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報 

平成２３年度 『文化祭』参加団体募集 
 

市文化祭実行委員会では、平成23年度文化祭に参加する

団体を募集します。 
 
●文化祭期間 

 10月23日(日)～11月20日(日) 

  集中展示期間(下妻・千代川会場ともに) 

   11月４日(金)～６日(日) 

●募集内容 

 《発表》千代川会場での発表のみ 

 《展示》下妻会場または千代川会場での展示 

●申込方法 

 市生涯学習課(千代川庁舎)にある申込書に必要事項を記入 

 のうえ、お申し込みください。(郵送可) 

●募集期間 

 ７月１日(金)～22日(金)午後５時 
 
◎今年度の下妻会場発表については、日程がすでに決定 

 しています。 
 

問 申 市生涯学習課 内線2835 

『夏期特別保育児童』・『指導員助手』募集 
 

《夏期特別保育児童》 
 
●募集人数 ６名 

●入所対象 小学校１年生から３年生で保護者が自宅外 

      勤務のため、児童の夏休み中の保育が難し 

      い家庭の児童。 

●保育期間 ７月21日(木)～8月31日(水) 

      月曜日～金曜日 ※8月13日～16日は休み。 

●保育時間 午前8時～午後6時25分 

      ※希望保育は午前７時45分～ 

●保育料 会費 12,000円 保険料 3,000円 

●申込方法 児童保育クラブにある申込書に記入のうえ、 

      お申し込みください。 

●申込期限 ７月11日(月) 
 

《指導員助手》 
 小学校１年生から３年生までの 

 児童と遊べる方、大歓迎です。 
 
●募集人員 パート １名 

●対象 子育て経験のある方(60歳までの方) 

●時給 800円(３か月間は試用期間770円) 

●勤務日時 水・金曜日 午後４時～６時 

●申込方法 面接をおこないますので、７月11日(月) 

      までに電話にてお申し込みください。 

      ※面接時に履歴書を持参してください。 
 

問 申 下妻小学校児童保育クラブ(小竹) 44-3704 

       夏期特別保育について 平日 午後２時～６時  

       指導員助手について 平日 正午～午後３時 

 

７月から平成23年度の国民年金保険料の免除・納付猶予申請受付が始まります！ 
 

平成23年度の国民年金保険料は月額15,020円ですが、経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合は、市

役所(本庁舎・千代川庁舎)国民年金担当窓口に申請し、日本年金機構で承認されると保険料の納付が免除・猶予

となる｢保険料免除制度｣や｢若年者納付猶予制度｣があります。 
 
◆保険料免除を申請する場合は、ご本人、配偶者、世帯主の前年所得が、それぞれ一定の基準額以下であるこ 

 とが条件です。 
 

 ◇全額免除(納付猶予)や一部納付の世帯構成別の所得(収入)基準の｢めやす｣   

 

 

 

 

 

 

  

 

    ※（  ）内の収入の｢めやす｣は、収入のすべてが給与所得と仮定して計算しています。 
 
◆若年者納付猶予制度について 
 

20歳代の方(学生を除く)で、本人および配偶者の所得が一定額以下の場合、世帯主の方の所得にかかわらず 

申請により保険料の納付が猶予されます。 
 

◆保険料免除・若年者納付猶予申請に必要なもの 
 
 年金手帳、印鑑、今年１月以降に転入した方は前住所地での平成22年中の所得状況(扶養人数および控除額 

 等の記載のあるもの)を証明するもの、失業の場合は、雇用保険の｢雇用保険受給資格者証｣または｢離職票｣ 

 などの写しを添付してください。 

 代理の方がお越しの際は、身分証明書(免許証、健康保険証等)をご持参ください。 
 
◆免除された保険料等の追納について 
 
 免除または猶予された保険料については、10年以内に納付することができます。 

 ただし、承認された年度から３年度目以降に納付する場合は、経過した年数に応じた一定の加算額が加わり 

 ます。 
 
◆全額免除・納付猶予の継続申請について 
 

平成22年度に全額免除・若年者納付猶予を承認された方(該当月から平成23年６月まで)で、申請時に継続 

審査を希望していた場合は、平成23年度の全額免除・若年者納付猶予の申請をあらためておこなわなくて 

も、継続して申請があったものとして自動的に審査をおこないます。 

ただし、若年者納付猶予に該当した方のうち、平成23年６月までに30歳になる方、失業の場合や天災等を 

理由として承認された方、一部納付または却下に該当した場合は、継続審査とならないため、従来通り毎年 

申請が必要です。 
 

問 日本年金機構下館年金事務所 25-0811 市保険年金課 内線1525  

世帯構成 
全額免除  

納付猶予 
一部納付 

１／４納付 １／２納付 ３／４納付 
４人世帯      
(ご夫婦、子ども２人) 

162 
(257)万円 

230 
(354)万円    

282 
(420)万円 

335 
(486)万円 

２人世帯 
(ご夫婦のみ) 

92 
(157)万円 

142 
(229)万円 

195 
(304)万円 

247 
(376)万円 

単身世帯 
57 
(122)万円 

93 
(158)万円 

141 
(227)万円 

189 
(296)万円 

『茨城県身体障害者スポーツ大会』 

出場選手募集 
 

県内の身体障害者がスポーツを通じて、機

能の回復と体力の維持増強を図り、自立と社

会参加を促進するとともに、県民の身体障害

者に対する理解と認識を深め、交流を広める

ことを目的に開催されます。 
 
●日時 ９月18日(日) 開会式９時30分 
 
●場所 石岡運動公園[石岡市南台3-34-1] 
 
●対象 県内に居住している身体障害者手帳 

    の交付を受けた年齢12歳以上の方 
 
    ※内部障害者のみの手帳所持者は、 

     膀胱・直腸機能障害のみとする。 
 
●競技種目 陸上競技 

      フライングディスク 

      卓球 他 
 
●申込期限 ７月７日(木) 
 

問 申 市福祉課 内線1573・1574 

案 内 

募 集 高速道路が無料になります 
 
 東日本大震災による被災者支援の一環とし

て、東日本高速道路(株)外3社が管理する高速

道路(東北地方)を発着する場合、｢被災証明

書｣および身分証明書の提示により通行料金が

無料となります。 
 
◆対象車両 

 市長が発行する｢被災証明書｣｢り災証明書｣ 

 を有している者が乗車する全車両 

◆実施期間 

 6月20日(月)～当面1年間 

◆対象区間 

 東北地方のIC 

 (常磐道水戸IC以北、東北道白河IC以北) 
 
 ※詳しくは、東日本高速道路㈱ホーム 

  ページをご覧ください。 

   http://www.e-nexco.co.jp/ 

   0570-024-024 
 
《被災証明書》 

 ・発行窓口 市役所本庁舎市民課または 

       千代川庁舎くらしの窓口課 

 ・発行手数料 無料 
 
《り災証明書》 

 ・発行窓口 市役所本庁舎税務課 

 ・発行手数料 有料 
 

問 市消防交通課 内線1433・1434 

案 内 



募 集 『消防官』募集 
 
【採用予定人員】消防職 若干名 ※平成24年4月1日採用 
 
【受験資格】 

 

 

 
 
(注)上記の資格に該当する人であっても、次の一つに該当する人は受験できません。 

   ・日本国籍を有しない人、成年被後見人または被保佐人   

   ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの人 

   ・茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経 

    過しない人 

   ・日本国憲法施行の日以後、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張す 

    る政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人 
 
 ◆身体的要件 

 《身長》おおむね160cm以上 《体重》おおむね50kg以上 《胸囲》身長のおおむね２分の１以上 

 《視力》視力(矯正視力を含む)両眼で0.7以上、かつ一眼でそれぞれ0.3以上であること。 

     また、赤色、青色および黄色の色彩の識別ができること。 

 《聴力》左右とも正常であること。 

 《その他》心身ともに健康で消防官として職務を遂行するために必要な能力と体力があると認められること。 
  
【試験日および試験会場】 

 

 

 

 

 

 

 
 
 (注)第１次試験は、２日間おこないます。 

    なお、試験科目ごとに試験会場が 

    異なります。 
 
【試験申込書の請求先】 

 消防本部および消防署(古河・総和・下妻・坂東)ならびに広域圏内の各消防分署 
 
【申込期間】 

 ７月11日(月)～８月５日(金)当日消印有効。 

 受付時間 午前８時30分～午後５時15分 ※土・日曜日、祝日を除く。 
 

問 申 茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部 総務課 0280-47-0124 

〒306-0053 古河市中田1683-9 

第２次試験 試験科目および試験会場 
10月下旬 

予定 
面接試験(第１次試験合格者に対して実施) 
 持参品 受験票、筆記用具 

年齢 資格・免許等 
昭和61年４月２日から平成６年４月

１日までに生まれた人 
高校、短大(高等専門学校、専修学校含む)、大学を卒業した人、

または平成24年３月卒業見込みの人 

第１次試験 試験科目および試験会場 
９月17日(土) 
午前８時30分～12時予定 
受付 午前８時～ 

体力試験 
会場 古河市生涯学習センター総和(とねミドリ館)[古河市前林1953-1] 
持参品 受験票、筆記用具、運動着、運動靴 

９月18日(日) 
午前８時30分～午後２時予定 
受付 午前８時～ 

教養試験、作文試験、適性検査 
会場 古河市役所三和庁舎 ３階会議室[古河市仁連2065] 
持参品 受験票、筆記用具 

７月は｢社会を明るくする運動｣の強調月間です 
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～ 
 

｢社会を明るくする運動｣は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの更

生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を

築こうとするとする全国的な運動です。 

 家庭、職場、学校、地域社会が一体となって、地域に根ざした幅広い活動を展開していく必

要がありますので、皆さんのご協力をお願いします。 
 

問 第61回｢社会を明るくする運動｣下妻市推進委員会(主唱 法務省)事務局 

   市福祉課 内線1583 

下妻市働く婦人の家 平成２３年度 『講座生』募集 
 

●期間 

 8月～1月(講座によって期間が 

       異なります) 

●場所 

 働く婦人の家[今泉240] 

●受講資格 

 原則として市内在住・在勤の方 

●受講料 

 無料 ※教材費・材料代など 

     の費用負担あり。 

●申込方法 

 ７月1日(金)から来館または電話 

 にてお申し込みください。 

 ※定員になり次第締め切ります。 

  複数の受講もできます。 
 
【注意事項】 

 ・講座生が一定数以上集まらな 

  い場合、中止となることがあ 

  ります。    

 ・日程は都合により変更になる 

  ことがあります。 

 

 ◎各講座は月１～２回実施予定ですがパッチワークのみ月１回実施となります。 

 ◎上記講座の他に、つけもの講座(前期４回(10月～11月)、後期４回(1月)を実施予定です。後日、募集をおこないます。  
 

問 申 働く婦人の家 43-7929 受付 午前9時～午後5時 ※休館日(月曜日と祝日の翌日)を除く。 

講座名 開講日 時間 定員 内容 

太極拳 8月5日(金) 

午後７時 
～９時 

20人 
動作や呼吸法を学び、美容と健

康・心身の調和を図りませんか 

カラオケ 8月9日(火) 15人 
うまく歌うコツを学び楽しく歌っ

て心身を健康にしませんか 

水彩画 8月2日(火) 20人 
絵を思い通りに描く表現方法やテ

クニックを学びませんか 

オカリナ ８月10日(水) 15人 
美しく豊かな音色で心にしみる演

奏を楽しく基礎から学べます 

着付け 9月14日(水) 15人 
手持ちの着物で着付けや礼儀作法

を身につけることができます   

筆ペン習字 8月４日(木) 15人 
美しく品格のある文字を筆ペンで

書けるよう基本から学べます 

健康体操 8月４日(木) 15人 
健康保持を図り、体力アップとダ

イエットに挑戦しませんか 

華道 8月5日(金) 15人 
花や木の持つ美しさや生命力を生

かし、楽しく表現しませんか 

そば打ち 8月7日(日) 午前10時 
～12時 

10人 
そばを打ち家族や友人に美味しい

そばをご馳走してみませんか 

中国語 8月27日(土) 

午後１時30分 
～３時30分 

20人 
中国語を学び仕事や旅で応用でき

る会話力を身につけませんか 

中国医療保健体操 8月6日(土) 20人 
首・肩・腰などの痛みの予防や生

活習慣病を予防する体操です 

パッチワーク 8月6日(土) 15人 
眠っている布を生かし布合わせで

温もりの手芸が楽しめます 

下妻市勤労青少年ホーム 平成２３年度 『講座生』募集 
 

●期間 ８月～12月 月２回  

    (卓球・ビーチボールバレー・バド 

     ミントンは短期間となります) 

●場所 勤労青少年ホーム[砂沼新田15] 

●受講資格 原則として市内在住・在勤 

      の方 

●受講料 無料 ※教材費・材料代などの 

         費用負担あり。 

●申込方法 ７月1日(金)から来館または 

      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。 

      複数受講できます。 
 
【注意事項】 

 ・講座生が一定数以上集まらない場合、 

  中止となることがあります。 

 ・日程は都合により変更になることが 

  あります。 

 
 

問 申 勤労青少年ホーム 43-7423 受付 午前9時～午後5時 ※休館日(月曜日と祝日の翌日)を除く。  

 

講座名 開講日 時間 定員 内容 

茶道 8月2日(火) 

午後７時 
～９時 

10人 
気軽にお茶を楽しみましょう 

抹茶の香りでホッとひと息 
マット 

ピラティス 
8月2日(火) 15人 

スローペースで腹筋を鍛えなが

らシェイプアップしましょう 

バドミントン 8月9日(火) 1０人 
基本をマスターして、シャトル

を自由自在に 

華アレンジ 8月3日(水) 10人 
生け花・フラワーボトルも取り

入れ、季節の花を楽しみます 

スポーツ吹矢  8月3日(水) 15人 
ゆっくりとした呼吸法で吹く矢 

健康増進に始めてみませんか？ 

卓球 8月24日(水) 15人 
基礎技術の習得 

心地よいラリーをめざして 

英会話    8月11日(木) 15人 
初心者向けの日常英会話を楽し

く学びます 

エアロビクス 8月11日(木) 20人 
ステップで脂肪燃焼！美容と健

康づくりを応援します 

コカリナ 8月5日(金) 10人 
楽器の経験がない方でも簡単に

取り組めます 
ビーチボール 

バレー 
8月5日(金) 15人 

全員がタッチする基本ルールで

楽しく汗をかきましょう 

募 集 
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遊びの広場～講座編～ 

「楽しい ベビーマッサージ」 
 
 ベビーマッサージは、ベビーとママのスキンシッ

プを通し、お互いにリラックスした時間を過ごすこ

とができ、安らぎを与えてくれます。ベビーには、

その心地よい刺激が心や体の発達によい影響を与え

ます。                     
 
◆日時 ７月13日(水) 

    午前10時30分～11時30分  

    受付 10時～ 

◆場所 下妻保健センター 

◆対象 市内の生後4か月～9か月の 

    ベビーとその家族 先着25組 

※保育を希望する方は、ご相談ください。 

◆講師 セラピスト 告 真紀子 氏 

◆申込期限 ７月8日(金) 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

『シルバー人材センター』会員募集 
 
●入会を希望する方は、次の用件が必要です。 

市内在住で、おおむね60歳以上の健康で働く意 

欲のある方。 

※入会希望者向けに説明会をおこなっています。 

 お気軽にご相談ください。 
 
◎シルバー人材センターは、高齢者にふさわしい仕 

 事を一般家庭・民間企業・公共団体などから引き 

 受け、会員に提供する県知事許可の公益法人です。  

 就業や収入の保証はありませんが、会員の希望と 

 能力に合わせた臨時的・短期的な就業機会を提供 

 しています。 
 

シルバー人材センターをご利用ください 
 

シルバー人材センターは、豊富な経験・知識・技 

能を持った高齢者が就業を通じて地域社会に貢献し 

ます。 
 
◆こんなお仕事をお引き受けしています 

《一般分野》除草、草刈、除草剤・殺虫剤散布 

      屋内外の清掃・軽作業、農作業等 

《技能分野》障子・襖・網戸張り、庭木の手入れ 

      ペンキ塗り、大工仕事等 

《折衝・外交分野》広報紙等の配布、検針、集金等 

《事務分野》賞状書き、宛名書き、受付事務等 

《管理分野》施設管理等 

その他様々な仕事をお引き受けしています。 
 

問 社団法人 下妻地方広域シルバー人材センター 

   44-3198 

鬼怒川・小貝川クリーン大作戦を実施します 
 

鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議の広域イベン

トの一つとして、｢鬼怒川・小貝川クリーン大作戦｣を

実施します。 

また、７月が｢河川愛護月間｣であることから、沿川

住民、河川敷占用者、河川利用者の他、各種団体の協

力を得て、河川敷のゴミを一掃することにより常に河

川を美しく保ち正しく安全に利用する運動を推進する

ものです。河川清掃へのご協力をお願いします。 
  
◆日時 ７月9日(土)午前７時～9時  

※小雨決行。豪雨等により中止の場合は、 

 防災無線にて連絡します。 

◆場所 鬼怒川・小貝川河川敷 
 

問 市建設課 内線1714・1715 

公民館おはなしの会／７月 
 

ぜひ親子でご参加ください。   
 
◆日時 ７月16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 

図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

 ◇日時 ７月1６日(土)・19日(火)午後２時～ 

 ◇上映作品 ｢おくりびと｣(2008年/日本/131分) 

 監督：滝田洋二郎 

 出演：本木雅弘・広末涼子・山崎努他 
  
 納棺師―それは、悲しいはずのお別れを、やさ 

 しい愛情で満たしてくれるひと。 

 年齢問わず、高給保証！自質労働時間わずか 

 旅のお手伝い。NKエージェント 

 ｢あぁこの広告、誤植だな。“旅のお手伝い” 

 ではなくて、安らかな“旅立ちのお手伝い”｣ 

 求人広告を手にNKエージェントを訪れた主人公 

 大悟は、社長の佐々木から思いもよらぬ業務内 

 容を告げられる。 
 
《子ども映画会》   

 ◇日時 ７月23日(土)午後２時～ 

 ◇上映作品 日本の民話 

       ｢さるかに合戦・つるの恩返し｣(30分) 
 
◆場所 市立図書館 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 

公共下水道に接続できる区域が拡大しました 
 
【下妻市の下水道】 

平成５年から公共下水道工事に着手し、平成11年７ 

月には下妻駅西側99.9ha、平成12年9月には本宗道 

地区の一部16.8haが供用開始しました。その後も、 

区域の拡大を図りながら整備を進めています。 
 
【拡大された区域は】 

平成22年度工事の完了で、３月31日から、田町、 

宗道、原、羽子、鎌庭の一部13.6haの区域が拡大 

され、現在、下妻地区302.7ha、千代川地区 

155.7ha、計458.4ha(計画区域の約25%)で下水 

道が使用できます。 
 

 ◎下水道供用開始区域の詳細は、市ホームページ 

  (http://www.city.shimotsuma.lg.jp/)をご覧く 

  ださい。 
 
【下水道を使うには】 

 下水道は施設を整備するだけでは、その役割を果た 

 すことはできません。家庭や工場などからの汚水を 

 下水道に流すための、宅地内の排水設備工事が必要 

 です。 

接続工事の相談は、市内の指定工事店または市下水 

道課でお受けします。 
  
【下水道への早期接続をお願いします 

    ～下水道が使える区域の皆さんへ～】 

接続は下水道法により義務になっています。人々が 

健康で快適な生活をおくるため、子供たちに美しい 

自然環境を残すためにも、早期接続にご協力をお願 

いします。 
 

問 市下水道課 内線1735・1736 

～洪水に備えて～ 
 
 東日本大震災により、国土交通省下館河川事務所が

管理している小貝川・鬼怒川では136箇所(5月31日

現在)において、堤防の沈下、崩れ、亀裂などが発生し

ました。 

 6月からの出水期に向けてこれらの応急復旧に全力

で取り組んできましたが、堤防の内部は見えないの

で、小さな亀裂や空洞があった場合には大きな被害に

つながる危険があります。そのため、洪水予報等にお

ける基準水位の見直し、重要水防箇所を見直して、河

川の見廻りや点検などをおこなっています。 

 特に堤防付近にお住まいの方には、ぜひ、防災意識

を高めていただき、避難に関する情報を確認するとと

もに、堤防の異常な状況を発見した場合は、市役所、

消防署、下館河川事務所に通報をお願いします。 
 

問 市消防交通課 内線1433・1434    

    下妻消防署 43-1551 

  下館河川事務所調査課 25-2171 

農業者戸別所得補償制度の 

申請手続きはお済みですか 
 
 本年度から本格実施された農業者戸別所得補償制

度の申請を受け付けています。 

 交付対象の方で申請手続きがお済みでない農家の

方は、申請手続きをおこなってください。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 市農政課 内線2642～2645 

下妻市特産品アンテナショップ 

｢シモンちゃんの家｣が開店しました！ 
 
 店舗名は下妻市ホームページイメージ 

キャラクターのシモンちゃんにちなんで名づけられ、

常総ひかり農業協同組合が運営をおこなっています。 

｢シモンちゃんの家｣の売りは、毎朝下妻から直送さ

れる新鮮な農産物。もちろん、下妻の名産品、加工品

等も販売しています。 

千住は江戸時代の街道｢下妻街道｣の基点となってい

た場所で、アンテナショップ開設により、市のイメー

ジアップおよび知名度の向上、特産品のPRおよび販売

促進が期待されています。 
 
 ｢シモンちゃんの家｣ 

◆店舗住所 

 東京都足立区千住旭町 

 35-18 
   つくばエクスプレス 

    北千住駅東口徒歩３分 

    学園通り 

◆営業時間 

 午前10時30分～午後８時(定休日なし) 
 

問 下妻市特産品アンテナショップシモンちゃんの家  

   03-5284-1071 

東

口

シモンちゃんの家

北

千

住

駅

足立
税務署

ココ

学園通り
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案 内 相 談 

ふれあい教室を開催します 
 
◆日時 ７月21日(木)午前9時30分～11時30分 

    ※悪天候等の場合は延期。 

◆会場 県立下妻養護学校[半谷492-４] 

◆対象 発達や運動機能に不安のある就学前の 

    お子さんとその保護者 

◆内容 子ども達の集団遊びや個別遊び 

    保護者の方々の情報交換 など 

◆申込方法 電話またはFaxにてお申し込みください。 

◆申込期限 ７月15日(金) 
 

問 申 下妻養護学校(本橋) 

      44-1800 Fax43-9174 

あたらしい出会いを探してみませんか 
 

《ふれあいパーティ》 
 
【つくば会場】 

◇日時 ７月14日(木)午後７時～９時 

    (受付６時30分～) 

◇場所 つくば山水亭[つくば市小野崎254] 

◇対象者 男女とも35歳～45歳までの方 各20名 
 
【牛久会場】 

◇日時 ７月18日(月・祝)午後１時30分～５時 

    (受付１時～) 

◇場所 牛久市中央生涯学習センター 

    [牛久市柏田町1606-1] 

◇対象者 男女とも45歳までの方 各20名 
 
【下妻会場】 

◇日時 ７月24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 男女とも45歳までの方 各20名 
 
◆参加費 男性4,000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 
 

《ときめき婚活バーベキューパーティー》 
 
◆日時 ７月31日(日)午前11時～ 

◆会場 宮山ふるさとふれあい公園 野外調理棟 

    [筑西市宮山504] 

◆対象者 40歳までの独身男・女15名ずつ ※先着順。 

◆参加費 男性5,500円 女性1,500円 
 

問 申 NPO法人メドウルミートクラブ 

     25-2678 

男女共同参画チャレンジ支援セミナーを 

開催します 
 
◆日時 ７月14日(木)午後1時～3時 

◆場所 県女性プラザ男女共同参画支援室 

    (いばらき就職支援センター内) 

    ※お車で来場の際は、県三の丸庁舎駐車場を 

     ご利用ください。 

◆内容 仕事や震災で受けたストレスやトラウマの解 

    消方法および日頃から心身のバランスを保つ 

    ノウハウなどについて、実技を交えて学ぶ。 
  
 テーマ 

  ｢活力をみたす心とからだのリセット術 

    ～輝いて生きるための健康づくり～｣ 
 

◆募集人員 30名 ※先着順。 

◆参加費 無料 
 

問 県女性青少年課女性プラザ 男女共同参画支援室 

   029-233-3982 

米トレーサビリティ法が施行されます 

問 関東農政局 茨城農政事務所地域第三課 

   24-3155 

米トレーサビリティ法 効果 

米 穀 等 の 取 引 記 録 の 作

成・保存に関する法律 
(平成22年10月1日施行) 

取引記録の作成・保存を義務

化することにより、問題が発

生した場合に、流通ルートを

速やかに特定し、回収するこ

とが可能になります。 

米穀等の産地情報伝達に 

関する法律 
(平成23年7月1日施行) 

消費者が米穀等(米や米加工

品)の産地情報を入手できるよ

うになります。商品の容器や

包装、外食店や小売店等で、

原料米の産地がどこなのか確

認できます。 

食品表示研修会を開催します 
 
◆日時 ７月12日(火)午後１時30分～４時 

◆会場 筑西合同庁舎1階 大会議室 

    [筑西市二木成615] 

◆対象者 県内の米穀販売事業者・米販売農家等 

◆内容 

 

 

 

 

 

 

 

◆参加費 無料 

◆申込方法 

 下記の必要事項を記入しFaxまたはEメールにて 

 お申し込みください。 

  ①団体・企業名(個人申し込みの場合は記入不要) 

  ②氏名 

  ③連絡先(住所・電話番号) 

  ④希望会場(｢筑西７月12日(火)｣と記入) 

◆申込期限 ７月７日(木) 
 
◎水戸・行方・常陸太田・土浦でも開催します。 

 日程等詳しくは，お問い合わせください。 
 

問 申 県生活衛生課 029-301-3961  

     Fax029-301-0800 

Eメール seiei4@pref.ibaraki.lg.jp 

時間 内容 
午後１時40分～ JAS法に基づく食品表示について 

午後２時40分～ 

・米トレーサビリティ法に基づく

食品表示について 
・茨城県の施策紹介(食の安全・安 

 心推進条例等) 
午後３時40分～ 質疑 

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 ７月12日(火)午後１時～３時 

◆場所 下妻公民館１階和室 
 

問 市福祉課 内線1574 

｢ひきこもり相談支援センター｣に 

ご相談ください 
 

社会福祉士、精神保健福祉士の専門コーディネー

ターが相談に応じるほか、保健・福祉・医療・教

育・労働等の適切な関係機関へおつなぎします。 
 
《ひきこもり相談センター》 

 ◆相談時間 平日 午前９時～午後４時 

◆電話番号 029-244-1571
ひきこもりない

 

オープンキャンパスを開催します 
 
◆日時 ７月25日(月)、8月29日(月)・30日(火) 

    午後1時30分～ 

◆場所 土浦産業技術専門学院 

    [土浦市中村西根番外50] 

◆訓練科 機械技術科、自動車整備科 

     情報技術科、コンピュータ制御科 
 

問 申 土浦産業技術専門学院 

     029-841-3551 

介護支援専門員実務研修受講試験 
 
◆受験案内の配布 

 茨城県の各保健所・各県民センター 

 にて配布してます。 

◆願書受付期限 

 ７月19日(火) 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 茨城県社会福祉協議会 029-243-8538 

東日本大震災復興支援イベント 
～心はひとつ、思いはひとつ、みんなの絆～ 
 
◆日時 ７月16日(土)午前10時～午後５時 

◆会場 県西生涯学習センター 

◆内容《イベント広場》午前10時～午後４時 

     野菜等の農産物直売、よさこい踊り 

     バザー、輪投げ、フードコーナー 他 

   《震災のストレス解消のための｢心理療法薬師｣ 

    体験コーナー》 受付 午前10時30分 

   《講演会》午後１時30分～ 

     ｢東日本大震災を乗り越えて｣ 

      茨城県副知事 山口 やちゑ 氏 他 

◆共催 茨城県 
 

問 NPO法人 地球の保健室事務局 

   080-6779-0846 

身体障害者のための無料結婚相談・各種相談 
 

茨城県身体障害者福祉協議会では、無料の｢結婚

相談｣や、就労や生活全般の相談を受ける｢総合相談

所｣を開設しています。 

結婚や就労をはじめ生活全般の問題について、適

切なアドバイスや相談内容に応じて必要な支援制度

や機関を紹介します。 
 
◆相談日 月～金曜日 午前10時～午後３時 

※祝日、年末年始は除く。 

 結婚相談は要予約。 
 

問 社団法人 茨城県身体障害者福祉協議会  

   029-243-7010 

いばらき就職支援センター県西地区センターを 

ご利用ください 
 
◆内容 職業紹介および内職斡旋、就職情報の提供 

    キャリアカウンセリングおよび職業適性診断 

    就職支援セミナーの実施、求人受付 

    解雇や賃金問題等の労働相談 など 
 
◆開設日 月曜～金曜日 午前9時～午後４時 

     ※祝日、年末年始を除く。 
 

問 いばらき就職支援センター県西地区センター 

  就職支援 22-0163 23-3811 

  労働相談 24-9136 

 ホームページ 

 http://www.jobcafe-ibaraki.jp 

案 内 


