 自衛官候補生 
受付期限 

応募資格 
平成24年4月1日現在 

18歳以上27歳未満 
採用予定月の1日現在 

18歳以上27歳未満 

第1次試験 
９月17日(土) 
・筆記試験(国語、数学、英語、作文) 
・適性検査 

男子 9月16日(金) 女子 9月25日(日) 
・筆記試験(国語、数学、社会、作文) 
・口述試験(個別面接) 
・適性検査および身体検査 

第2次試験 
10月６日～13日の指定する１日 

(１次試験合格者のみ) 
・口述試験、身体検査 

     ― 

初任給等 159,500円 

※学歴・経歴等により異なる。 
125,500円 

９月９日(金)必着 ※自衛官候補生(男子)は年間を通じて受付中  

母子家庭の方の自立に必要な 
 
相談を受け付けています～予約制～ 
 
◆相談内容 

・職業能力開発のための講座受講に関する 

  ｢自立支援教育訓練給付金事業｣ 

・自立のための就労を支援する 

  ｢自立支援プログラム策定事業｣ 

・児童の修学資金や修業資金等の 

  ｢母子福祉資金貸付｣ 

 等の制度利用に関する相談 

◆相談日時 

 月曜日～金曜日 午前10時～午後3時 

◆予約方法 

 県西県民センター地域福祉室母子自立支援 

 員までお電話ください。 

相談日時について個別にご案内します。 
 

問 県西県民センター 地域福祉室 

   24-9156 

『公民館後期教室』受講生募集 

※日程は、都合により変更になることがあります。 

※応募者が少ない場合、教室開講を取りやめることもあります。 
 
●対象者 原則として市内在住・在勤の初心者 

●参加費 500円(教材費は実費個人負担) 

     ※開講の時に納入。中途退講の場合でも、返金なし。 

●申込期間 ９月13日(火)～27日(火)  ※休館日(月曜日と祝日および祝日の翌日)を除く。 
 

問 申 下妻公民館 43-7370 千代川公民館 44-3141 

受付時間 午前９時～午後５時  

『移動教室』受講生募集 

※応募者が少ない場合は開講しないこともあります。 
 
●対象者 原則として市内在住・在勤者 

●申込方法 参加料を添えて各公民館に来館のうえ、お申し込みください。 

      (受け付けは、ひとりで２人分まで) 

 ※定員になり次第締め切ります。 

●申込期間 ９月６日(火)～15日(木) ※休館日(月曜日)を除く。 
 

問 申 下妻公民館 43-7370 千代川公民館 44-3141 

受付時間 午前９時～午後５時   

  教室名 内容 日時 定員 参加料 

下妻 

公民館 

歴史散歩 
｢予科練平和記

念館｣見学 

訓練を受けた14～

17歳の若者たち。 

特攻隊として命を散

らした人も。 

歴史の記録を綴った

平和記念館です。 

11月17日(木) 
午前8時30分 

～午後５時 

一般 
39名 

2,800円 
(参加費300円・ 

 その他) 

※昼食代を含む 

千代川 

公民館 
小江戸『川越』

を訪ねて 

小江戸川越の町を散

策し歴史を学んで見

ましょう。 

10月４日(火) 
午前8時 

～午後５時 

一般 
39名 

1,500円  
(参加費300円・ 

 その他) 

※昼食代は各自負担 

下妻公民館 『パソコン教室～後期～』受講生募集 

 ※取り方例 

  基礎 → 中級 → 実用 

  同じ名前の講習は、 

  内容が同じです。 

 

 

 

問 申 下妻公民館 43-7370 受付時間 午前９時～午後５時  

会場 教室名 内容 日時 定員 

下妻 

公民館 

おいしいつけもの 
季節の野菜を使ってのあさ

漬けに挑戦！ 
旬の味を堪能しませんか！ 

10月13日(木)、11月8日(火) 

12月8日(木)、１月26日(木) 

2月9日(木) 
午前９時30分～11時30分 

一般 
20名 

そば打ちを楽しもう 
初めてそばを打つ人も楽し

みながら名人へ！ 

10月8日、11月12日 

12月10日、１月14日 

2月４日 土曜日 
午前9時30分～午後１時 

一般 
12名 

千代川 

公民館 

健康運動教室 

ゴムバンドを使った、肩こ

り・腰痛等いろいろな体の

痛みの軽減および予防につ

いて運動方法など。 

10月20日、11月17日 

12月15日、１月19日 

2月16日 木曜日 
午前9時30分～11時30分 

一般 
15名 

ビーズアクセサリー 

あなただけのオリジナルな

ネックレスやリング等バラ

エティ豊かなアクセサリー

を作ってみませんか。 

10月15日、11月19日 

12月17日、１月21日 

2月４日 土曜日 
午前9時30分～11時30分 

一般 
15名 

デジカメ教室 

初心者のためのデジカメの

使い方から写真撮影の方

法、パソコンへの取り込

み・修正・加工など。 

10月15日、11月19日 

12月17日、１月21日 

2月４日 土曜日 
午後１時30分～３時30分 

一般 
15名 

月 日 コース名 

９月 
11日(日) Word実用⑨  
17日(土) Word実用 ⑩ 

10月 
２日(日) Excel基礎 ⑪ 
８日(土) Excel基礎 ⑫ 

11月 
13日(日) Excel中級 ⑬ 
20日(日) Excel中級 ⑭ 

12月 
４日(日) Excel実用 ⑮ 
11日(日) Excel実用 ⑯ 

高齢者・障害者の人権あんしん相談 
 
 高齢者・障害者に対する暴行・虐待などの

あらゆる人権侵害の相談を電話で受け付けて

います。 

 秘密は守られます。 

 安心してご相談ください。 
  
◆日時 

 ９月５日(月)～11日(日) 

 午前８時30分～午後７時 

 ※土曜日・日曜日は午前10時～午後５時 

◆全国共通人権相談ダイヤル 

  0570-003-110 

◆相談員 

 法務局職員・人権擁護委員 
 

問 水戸地方法務局人権擁護課 

   029-227-9919 

●時間 午前10時～午後４時 

●会場 下妻公民館 視聴覚室 

●対象者 原則として市内在住・在勤の方 

●参加費 １講座 500円(テキスト代含む) 

●定員 １講座 20名(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。 

 ・Windows Vista、Word、Excel2007 

  中心の授業となります。 

  (2007以外のバージョンは補足的に説明) 

●申込開始 

 ８月18日(木)より。 

 ※休館日(月曜日と祝日および祝日の翌日)を除く。 

 ※定員になり次第締め切ります。 

『全国水生生物調査』参加団体等募集 
 
 本調査は、河川に生息する水生生物を指標とした簡単な水質調査で、子どもたちが

直接水と触れ合いながら、河川の現状、水質保全の大切さ等を学ぶことができる貴重

な機会です。 
 
●参加団体等 市民団体、小・中学校の生物クラブ、こどもエコクラブ等の団体等 

●調査対象河川 国土交通省直轄区間である一級河川を除く県内のすべての河川 

●調査期間 9月30日(金)まで 

●申込方法 郵送、Faxまたは電子メールにてお申し込みください。 

●申込期限 8月31日(水) 
 
◎調査方法等、詳しくは｢環境省全国水生生物調査｣または｢茨城県全国水生生物調査｣ 

 のホームページをご覧ください。 
 

問 申 県環境対策課 029-301-2966 Fax029-301-2969 

            E-mail kantai3@pref.ibaraki.lg.jp 



お知らせ版  No.2 
 

 

 
2/2 

８ 
10 

2011 

発行◆下妻市役所［〒304-8501 下妻市本城町2丁目22番地］ 編集◆秘書課 

市役所へのお問い合わせは 0296-43-2111  www.city.shimotsuma.lg.jp 

しもつま 広
報 

『児童保育クラブ』入所児童募集 
 
●募集人数 １名 

●入所対象 

 市内の小学校１年生から３年生で保護者が自宅 

 外勤務のため、児童の放課後の保育が難しい家 

 庭の児童。 

●開設時間 

 平日の下校時～午後６時30分 

 ※振替休日などの1日保育(希望保育) 

  午前７時45分～午後６時30分 

●運営費 

 入会金 年額2,000円(初年度のみ) 

 保険料 年額3,000円 

 会費 月額5,000円(12月・３月6,000円) 

●保護者会 

 保育クラブに入所した児童の保護者は、必ず保 

 護者会に入り、保育クラブの運営に協力する。 

●申込方法 

 保育クラブにある入所申込書に記入のうえ、 

 ８月３1日(水)までにお申し込みください。 
 

問 申 下妻小学校児童保育クラブ(小竹)  

      44-3704 平日 午後２時～６時 

認定農業者になりましょう！ 

平成２３年度 下期 『認定農業者』募集 
 

認定農業者制度とは、自らの農業経営を向上していこう

という意欲のある農業者が立てた計画を市が認定し、その

実現に向けて支援措置を講じていこうとするものです。 

認定農業者になると、県・市等関係機関から重点的に支

援を受けられます。 
 
●認定基準  ①年間総労働時間が、主たる従事者１人 

 (５年後     あたり2,000時間以内 

  の目標)   ②年間農業所得が、主たる従事者１人 

        あたり580万円以上 

●主な支援 ・低利資金の融資 

     ・農業者年金の保険料の国庫補助 

       (青色申告をして40歳未満の方) 

     ・農用地利用集積の支援 

●申込期間 ９月１日(木)～22日(木) 
 

問 申 市農政課(千代川庁舎) 内線2622 

『市長杯争奪ソフトボール大会』参加チーム募集 
 
●日時 10月16日・23日(日) ※予備日30日(日) 

●場所 小貝川ふれあい公園ソフトボール場 

●参加資格 市内在住・在勤で、平成５年４月１日 

      以前に生まれた方 

  ※二重登録選手(市内チーム)の出場は認めない。 

●参加費 ・連盟登録チーム 5,000円 

     ・新規に登録するチーム 5,000円 

             (別途登録費7,000円) 
 
 ※第31回会長旗争奪ソフトボール大会に申し込んだ 

  チームは、大会中止により参加費を市長旗争奪ソ 

  フトボール大会に繰越ますので、参加費は必要あ 

  りません。 

●申込方法 電話または電子メールにてお申し込み 

      ください。 
 
【代表者会議】 

◇日時 ９月15日(木)午後７時30分(受付 ７時～) 

◇会場 下妻公民館２階 学習室 
 

 ・参加費は、代表者会議当日に納めてください。     

 ・平成23年度下妻市ソフトボール連盟登録チーム 

  には、申込用紙を８月中旬に郵送します。 

 ・参加希望の新規登録チームは、パソコンの電子 

  メールにて申込用紙希望とご連絡ください。 
 

問 申 下妻市ソフトボール連盟 

 (稲葉) 090-7210-5400 

(小島) E-mail ssa_sports@yahoo.co.jp 

『近隣市町ビーチボールバレーリーグ戦』 

参加チーム募集 
 
●期間 10月～平成24年３月 全５回 

●会場 市総合体育館 他 (１チーム30～34試合) 

●種目 男女混合の部、女子の部 

●参加条件 ・参加選手全員がスポーツ傷害保険に加入 

・１チーム８名以上(男女混合の部は男４名 

 女４名以上、女子の部は８名以上) 

●参加費 男女混合の部8,000円 女子の部7,000円  

     ※監督者会議の際に納入。 

●申込方法 申込用紙にメンバーを記入のうえ、お申し 

      込みください 

●申込期限 ８月31日(水) 
 
【監督者会議】９月11日(日)午後６時 下妻公民館 
 

申 市生涯学習課(千代川庁舎) 

 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 下妻市ビーチボールバレー連盟リーグ戦事務局 

   (澤部) 090-7827-1756 

『ふれあい農業体験～夏秋～』参加者募集 
 

ビアスパークしもつまのミニ農園で、ご家族・お友達と

野菜をつくってみませんか。 

一人での参加も歓迎です。 
 
●日時 ８月28日(日)午前11時～ 

●場所 ビアスパークしもつま内体験農園 

●募集区画 30区画(１区画約1.5坪) ※先着順。 

●参加条件 収穫、除草など管理作業に２～３回来ること 

      ができる方 

●参加費 １区画1,000円 

     ※収穫物は、全量持ち帰りできます。 

●内容 県知事認定の女性農業士の指導により、夏に種を 

    まいたり、苗を植えたりして、秋に収穫 

●作付作物 

 ダイコン、ハクサイ 

 ブロッコリー など 

 ※苗・種はこちらで用意します。 

●持参物 汚れても良い服装、長靴、手袋 

     帽子、タオル等 
 

問 申 ビアスパークしもつま 30-5121 

児童扶養手当の現況届を 

提出してください 
 
 児童扶養手当を受けている方は、今後の受給

資格要件を確認するために毎年8月に現況届の提

出が必要です。この届により、受給者および扶

養義務者の前年の所得の状況と児童の養育状況

を確認します。   

 現在、所得制限等により手当を受給していな

い方も届出が必要です。 

 対象の方には通知しますので、手続きをして

ください。 
 
 ※この届を忘れると手当の支払いが一時差止 

  めになります。また、２年間提出がされな 

  いときは、時効により受給資格が喪失とな 

  ります。 
 
【受付日時】 

 8月15日(月)～31日(水) 

 午前9時～11時30分、午後 1時～４時30分 
 
【受付場所】 

 市役所第2庁舎１階 子育て支援課 
 
【持参するもの】 

・現況届の用紙 

・養育費等に関する申告書(養育者家庭を除く) 

・住民票上の世帯分離について(調書) 

・印鑑(ゴム印以外のもの) 
 
※次に該当する方は、指定のものをご持参 

 ください。 
 
・平成23年1月2日以降に下妻市に転入 

 した方 

平成23年度課税証明書(所得・控除額・ 

扶養人数のわかるもの) 

・受給開始より5年間を過ぎた方 

 (対象者には個別に通知します) 

一部支給停止適用除外事由届および、 

事由を証明する添付書類 
 

※面談の結果、他にも個別に必要書類を持参 

 していただく場合があります。 
 

問 市子育て支援課 内線1595 

砂沼フレンドリーフェスティバル 

『おつまみフェスティバル』出店者募集 
 

10月23日(日)の砂沼フレンドリーフェスティバ

ルにおいて開催するおつまみフェスティバルで、

下妻の飲食店による自慢の一品を販売する出店者

を募集しています。 
 
●申込期限 8月31日(水) 
 

問 申 SFF実行委員会事務局[市商工会内]  

     (稲葉) 43-3412  

『パートタイマー』募集 
 
●募集人員 １名 

●応募資格 市内在住の方 

●雇用予定日 ９月１日 

●勤務地 常総・下妻学校給食センター 

     [常総市若宮戸1088-１] 

●勤務時間 午前８時～正午 

●手当等 時給800円 ※別途交通費支給あり 

●その他 制服(白衣・帽子等)貸与あり 

●申込方法 履歴書(市販のもの)１部を持参または 

      郵送にて提出してください。 

●申込期限 ８月19日(金)必着 
 

問 申 常総・下妻学校給食組合 

     0297-42-2369 

案 内 募 集 

募 集 



住宅用火災警報器等を 

設置してください 
 
◆茨城西南地方広域市町村圏事務組合の火災 

 予防条例により、新築する住宅および既存 

 住宅には住宅用火災警報器等の設置が義務 

 付けられています。 

◆住宅用火災警報器等は、 

・寝室や階段に設置してください。 

・煙式で｢NS｣マークのある商品の購入を 

 推奨します。 

・ 寄りの防災機器販売業者またはホーム 

 センター等にて取り扱われています。 

◆悪質な訪問販売等には、十分注意してくだ 

 さい。 
 
◎詳しくは、 寄りの消防署にお問い合わせ 

 ください。 
 

問 茨城西南地方広域市町村圏事務組合 

   消防本部予防課 0280-47-0129 

  下妻消防署 43-1551 

第２回甲種防火管理新規講習会 
 
◆日時 10月６日(木)・７日(金)午前９時～午後４時50分 

◆場所 古河市中央運動公園・総合体育館会議室 

    [古河市下大野2528] 

◆受講料 4,000円(テキスト代含む) 

◆定員 70人 

◆申込方法 印鑑・受講料を持参のうえ、お申し込みくだ 

      さい。 

◆申込開始 ９月５日(月)午前８時30分から 

        ※定員になり次第締め切ります。 
 

問 申 下妻消防署予防係 43-1551 

個人事業税第一期分の 

納付について 
 

個人で事業をおこなっている方は、一定

の所得を超えた場合に、個人事業税が課税

されます。 

 個人事業税の第１期分の納税通知書を８

月中旬に送付しますので、８月31日(水)の

納期限までに必ず納付願います。 

納税に便利な口座振替制度も有りますの

でご利用ください。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 筑西県税事務所 

 課税について(課税第１課) 

  24-9192 

 口座振替について(総務課) 

  24-9184 

 フィットネスパーク・きぬ 

 （ほっとランド・きぬ）臨時休館日 
 
 プール水の入替・清掃・機械設備点検

等にともない臨時休館します。 

 また、公園全体も臨時休園となります

ので、ご協力をお願いします。 
 
 ◆臨時休館日 ９月６日(火)～７日(水) 
 
  ※５日(月)は、定期休館日のため 

   連続３日間の休館となります。  

  ※９月８日(木)からは、通常営業 

   します。 
 

問 ほっとランド・きぬ 30-4126 

青少年の入れ墨防止に 

ご理解・ご協力を！ 
 

青少年が一時的な好奇心で入れ墨を入れ

ると、容易に消すことができなかったり、

消すために多額の費用がかかるなどして、

後悔するおそれがあります。 

また、器具から感染症にかかる危険性が

あります。 

このため、県では条例により、青少年に

入れ墨(タトゥーを含む)をしたり、させた

りする行為を禁止しています。 

青少年の入れ墨防止に向け、ご協力をお

願いします。 
 

※青少年 18歳未満の者 
 
《罰則》違反した場合 

     50万円以下の罰金 
 

問 県女性青少年課 

   029-301-2183 

図書館おはなし会／９月 
～おはなしの花たば～ 

   
参加は自由です。 

お気軽にお越しください。 
 
◆日時 ９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 

平成２３年度 

浄化槽設置事業費補助金の 

申請受付が終了しました 
 

本年度の浄化槽設置に係る補助金の申請

受付は、申請が予定基数に達しましたので

終了しました。 
 

問 市生活環境課 

   内線1422・1424 

いばらき看護職合同進学・就職説明会 
 
◆日時 ８月27日(土)午後０時30分～４時 

◆会場 茨城県総合福祉会館[水戸市千波町1918] 

◆対象者 高校生および看護職を目指す方 

     看護学生および再就職を希望する看護職員 

◆内容 ・求人情報提供コーナー 

    ・看護職進学相談コーナー 

・茨城県ナースセンター登録・就職相談コーナー 

◆その他 参加無料。求職者の事前申し込み・予約は不要。 
 

問 社団法人茨城県看護協会・茨城県ナースセンター  

   029-221-6900 

資源ごみの出し方～古紙・古布～ 
資源ごみとしての回収にご協力ください！ 
 
【古紙】・・種類ごとに分け、ひもなどで束ねるか袋に入れる。 
 

◆新聞紙 

新聞紙、機関紙、折込広告 

◆段ボール 

◆ボール紙 

お菓子箱、ティッシュペーパー箱、台紙など 

 ・・・破ると中が灰色のもの 

◆雑誌類 

雑誌、書籍、ＯＡ用紙、色上質紙、封筒、カタログ 

ノート、チラシ、パンフレット、ポスターなど 

◆ミックスペーパー(ざつ紙) 

メモ用紙、名刺、付箋紙、小封筒 

割り箸の袋、その他小さな紙片 

◆シュレッダーダスト 

◆紙パック  

※アルミ加工された紙パックは可燃ごみです。 

◆その他 

コピー紙の包装紙 

トイレットペーパー・ラップ・テープなどの芯 

◆リサイクルできないもの 

つづりひも、ビニール、金属、輪ゴム、シールおよび 

シールの台紙、カーボン紙類(ノーカーボン紙含む) 

ビニールコート紙、防水加工紙、紙コップ、油が染みた紙 

ろう加工紙、アルミ加工紙、油紙、写真、合成紙、感熱紙 

紙おむつ、使用済みのティッシュペーパー 
 
※粘着テープなどが付いているものは剥がしてください 

※窓付き封筒の窓部分(紙以外のもの)は外してください 
 
◎発泡スチロールは砕いて、可燃ごみとして出してください。 

◎新聞紙の盗難が多発しています。目撃情報などありまし 

 たら、下妻警察署( 43-0110)または市役所までご連絡 

 ください。 
 
【古布】・・市販の透明または半透明の袋に入れる。 
 

◆出せるもの 

洋服一般、肌着、シャツ、タオル、カーテンなど 

※洗濯をし、よく乾かしてから出してください。 

 汚れのあるものは回収できません。 

◆リサイクルできないもの 

  毛布、布団類、中綿のあるもの、ダウンジャケット類 

  革製品、ゴム類 
 
《ご注意ください》 

・雨天または雨が降りそうな日は、出さないでください。 

 水分を含むと再利用できないので、回収しません。 

・ごみ収集カレンダーを参考にして、収集日の朝８時までに 

 出してください。 

・かん、びん用のコンテナのある資源ごみ集積所に出して 

 ください。 
 

問 市生活環境課 内線1423 

案 内 ＝会館オープン３５周年記念事業＝ 

震災復旧・復興支援プロジェクト『がんばろう下妻！』 

『出逢いに感謝…３５年 川中美幸コンサート』  

好評発売中!! 
 

昭和52年｢あなたに命がけ｣でデビューし、昭和55年の

｢ふたり酒｣でミリオン・セラーを記録。その後も｢豊後水

道｣｢二輪草｣など大ヒットを飛ばし、日本演歌界を代表する

女性歌手へ。今年デビュー35周年を迎え、ますます魅力を

増したステージをお楽しみください。 
 
◆日時 ９月23日(金・祝) 

〈昼の部〉開場 午後２時 開演 午後２時30分 

〈夜の部〉開場 午後６時 開演 午後６時30分 

◆会場 下妻市民文化会館 大ホール 

◆入場料(全席指定) 

 シングル券 5,500円(5,000円) 

 ペアー券  10,000円(9,000円) 

※（ ）内は友の会会員料金 

※未就学児の入場はお断りします。 

◆主催 下妻市、下妻市教育委員会 

    下妻市民文化会館(下妻市自治振興公社) 
 

問 下妻市民文化会館 43-2118 

案 内 

チケットは 

お早めに！ 


