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しもつま 広
報 

「農用地区域の除外・編入」申出を受け付けます 
 
 農業振興地域整備計画の変更にかかる申出を受け付け

します。 
 
 ◆受付期間 ６月１日(水)～30日(木) 
 

問 申 市農政課 内線2624・2625 

下妻市農業委員会委員一般選挙が 

おこなわれます 
 

市農業委員の任期(３年)が７月19日で満了となる

ため、新しい委員を選出します。 
 
【投票日】７月３日(日) 
 
【投票時間】午前７時～午後６時 
 
【立候補届出】 

 ・日時 ６月26日(日)午前８時30分～午後５時 

・場所 市役所本庁舎３階 大会議室 
 

【選挙すべき委員の定数】 

 第１選挙区(旧下妻市)  15名 

第２選挙区(旧千代川村)  ５名 
 

【投票できる人】 

 平成23年３月31日確定の農業委員会委員選挙人 

 名簿に登録されている者 
 
【立候補できる人】 

 投票できる者とおおむね同じ要件ですが、年齢に 

 ついて選挙期日に満20歳以上(平成３年７月４日 

 以前生まれ)の者 
 
【期日前投票】 

 投票日に自ら投票所において投票できない方は、 

 宣誓書を提出し、期日前投票ができます。 
 
【期日前投票のできる期間】 

 ６月27日(月)～７月２日(土) 

 午前８時30分～午後８時 
 
【期日前投票の場所】 

 第１選挙区(旧下妻市) 市役所本庁舎１階 

             市民ホール 

第２選挙区(旧千代川村) 千代川庁舎１階 

             ホール 
 

 ※選挙区により場所が異なります。 
 
《立候補予定者説明会》 

 ・日時 ６月14日(火)午後１時30分～ 

 ・場所 市役所本庁舎３階 大会議室 
 
  ※立候補予定者は必ず出席してください。 
 

問 市選挙管理委員会事務局 

   内線1242・1243 

詩集『くさぶえ』作品募集 
 

わらべうた・あそびランドでは、子どもたちの心情

を育てるために、詩集｢くさぶえ｣を発行しています。 

39集の発行にあたり作品を募集します。 
 
●募集作品 

 口頭詩 幼児(１～６歳児) 

      自由詩 小・中学生 

      表紙絵 幼児(１～６歳児) 

       ※画用紙たて書き(サイズＡ４) 

●応募締切 ６月30日(木) 

●その他 

 作品の著作権は応募者に帰属するものとします。 

 ただし、主催者が広報・作品集の作成など必要な 

 場合には、公募作品を使用できるものとします。 
 

問 申 市生涯学習課 内線2834 

平地林の整備・保全を支援します 
～自己所有山林の整備を希望する方へ～ 
  

市では、県が導入した森林湖沼環境税を利用して、平

地林や里山林の整備と保全を目的とした｢身近なみどり整

備推進事業｣をおこない、山林整備を希望する方を募集し

ます。 
 
●募集内容 自己所有山林の整備  
 ※整備に当たっては、市と森林所有者の森林保全に 

  関する協定を結ぶ等、一定要件が必要となります 

  ので、詳しくはお問い合わせください。 
 
問 申 市農政課 内線2623 

最適なライフステージで 

快適な暮らし始めてみませんか 
 

下妻東部第一土地区画整理事業により造成した

宅地を分譲しています。 

市役所・体育館・文化施設・公園などの公共施

設や保育園に隣接し、常総線｢下妻駅｣から徒歩

10分と利便性の良い宅地です。 
 
《現地見学会》 

・日時 ６月12日(日) 

    午前９時30分～12時 

・受付場所 事業地内テント 

      [保健センター東側、信号付近]  
 
※悪天候の場合は、都市整備課(市役所第二 

 庁舎２階)で受け付けします。  
 
◎分譲地の詳細は、区画整理ホームページ 

 (http://www.s-tobu.jp/)にてご覧ください。 
 

問 市都市整備課 内線1726 

有害鳥獣捕獲を実施します 
 

収穫前の果実(スイカ・メロン)や野菜(かぼちゃ・とう

もろこし)をカラス・ドバトの食害から守るため、銃器に

よる捕獲を茨城県猟友会鬼怒支部千代川分会の協力によ

り実施しますので、ご協力をお願いします。 
 
◆期間 ６月26日(日)まで 

※日の出から日の入りまで 

◆対象地区 千代川地区全域  

《重点地区》別府、皆葉、五箇、村岡 
 

問 市農政課 内線2622 

あやめ茶会を開催します 
 

紫や白のハナショウブや砂沼を眺めながら、の

んびりお抹茶を楽しんでみませんか。 

どなたでも参加できますので、普段着でお気軽

にお越しください。 
 
◆日時 ６月５日(日)午前10時～午後２時 

◆場所 砂沼庵(砂沼広域公園観桜苑内) 

◆お茶券 一服 500円 

     ※うち一部を東日本大震災の 

      被災地へ寄付します。 

    《お茶券取扱い》 

     香出水会・砂沼庵・都市整備課 

     ※お茶券は当日も購入できます。 
 

問 香出水会(井元宗恵) 43-6080 

   砂沼庵 43-9078 

   市都市整備課 内線1723 

農地利用集積円滑化事業の交付金が 

変更になりました 
 
【農地利用集積円滑化事業とは】 

 農地を貸したい農地所有者(貸し手)と規模を拡大した 

 い認定農業者等(借り手)をとりまとめて、農地を面的 

 集積(連坦化)し、農地の有効活用と農業振興を図る事 

 業です。 
 
◆この事業により農地の効率的利用が促進され、交付要 

件を満たした場合、農業者戸別所得補償制度(規模拡大 

加算)交付金として、借り手に10a当たり2万円が交付 

されます。 
 

※農地利用集積円滑化事業交付金(貸し手・借り手それ 

 ぞれに10a当たり１万円の交付)は廃止となりました。 
 

問 市農政課 内線2622 

砂沼サンビーチで 

地元産品の販売をしませんか 
 
●出展期間 ７月16日(土)～８月31日(水) 

●出展場所 入口前広場 

●対象者 市に関係する公共的・公益的団体および 

     市内事業所(農家等を含む) 

●出展料等 占用利用料(１日あたり) 

       平日 １㎡あたり100円 

       土曜・日曜日・祝日、お盆期間 

          １㎡あたり200円 
 
 ※売上額に応じ出店料がかかります。 

 ※出店場所のスペースには限りがあります。 

 ※節電対策等により出店期間が変更になる場合が 

  あります。 

●申込期限 ６月15日(水) 
 

問 申 市都市整備課 内線1725 

下水道の利用人数変更届けについて 
 

下水道に接続し、井戸水・共同水道等を使用し

ている方は、家族の人数の変更により使用料が変

わる場合があります。 

 転居・出生・死亡届等を出しても、下水道使用

人数は自動的に変更なりませんので、家族の人数

に変更があった方または井戸水等の使用を中止さ

れた方はご連絡ください。 
 

問 市下水道課 内線1735・1736 

募 集 

案 内 

案 内 

市職員のクールビズについて 
 
 地球温暖化防止および省エネルギーに資するため、 

５月23日(月)より軽装での執務となります。 



案 内 

相 談 

パクパク離乳食教室 
 
◆日時 

 ６月14日(火)  

 受付 午前10時～10時15分 

◆場所 

 下妻保健センター 

◆該当者 

 平成23年２月～３月生まれの 

 赤ちゃんのお母さん・家族の方 

◆内容 

 ・離乳食のはじめ方について 

  (栄養士の話) 

 ・基本の離乳食の作り方 

  (デモンストレーション) 

 ・離乳食を食べてみよう 

  (お母さんの試食) 

 ・乳児の健康と予防接種の 

  受け方(保健師の話) 

◆定員 20名 
 
※母子健康手帳をお持ちください。 
 

問 申 市保健センター 

     43-1990 

胃がん・大腸がん集団検診 
 
【日程】                        

 ◆受付時間 

  午前６時30分～９時 

  ※番号札は午前６時に 

   出します。 

 ◆対象者 

  (平成24年３月31日現在) 

  30歳以上の方。 

  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。 

 ◆自己負担額 

  《胃がん検診》 

   500円 

   ※バリウムを飲んでの 

    X線検査 

  《大腸がん検診》 

   300円 

   ※便潜血検査(検査用の 

    容器を送付します) 
 
 ◎受診券は、平成21・22年度に受診した方には検診日の約2週間前に送付します。 

  新たに検診を希望する方は、保健センターにお申し込みください。 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

月日 曜日 会場 地区 

6月14日 火 千代川保健センター 
田下・下栗・本宗道・鬼怒・宗道 

渋田・羽子・伊古立・長萱 
15日 水 千代川保健センター 別府・村岡・五箇・鯨・見田 

16日 木 千代川保健センター 大園木・皆葉・唐崎・原・鎌庭 

7月４日 月 下妻保健センター 
下妻甲・田町・本宿町・本城町 

下妻丁 

5日 火 上妻市民センター 
半谷・桐ヶ瀬・赤須・前河原 

南原・江・関本下 

6日 水 上妻市民センター 
黒駒・黒駒河岸・柴・平方・尻手 

渋井・大木 
7日 木 高道祖市民センター 高道祖地区 

15日 金 大宝公民館 大宝地区 
19日 火 騰波ノ江市民センター 騰波ノ江地区 

8月2日 火 豊加美市民センター 豊加美地区 
３日 水 働く婦人の家 総上地区 
４日 木 下妻保健センター 下妻丙・下妻戊 

8日 月 下妻保健センター 
下妻乙・坂本新田・大木新田 

砂沼新田 
9日 火 下妻保健センター 長塚・石の宮・小野子町 

乳がん・子宮がん医療機関検診 
          
   医療機関検診は、市が発行する受診券を持って病院・医院等で検診を受ける方法

です。 
                
◆受診対象者(平成24年3月31日現在の該当年齢) 

 《子宮がん検診》20歳以上・・・頸部検査 

 《乳がん検診》30歳～39歳、41歳以上の奇数年齢・・・視触診＋超音波検査    

        40歳以上の偶数年齢・・・視触診＋Ｘ線検査 

◆受診期間 

６月１日 

 ～平成24年１月31日 

◆検診機関 

《子宮がん検診》 

 茨城県医師会登録の医療機 

 関で受診 

《乳がん検診》 

 市が委託している医療機関 

 で受診 

◆申込方法 

６月1日(水)から、受付・受診 

券交付を開始します。 
 
※乳がん検診は視触診、超音波、Ｘ線の単独での申し込みはできません。 

※９月～12月に実施する集団検診と医療機関検診の両方の受診はできません。 

 どちらか一方をお申し込みください。 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

【検診費用】 

 
 ※自己負担金を医療機関窓口でお支払いください。  

検診名 検診費用 自己負担金 
子宮がん検診 
 頸部 
 頸部＋体部 
(体部検診については、  

 50歳以上の方で医療 

 機関が必要と認めた方) 

  
6,810円 

11,510円 

  
1,000円 
1,000円 

乳がん検診 
 視触診＋超音波 
 視触診＋Ｘ線 

  
6,433円 
6,433円 

  
1,500円 
1,500円 

不動産無料相談会 
 
 不動産の価格などの無料 

相談に応じます。 
 
【水戸会場】 
 
 ６月６日(月) 

 午前９時30分～12時 

 茨城県開発公社 

 [水戸市笠原町978-25] 
 
【土浦会場】 
 
 ６月７日(火) 

 午前９時30分～12時 

 県南生涯学習センター 

 [土浦市大和町9-1 

  ウララビル] 
 
◎事前申し込み不要。 
 

問 社団法人 

   茨城県不動産鑑定士協会 

   029-246-1222 

歯の何でも電話相談 
 

ふだん聞けない入れ歯のこ

と・子どもの歯の悩み・イン

プ ラ ン ト・矯 正・口 臭 の 悩

み・顎 関 節 症・歯 周 病・ブ

ラッシングの仕方・料金のこ

となど、歯についての悩みや

質問を受け付けます。 

 匿名でも受け付けます。 

 お気軽にお電話ください。 
 
◆日時 

 ６月12日(日) 

 午後２時～５時 

◆電話番号 

 029-823-7930 

 029-835-0737 

◆回答者 

 歯科医師 

◆相談料 

 無料 
 

問 茨城県保険医協会 

   029-823-7930 

被災児童等の心の相談窓口 
 
◆震災のあと、お子さんに次のような行動がみられることが 

 ありますが、非常に強い恐怖の体験をしたときにおこる、 

 心が混乱した状況です。 

 普通にみられることで、多くのお子さんは時間とともに落 

 ち着いてきます。 
 
・表情が少なく、ボーっとしていることが多い 

・夜、寝なくなった。突然起き出して泣き出す 

・津波の映像を見たり、余震があるたび、ひどく怯える 

・吐き気や頭痛、めまい、息苦しさ、頻尿等を訴える 

・親から離れようとしない など 
 
 ◇お子さんが怖かったことや悲しかったことを話し出した 

  ときは、むりにやめさせようとせず、話を聞いてあげま 

  しょう。 

 ◇痛いところがあったらさすってあげましょう。 

 ◇できるだけお子さんを一人にしないようにしましょう。 
  
◆震災を受けたお子さんについて、子どもの心の専門家(児童 

 心理司等)が相談に応じます。県外から茨城県に避難してい 

 るお子さんについての相談も受け付けています。 
 
 《茨城県福祉相談センター》 

   029-221-4992 月～金曜日 午前9時～午後5時 

 受付期間 平成24年3月末日まで 

震災に関する 

無料法律相談 
 
《電話での相談》 
 
 029-222-7072 

 029-222-7073 

  月曜～金曜日 

  午前10時～午後４時 
 
《面談での相談(予約制)》 
 
 法律相談センター 

 [長塚74-1] 

  月曜～金曜日 

  午前９時～午後５時 

 ※予約受付 

  44-2661 
 
◎６月末頃まで実施予定。 
 

問 茨城県弁護士会 

   029-221-3501 

   ホームページ 

   http://ibaben.or.jp/ 

飲食物取り扱い従事者の健康診断（保菌検査）を実施します 
 
◆実施日時・場所 

 ※８月17日、11月２日・23日、12月28日の水曜日は検査はできません。 
 

◆持参するもの 

 食品衛生責任者自主管理記録簿、検査検体 

 腸内病原細菌検査申込書 

※採便容器と申込書は、事前に常総保健所に取りにきてください。 

◆検査項目・手数料 

 赤痢菌・サルモネラ菌・大腸菌Ｏ157 800円 

◆検査機関 

 (財)茨城県総合健診協会 

◆結果通知 

 申込書に記載されている事業所の住所地へ受診者全員通知されます 

 ので、申込書の住所・事業所名は正確にご記入ください。 
 

問 常総保健所 0297-22-1351 

  実施月日   実施場所 対象地区    受付時間 

６月９日(木) 下妻保健センター 
下妻市 

午前10時～11時30分 
千代川保健センター 午後1時30分～3時 

６月21日(火) 下妻保健センター 下妻市 
午前10時～11時30分 

午後1時30分～3時 

上記実施日以降 
の毎週水曜日 

常総保健所内 
食品衛生協会 

全地区 
(もれ者) 午後1時～２時30分 

案 内 
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公民館おはなしの会／６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 ６月18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 

１回きりの特別プログラム 

人気の格闘技系プログラム実施！ 

『ほっと!マッスル!!ファイト!!!』 
 
 ～♪音楽に合わせて パンチやキック＆筋コン!! 

        楽しくシェイプ・アップ＆ストレス解消!!～ 
 
◆日時 ６月18日(土)午後２時～３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 ※一般600円) 

◆申込方法 

６月４日(土)午後２時からフロント前にて受付開始。 

※受付開始時点で定員を超えた場合は、抽選。 

※参加者ご本人が来館しての受け付けとなります。 

 (代筆・電話予約不可) 

◆定員 20名 

    ※定員に達した場合には、キャンセル待ち 

     (10名)での受け付けとなります。 
 
◎運動強度など詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 ほっとランド・きぬ 30-4126 

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①】 

◇日時 6月19日(日)午後１時30分～５時 

          (受付１時～) 

◇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 男女とも45歳までの方 各20名 

      Ｂコース 男女とも再婚者・再婚者希望 

           の方 10名  
        
【つくば会場②】 

◇日時 6月25日(土)午後１時30分～５時 

          (受付１時～) 

◇場所 グランドホテル東雲[つくば市小野崎488-1]  

◇対象者 Aコース 男女とも40歳までの方 各20名 

      Bコース 男性年収500万円以上  

           女性専卒以上の方 
 
【下妻会場】  

◇日時 6月26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35歳～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 

図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

◇日時 ６月14日(火)・18日(土) 

    午後２時～ 

◇上映作品 ｢命のビザ｣ 

      (1992年/日本/115分) 

演出：大山勝美 

出演：加藤剛/秋吉久美子/紺野美沙子 他 
 

 1940年、ナチスドイツとソ連が対峙する 

戦乱の北ヨーロッパ。バルト海沿岸のリトア 

ニアにはユダヤ難民が追い詰められていた。 

彼らの脱出の唯一の希望は、日本通過のビザ。  

日本領事・杉原千晶畝は本省や周囲の反対を 

おして、人間の命のために、ビザ発行の決断 

をする。 

極限状況の中で、人のあるべき道を実行した 

勇気ある日本領事のドキュメンタリードラマ。 
 
 ※子ども映画会は、お休みします。 
 
◆場所 市立図書館 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 

市立図書館 

蔵書点検等にともなう臨時休館 
 

図書館では、年に一度、蔵書の状況や紛失資

料を把握するため全部の図書を点検します。 

そのため下記の期間が休館となります。 

 期間中の本の返却については、入り口南(児童

室前)のブックポストに入れて返却ができます。

視聴覚資料(ビデオ・CD・DVD等)については、

破損の恐れがありますのでブックポストに入れ

ずに、休館明け(７月1日以降)に直接カウンター

へご返却ください。 

詳しくは、貸出時にお渡しするレシートをご

覧ください。 
 

◆休館期間 6月20日(月)～30日(木) 
 

問 市立図書館 43-8811 

『協会杯市民パークゴルフ大会』参加者募集 
 
●日時  ６月５日(日) 受付 午前８時～午前８時20分  

    ※小雨決行 

●場所 小貝川ふれあい公園パークゴルフ場 

●参加資格 市内在住・在勤の方および協会会員 

●試合方法 36ホール ストロークプレー 

●参加費 500円 

●定員 100名 ※先着順。 

●申込方法 参加費を持参のうえ、参加するご本人が 

      お申し込みください。 

●申込期限 ５月31日(火) 
 

申 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター  
 

問 下妻市パークゴルフ協会(山中) 44-4334 

『下妻オープンテニス大会』参加者募集 
 
●日時 ６月26日(日) ※予備日７月３日(日) 

●場所 砂沼サンビーチテニスコート 

●集合時間 男子 午前8時30分まで 

      女子 午前10時30分まで 

●種目 男子ダブルス、女子ダブルス 

●募集組数 男子32組 女子16組 ※先着順。 

●試合方法 トーナメント方式、6ゲームマッチ 

      (６-６タイブレーク) 

      ※コンソレ有り。 

       申し込み数により変更有。 

●参加費 1ペア3,000円(高校生2,000円) 

●申込方法 申込用紙に必要事項を記入し、参加費 

      を添えてお申し込みください。 

●申込期間 ６月12日(日) 
 

問 申 下妻市テニス連盟(宮本) 44-2805 

    下妻市長塚38-1   

『東日本大震災 

 チャリティーソフトボール大会』 

参加チーム募集 
 
●日時 ６月26日(日) ※予備日７月３日(日) 

●場所 下妻市ふれあい公園ソフトボール場 

●参加資格  

・市内在住の方で構成するチーム 

・平成23年度下妻市ソフトボール連盟登録チーム 

●参加費 １チーム 3,000円以上 

※全額募金として被災地へ送金します。 

●その他 ４チーム以上の参加があった場合に実施 

●申込方法 参加希望チームは、参加費を持参の 

      うえ、代表者会議にご出席ください。 
 
《代表者会議》 

  日時 ６月11日(土)午後７時 

           受付 午後６時～ 

  会場 下妻公民館２階 学習室 
 

問 下妻市ソフトボール連盟事務局(小島) 

E-mail ssa_sports@yahoo.co.jp 

季節のハイキングを開催します 
  
《①学園都市の隠れ道ウォーク》 

 学園都市南の赤塚公園から北の松見公園まで、ほぼ 

 一直線に作られた緑豊かな遊歩道を歩きます。 

・日時 ６月19日(日)午前９時出発 

・集合場所 市総合体育館裏駐車場 

・参加費 クラブ会員 1,200円 

      非会員 1,500円  

※バス代、雑費、保険料等含む。 
       
《②大平山あじさい坂》 

 大平山あじさい坂と周辺の道を歩きます。 

・日時 ７月３日(日)午前８時30分出発 

・集合場所 市総合体育館裏駐車場 

・参加費 クラブ会員 1,200円 

      非会員 1,500円  

※バス代、保険料等 
       
●対象者 付き添い無く1人でハイキングの出来る方 

●定員 各コース40名 

    ※定員になり次第締め切ります。 
 
◎共に小雨決行、荒天中止。 
 

問 申 サンドレイククラブ(井上) 43-0174 

    市生涯学習課(千代川庁舎) 内線2833 

案 内 



電気設備の安全調査を実施します 
 
 法律に基づき、各家庭の電気設備の安全調査を実施します。 

 なお、制服着用で写真入り調査員証をつけた調査員が伺い 

ますので、ご協力をお願いします。 

※物品等の販売や金銭等を請求することは一切ありません。 
 
◆日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆内容 

 漏電の調査、屋外配線および屋内分電盤・配線などの点検 
 

問 関東電気保安協会下館事業所 22-5525 

訪問月 訪問時間 訪問地区 
６月 

午前９時 
～午後４時頃 

江、平方 

７月 
石の宮、前河原、桐ケ瀬、赤須、 

半谷、南原、柴、渋井、尻手、黒駒 

江、大木 

８月 
大木、江、神明、若柳甲・乙・丙 

若柳、下宮、中郷、数須、下田 

筑波島、大宝、北大宝、平川戸、横根 

９月 
坂本新田、長塚、石の宮、下妻乙・丙 

下木戸、半谷、平沼、福田、大串 

10月 
下妻甲・乙・丙、二本紀、中居指 

砂沼新田、長塚、今泉 

『受講生』募集 
 
《パソコンノートテイカー養成講座》 
 
 ※パソコンノートテイクとは、パソコン 

  入力により音声を文字化し、授業に参 

  加する聴覚障害学生のサポートをする 

  ことです。 
 
●日時 6月9日～9月29日のうち全16回 

     ※6・７月は月曜日と木曜日 

      ８月なし、９月は木曜日 

    午後１時30分～４時30分 

●場所 筑波技術大学 天久保キャンパス 

    [つくば市天久保4-3-15] 

●受講料 無料 

●申込期限 6月７日(火) 
 
◎講座修了後、一定の技術を習得した方は 

 パート雇用の対象となります。 

◎受講要件・申込方法等、詳しくはお問い 

 合わせください。 
 

問 申 筑波技術大学 聴覚障害系支援課  

     029-858-9334 

送電線へのビニール付着に 

注意ください 
 

今年も送電線に付着する農業用ビ

ニール等が増えています。送電線への

農事用ビニールなどの付着が原因と

なって大きな停電事故を招き、電力供

給にも影響を及ぼすばかりではなく、

感電事故につながる場合もあります。 

農業用ビニールは、弱い風でも大き

く舞い上がり、遠くまで飛散します。

周辺に送電線が無い場合でも、強く固

定するとともに、撤去したビニールを

放置しないようにお願いします。 

もし、送電線や配電線に付着したビ

ニールを見つけた場合は、さわらずに

東京電力にご連絡ください。 
 

問 (連絡先) 
 
 東京電力 茨城カスタマーセンター 

 0120-995-332 

  (フリーダイヤル) 

『奨学生』募集 
 

交通遺児育英会では、保護者等が自動車事故や踏切事故など、道路における交通事故で死亡したり、著しい後遺障害のため働けなくなった家庭の生徒に奨学金を貸与

して進学援助をおこない、将来、社会有用な人材を育成することを目的とした事業をおこなっています。 
 

【学校別応募資格等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

  ※(注１) 国の省庁の認可または都道府県知事の認可を受けた専修学校専門課程およびこれと同等の 

        各種学校ならびに専修学校高等課程(無認可校や予備校の生徒は不可) 
 
◎詳しくは、ホームページ(http://www.kotsuiji.com)をご覧ください。 

 

問 公益財団法人 交通遺児育英会 03-3556-0773(直通) 0120-521286(フリーダイヤル) 受付時間 午前9時～午後５時30分  

《東日本大震災 被災者子女の交通遺児としての採用について》 
 
 東日本大震災で被災した方の子女等のうち、保護者が行方不明の場合 

 や通常の交通事故証明書が発行される事故以外の事故も、次に該当す 

 る場合は交通遺児として採用できます。 
 
【応募できる人】 

①事故の内容 

保護者が車両に乗って出かけて、津波に遭ったり、地震による路外 

逸脱・自損事故・落石などで、死亡されたり、著しい後遺障害で働 

けないため、教育費に困っている家庭の子女。 

  ※保護者が車両に乗って出かけたまま行方不明になった場合も、 

   事情によっては採用しますので、お問い合わせください。 

 ②事故の証明 

交通事故証明が発行されない場合には、願書の｢事故の模様｣欄に 

詳しく記入いただく自己申告の形式で代用します。 

③対象となる生徒および学生 

  高等学校以上の生徒および学生、ならびに今後、高等学校以上の 

  修学年齢に達する生徒および学生。 

  高等学校・ 

高等専門学校 
大学・短期大学 大学院 

専修学校・各種学校 

(注１) 

応募 

資格 

在学 

応募 

高校・高専に在学し

ている生徒 
大学・短大に在学し

ている学生 
大学院に在学してい

る学生 
専修学校・各種学校

(修業年限1年以上の

課程)に在籍している

生徒 

予約 

応募 

平 成 24 年 4 月 に 高

校・高専に進学する

予定の中学3年生 

平成24年4月に大

学・短大に進学予定

の者 

平成24年4月に大学

院に進学予定の者 
平成24年4月に専修

学校・各種学校に進

学予定の者 

採用方法 
書類審査のうえ決定 書類審査および奨学生選考委員会の選考を

経て決定 
書類審査のうえ決定 

募集 

期限 

在学 

募集 
平成24年1月31日 11月10日 6月10日 12月31日 

予約 

応募 

第１次 9月30日 
第２次 平成24年 

    2月29日 

第１次 ９月20日 
第２次 平成24年 

    1月31日 

平成24年1月31日 平成24年2月29日 

東日本大地震・津波遺児のための 

｢給付特別一時金｣｢特別貸与奨学金｣希望者募集 
 
 あしなが育英会では、東日本大地震・津波で保護者

を失った、または保護者が傷害を負った0歳から大学

院生までを対象に｢特別一時金｣を給付すると共に、奨

学金の特別措置も実施します。 
 

病気・災害・自死(自殺)遺児のための奨学生募集 
 
【申込期限】 

◆高校奨学金 

・在学募集 後期募集 9月30日(金) 

・予約募集 一次募集 9月30日(金) 

        二次募集 12月15日(木) 

        三次募集 平成24年2月末日 

 ◆大学奨学金 

・予約募集 5月31日(火) 
 

※申込期限後になって奨学金を希望する場合は、 

 お問い合わせください。 

なお、出願に必要な書類は中学校・高等学校・ 

大学に送付しています。 
 

問 あしなが育英会 03-3221-0888(直通) 

         0120-778-565 

             (フリーダイヤル) 

   ホームページ http://www.ashinaga.org 

『下妻の梨サポーター養成講座』参加者募集 
 地元のおいしい梨について、 

  農作業～販売を実体験してみませんか 
 

 

●対象者 市内在住・在勤の方 

     ※男女年齢問わず。 

      子どもの参加可。 

●募集人数 5０名程度 

●受講料 無料 

●申込期限 ５月31日(火) 
 
 《説明会》・日時 6月2日(木)午前10時～ 

      ・場所 下妻市役所千代川庁舎２階 第一会議室 
 

問 申 下妻市果樹組合連合会事務局 43-1311 

     (JA常総ひかり下妻地区センター営農課) 

時期 内容 
6月上旬 摘果 ※二次摘果を体験。形のよい梨を残します。 
7月下旬 収穫・選果 ※見る機会の少ないハウス梨で体験できます。 
8月上旬 市場見学 ※自分で選果した梨が市場に出ます。 
8月中旬 

 ～下旬 
販売 ※下妻ブランド『甘熟梨』を実際に店頭で販売します。 

9月 加工 ※梨の加工品を実際に調理します。 

参加者には、

地元の新鮮・

安全な野菜を

プレゼント！ 

案 内 

募 集 

募 集 



東日本大震災で 

家屋が被災された場合 

ＮＨＫ受信料が免除されます 
 
◆免除の範囲 住居が半壊以上の場合 

       ※非住家は対象外。 

        (納屋のみの被災など) 

◆申請者 住居の居住者 

◆免除期間 平成23年3月から8月まで 

      (６か月間) 
 
 ※すでに免除期間の受信料を支払い済みで、 

  免除が適用になる場合は、支払い済み分 

  を返金または9月分以降に充当します。 
 
◎詳しくは、NHK水戸放送局ホームページ 

 (http://www.nhk.or.jp/mito/)をご覧 

 ください。 
 

問 市消防交通課 内線1434 

水戸地方法務局下妻支局 

庁舎を移転します 
 

震災の影響により庁舎移転を延期しましたが、 

６月６日(月)から新庁舎において事務を開始す 

ることになりました。 
 
◆新庁舎 下妻市下妻乙1300-1  
 

問 水戸地方法務局下妻支局 43-3935 

下妻をもっと住みよいまちに！ 

地域福祉助成事業の申請を受け付けています 
 

住民参加による住みよいまちづくり活動の支援と、赤い羽根

共同募金の有効活用、透明性の確保を目的に地域福祉助成事業

を実施しています。 
 

◆対象団体 

 地域福祉の推進、住みよいまちづくりを目的に活動をおこな 

 う非営利団体 

 (ボランティア団体、自治会、NPO法人、当事者団体など) 

◆助成金額 

 ・総額400万円を３期に分けておこないます。(第1期終了) 

 ・１団体につき年間20万円かつ総事業費の75％以内を 

  限度額とします。 

◆申請時期 

※申請金額が第3期の助成額60万円を越えた場合には、 

 第１・２期の残金を活用します。 
 
◆申請に必要なもの 

 ①地域福祉助成事業申請書 

   ※社協事務局またはホームページから取得できます。 

 ②申請団体の通帳の写し(口座名義、口座番号記載部分) 

 ③申請団体の前年度決算書、事業報告書および当年度 

  予算書、事業計画書 

 ④備品等の購入については金額がわかるもの(見積書、 

  カタログ等)の写し 
  

問 申 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

     ホームページ http://www.st-shakyo.jp/ 

期間 審査委員会開催月 申請可能な事業の開催時期 助成額 

第2期 

平成23年7月 

(6月末までに申請  

 のあった事業) 

8月1日 

 ～平成24年3月31日 

※11月30日以前に実施予 

 定の事業は、必ずここで 

 申請してください。 

140 

 万円 

第3期 

平成23年11月 

(10月末までに申 

 請のあった事業) 

12月1日 

 ～平成24年3月31日 

※60 

万円 
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しもつま 広
報 

東日本大震災にともなう被災者支援制度 
 
【被災者生活再建支援制度】 

◆対象となる被災世帯 

(１)住宅が｢全壊｣した世帯 

(２)住宅が｢大規模半壊｣した世帯 

◆支援金の支給額 

・被害程度に応じた｢基礎支援金｣が最大100万円 

・建設・購入、補修、賃貸の住宅再建方法に応じた 

 ｢加算支援金｣が最大200万円 
 

【災害弔慰金制度】 

◆支給内容  

 ・災害弔慰金   最大500万円(死亡した方の遺族) 

・災害障害見舞金 最大250万円(重度障害者となった方) 

・災害援護資金  貸付限度額最大350万円 

          (所得制限あり) 

 ※災害援護資金の貸付については、法改正により利率 

  が３％から1.5％(保証人無し)または無利子(保証人 

  有り)に変更になりました。 
 

【茨城県災害見舞金制度】 

◆対象被害および支給額 

住家の半壊 3万円 
 
 ※被災者生活再建支援制度および災害弔慰金の対象と 

  なった場合は、支給の対象とはなりません。 
 
【下妻市災害見舞金】 

◆対象となる被災世帯 

(１)住家の全壊     5万円 

(２)住家の半壊     2万円 

(３)非住家(全壊・半壊) １万円 
 

 【県・日本赤十字社・共同募金会に寄せられた義援金】 

  ◆対象となる被災世帯 

   (１)死亡した方の遺族・行方不明者となった方の 

      ご家族      50万円 

   (２)住家の全壊  50万円 

   (３)住家の半壊  25万円 

 

◎全壊・大規模半壊・半壊の認定は、り災証明によります。 

◎内閣府で作成された｢災害に係る住家の被害認定基準 

 運用指針｣基づき判定をします。 
 

問 支援制度について 市福祉課 内線1585～1587 

   り災証明について 市税務課 内線1353～1356 

がんばれ子育て応援講座 

『ママのための応援講座』 

参加者募集 
 
《エアロビクス＆オカリナ体験講座》 
 

身体を動かしてリフレッシュするとともに 

 オカリナの音色に触れて癒されてみませんか。 
 
 ●コース 木曜コース 6月16日・30日 

      土曜コース 6月11日・25日 

 ●時間 午前10時～12時 

 ●会場  下妻公民館 大会議室 

 ●参加対象 子育て中の母親 

       (市内在住・在勤の方) 

 ●参加人数 各コース30名 ※先着順。 

 ●参加費 無料 

 ●持参するもの タオル、靴 

         マットまたはバスタオル 

 ●申込期限 6月７日(火) 
 
◎お子さんを無料でお預かりします。 

 ご希望の方はお申し込みください。 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 

      44-0142 

『SHB大会』参加者募集 
～しもつまハンディキャップボウリング大会～ 
 

障がいのある方も無い方も一緒に楽しめる 

ボウリング大会です。 

投球補助具を用意しますので障がいがあっ 

てもゲームする事ができます。 
 

●日時 ７月３日(日)午前９時～12時 

●場所 下館ミナミボウル 

    [筑西市神分472] 

●参加費 1,500円(中学生以上) 

     1,000円(小学生以下) 

     ※当日徴収。 

●申込期間 

 E-mail・Faxでの申し込み 

  ６月１日(水)～20日(月) 

 窓口での申し込み 

  ６月17日(金)～19日(日) 

  午前９時～午後５時 
 
◎会場までの送迎バスを運行します。 

  下妻市役所本庁舎となり 

  午前８時出発 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 

      (ボランティアセンター) 

      44-0142 Fax44-0559  

      E-mail  

      shb_yuuwakai@yahoo.co.jp  

「福祉の店ナイスハートバザール」を開催します 
 

障害福祉サービス事業所(社会福祉施設・福祉センター・作

業所等)では、手芸品や木工品、手工芸品や陶芸品、食品(農産

物や菓子)など様々な製品を作っています。 

 それらの製作品を販売する機会を広く提供し、障害者の収入

の道を開きながら障害者の生きがいを高めるとともに、障害者

福祉に対する県民の理解を深めるため、ショッピングセンター

等において即売会を開催しています。 
 
◆日時 6月10日(金)～14日(火) 

    午前10時～午後７時 ※14日は午後4時30分まで 

◆場所 イオン下妻店１階 セントラルコート 
  

問 社団法人茨城県心身障害者福祉協会 

   029-244-7461 

６月１日から７日は水道週間です 
 

｢蛇口からあふれるぼくらの夢・未来｣をス

ローガンに水道週間が実施されます。 

毎日の暮らしに欠かすことのできない、ライ

フラインとして重要な水道について、この機会

に考えてみませんか。 

また、水道事業は使用者の皆様からの水道料

金により運営されている事業です。より一層の

給水サービスの向上を図るため、皆さまのご協

力をお願いします。 
 

問 市水道課 44-5311 

案 内 

案 内 募 集 


