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しもつま 広
報 

「防災ラジオ」の試験放送について 
 
 防災ラジオの受信状況を確認するために、不定期に

防災ラジオの試験放送を実施していますので、ご協力

をお願いします。 
 
【防災ラジオとは】 

 ◆特徴 各家庭において防災行政無線放送時、音声 

     を自動受信します。 

     ラジオ(FM、AM)受信時でも、防災行政無 

     線放送時には自動で切り替わります。 

 ◆価格 1,000円(定価6,300円) 

     ※市助成額 4,300円 

      下妻市社会福祉協議会助成額 1,000円 

 ◆購入方法 現金を添えてお申し込みください。 

       (原則、一世帯１台) 
 

問 申 市消防交通課 内線1434・1435 
ごみの出し方～可燃ごみ・不燃ごみ～ 
 
【可燃ごみ】市の指定袋｢赤｣に入れてください。 

◆出せるもの 

 ・生ごみ(水を良く切ってから袋に入れる) 

 ・紙くず(資源ごみとして回収できないもの) 

 ・紙おむつ(汚物は取り除く) 

 ・草、落ち葉(土を落とし乾かしてから少量ずつ出す) 

 ・剪定枝(袋に入る程度の長さまで) 

 ・その他 

  CD、ビデオテープ、発泡スチロール 

  ゴム製品、皮製品、プラスチック製品 

  ビニール製品 

  布類(資源ごみとして回収できないもの) 

  ペットボトルのフィルムのみ 
 
【不燃ごみ】市の指定袋｢青｣に入れてください。 

◆出せるもの 

 ・スプレー缶、小型ガスボンベ、使い捨てライター 

  (中身を使いきり、安全な場所で穴を開ける) 

 ・刃物やガラス類(新聞紙などで包んでから袋に入れる) 

 ・小型電気製品(テレビやパソコン、携帯電話など 

  を除き指定の袋に入る大きさのものに限る) 

  ・その他 

 陶器類、金属製品、傘、びんのキャップ類 
 
《ご注意ください》 

・ごみ収集カレンダーを確認し、収集日当日の朝８ 

 時までに出してください。 

・古紙、古布、かん、びん、ペットボトルは資源ご 

 みとしてコンテナのある集積所に出してください。 

・蛍光灯、水銀式体温計、乾電池などは有害ごみの 

 収集日に出してください。 

・会社や店舗の方は集積所には出せません。 

 事業系一般廃棄物として処理してください。 
 

問 市生活環境課 内線1425・1426 

自治会で市指定ごみ袋の 

引き換えができます 
 
通常、個人が市内の取扱店舗で市指定ごみ袋と交換

する引換券を、自治区単位で持参してごみ袋と引換す

る場合に手数料をお支払いします。 
 
◆手数料 指定ごみ袋１枚あたり｢３円｣ 

◆申請方法 各自治区のごみ減量推進員の方が 

      申請してください 

◆申請書類等 申請書 ※生活環境課にあります。 

      ごみ袋引換券(交換期限内のもの) 

      印鑑、通帳(口座振込先の分かるもの) 
 

問 申 市生活環境課 内線1425・1426 

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

ご協力により実施します。 
 
◆期間 

 ５月27日(日)～６月26日(火) 

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 

木造住宅耐震改修費助成事業 

住宅の耐震改修（設計、工事）に関する 

費用助成をおこないます 
 
◆申込開始 

 ６月５日(火)から ※原則、先着順。 

◆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 

・耐震改修設計をおこなう場合は、一般診断法によ 

 る耐震診断の上部構造評点(※)が1.0未満 

・耐震改修工事をおこなう場合は、耐震改修設計時 

 の精密診断法による上部構造評点が0.3以上増加 

 し、かつ、増加後の上部構造評点が1.0以上とな 

 ること。また、平成25年２月末日までに工事が 

 完了すること。 
 
その他にも要件があり、要件すべてに該当する住宅 

のみが対象となります。 
 
(※)上部構造評点とは、建物の地震に対する 

  強さを表す数値です。 
 
◆助成割合等 

 

 

 

 

 

 

◆申込方法 

 申込書に記載、押印のうえ、お申し込みください。 
 

問 申 市建設課 内線1713 

区分 助成割合 
助成 

限度額 
予定

件数 

耐震改修設計 
費用の 

１/３以内 
10万円 ５件 

耐震改修工事 
費用の 

１/３以内 
30万円 ５件 

「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

申出を受付けします。 
 
◆受付期間 ６月１日(金)～29日(金) 
 

問 申 市農政課 内線2612 

自己所有山林の整備を希望する方へ 

平地林の整備・保全を支援します 
 
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2612 

児童手当（旧子ども手当）の現況届けをお忘れなく 
 
児童手当は、毎年、養育状況や所得の確認をするために、６月

中に現況届を提出することになっています。 

対象の方には６月上旬に通知を郵送しますので、同封の現況届

に記入のうえ、申請受付日に必ず提出してください。 

未提出の場合は、手当が受けられなくなります。 
 
◆受付場所 市役所本庁舎１階市民ホール(税務課前) 

◆受付時間 午前９時～11時、午後１時～４時 

◆お持ちいただくもの 

・同封の現況届、印鑑(ゴム印不可) 

・健康保険証の写し(受給者のもの) ※コピーをお持ちください。 

 (下妻市国民健康保険加入者は必要ありません) 

・受給者とその子どもが別居の場合、その子どもの属する 

 世帯の住民票謄本 

・平成24年１月１日以降に下妻市に転入の方は、平成24 

 年度(平成23年中)児童手当用所得証明書 

 ※平成24年１月１日現在の住民登録地の市区町村で発行できます。 

 ・所得税の申告が未申告の方は、前年所得の分かる書類 

   (例 平成23年分源泉徴収票など) 
 
【申請受付日】 

 ※混雑を緩和するために地区ごとに申請受付日を指定してありますので、 

  できる限り指定の日にお越しください。なお、指定日に都合の悪い場 

  合は、別の申請受付日でも申請できます。 

 ※やむを得ず、６月30日(土)に提出する方は、休日窓口業務担当者に 

  お渡しください。(書類に不備のないようにお願いします) 
 

問 市子育て支援課 内線1594 

受付日 

６月14日(木) 下妻①地区 下妻甲・乙、坂本新田、本城町、小野子町 

本宿町 
６月15日(金) 下妻②地区 下妻丁・戊、田町 
６月18日(月) 下妻③地区 下妻丙、砂沼新田、石の宮、長塚、長塚乙 

６月19日(火) 上妻①地区 黒駒、江、平方、尻手、渋井、桐ヶ瀬 

前河原 
６月20日(水) 上妻②地区 赤須、柴、半谷、大木、南原 
６月21日(木) 大宝地区   
６月22日(金) 騰波ノ江地区   
６月24日(日) 全地区   
６月25日(月) 総上地区   
６月26日(火) 豊加美地区   
６月27日(水) 高道祖地区   

６月28日(木) 蚕飼地区 
大形地区 

  

６月29日(金) 宗道地区   

受付地区   

案 内 

案 内 



相 談 

法務総合相談所を開設します 
 
法務局職員および人権擁護委員が相談に応じ

ます。秘密は固く守ります。 
 
◆日時 ６月３日(日)午前10時～午後4時 

         (受付 午後3時まで) 

◆場所 水戸地方法務局下妻支局３階 

    [下妻乙1300-１] 

◆内容 境界争い、相続・贈与・売買などの登 

    記手続、抵当権の抹消手続、地代家賃 

    の供託手続、成年後見制度、近隣との 

    トラブル、セクハラ、DV問題など 

◆料金 無料 
 

問 水戸地方法務局 総務課(木村) 
   029-227-9911 

けん引免許（農耕用）取得研修を実施します 
 
けん引車の安全走行およびけん引車免許(農耕用)の取得を

3日間でおこなう研修を平成24年度に限り実施します。 
 
◆日程等 6月6日～平成25年3月７日(第3回～第20回) 

      ※第3回 6月6日(水)～8日(金) 

      ※第4回 6月19日(火)～21日(木) 

      ※第5回 6月26日(火)～28日(木) 

      ※第6回 ７月10日(火)～12日(木) 

◆対象 農作業またはこれに準ずる業務に従事し，大型 

    特殊自動車免許を有する者 

◆定員 各回15名 

◆場所 茨城県立農業大学校[茨城町長岡4070-186] 

◆内容 トラクターの点検整備および安全利用研修と 

    けん引免許取得のための運転コース走行 

 

 

 

 

 

◆受講経費 7,584円 

      (受講料1,800円、障害保険料684円 

       免許申請料3,050円、交付手数料2,050円) 
 

問 申 茨城県立農業大学校 029-292-0419 

不妊に関する市民公開講座を開催します 
 
◆日時 ６月３日(日)午前10時～12時 

◆場所 茨城県開発公社３階 大会議室 

    [水戸市笠原町978-25] 

◆内容《講演》 

・｢ご存知ですか？不育症｣ 

  ～不育症の検査と治療～ 

・｢私の不妊体験｣ 

  ～見えないゴール、 

   納得した治療を受けるために～ 

    ・｢県内の不妊治療の現状｣ 

   《質疑応答》 
 

◎参加無料、事前申し込み不要。 
 

問 茨城県産婦人科医会事務局 

   029-241-1130 

食品取り扱い者の保菌検査（検便）を実施します 
 
◆日時・場所等 

 ※８月15日、11月21日、12月26日、１月２日、３月20日の 

  水曜日は検査できません。 
 
◆持参するもの 

食品衛生責任者自主管理記録簿、検査検体(検便) 

検査申込書 
 

◆検査項目・手数料 

 赤痢菌、サルモネラ属菌、大腸菌O157 800円 
 
◆検便容器・検査申込書の配布場所 

 常総保健所[常総市水海道森下町4474] 

茨城県総合健診協会県西センター[筑西市関本分中37-1] 

※保健センターでは検便容器等の配布はおこなって 

 いません。 
 

問 常総保健所衛生課 0297-22-1351 

  月日   場所 対象地区 受付時間 
６月５日 

(火) 
下妻保健センター 午前10時 

 ～11時30分 

午後1時30分 

 ～3時 

千代川保健センター 
６月11日 

(月) 下妻保健センター 

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 

下妻市 

平成24年度 甲種防火管理再講習会 
 
◆日時 ８月７日(火)午後１時～４時 

◆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 1,700円(テキスト代) 

◆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 ７月９日(月)午前８時30分～ 

※定員になり次第締め切ります。 
 
◎特定防火対象物(収容人員300人以上)の甲種防火管理 

 者は、受講後５年以内に再講習が必要となります。 
 

問 申 下妻消防署予防係 43-1551 
古河消防署予防係 0280-47-0120 

     坂東消防署予防係 0297-35-2129 

精神保健相談～精神クリニック～ 
 
 保健所では精神クリニックを開催し、ご本人やご家族か

らの相談に応じています。 
 

 ◆日時 午後１時３０分～３時30分 

     (完全予約制) 

  ※日時は変更になる場合もあります 

   ので、予約時にご確認ください。 

 ◆場所 常総保健所 

     [常総市水海道森下町4474] 

 ◆担当医 水海道厚生病院 

      片野 綱大 先生 

 

 問 申 常総保健所 
       0297-22-1352 

こころの健康相談 
 
眠れない、イライラする、気分が落ち込む、孤独感を強く感じる、 

やる気が出ないなど症状がある方、一人で悩まずにご相談ください。 

 (家族の方でも可) 
 

 ◆日時 午後１時～３時 

     (予約制) 

  ※日時は変更になる場合も 

   ありますので、予約時に 

   ご確認ください。 

 ◆場所 下妻市役所第二庁舎 

     小会議室 

 

 

 
 

 問 申 市福祉課 内線1573 

精神科医による

相談 
心理カウンセラー

による相談 

６月27日(水) ６月13日(水) 
７月11日(水) 

８月29日(水) ８月８日(水) 
９月12日(水) 

10月24日(水) 10月10日(水) 
11月14日(水) 

12月26日(水) 
12月12日(水) 

平成25年 

１月９日(水) 
平成25年 
２月27日(水) 

２月13日(水) 
３月６日(水) 

共助のまちづくりを応援します 

地域福祉助成事業申請受付中 
  
 ｢共助｣とは、個人では解決できない問題を地域 

で暮らす人々が支え合い「誰もが安心して暮らせ 

るまちづくり」を進めていくことです。 

 この事業は、そうした住民主体の取り組みへの 

支援と赤い羽根共同募金の有効活用を目的に実施 

しています。 
 
◆対象事業 

・住民参加によるたすけあい活動またはそれを 

 支援、促進する事業 

 ・高齢者や障害者を支援する事業 

 ・子育て支援、児童・青少年に対する育成事業 

 ・社会参加を促進する事業 

 ・社会復帰を支援する事業 

 ・防災・防犯を促進する事業 

 ・新たな社会問題に取り組む事業 

◆対象団体 

 上記対象事業をおこなうボランティア団体、 

 自治会、NPO法人、当事者団体など 
◆助成金額 

 １団体につき総事業費の80％以内かつ20万円 
 (１年度内)を限度とします。 
ただし、新たに活動をおこなうために組織され 

た団体の初回申請分については自己資金は不要 

です。 

◆申請方法 

申請書に添付書類を添えて提出してください。 

※申請書は社会福祉協議会またはホームページ 

 から取得できます。 
 
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/ 

「福祉の店ナイスハートバザール」を 

開催します 
 
 県内の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、様々な製品を作り、それらの製作品を販売

する即売会を開催しています。 
 
◆日時 ６月22日(金)～25日(月) 

    午前10時～午後７時 

 ※25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 一般社団法人 茨城県心身障害者福祉協会 
   029-244-7461 

相談日 

７月20日(金) 
８月17日(金) 
９月21日(金) 
10月19日(金) 
11月16日(金) 
12月21日(金) 
平成25年 

１月18日(金) 
２月15日(金) 
３月15日(金) 

６月15日(金) 

《精神デイサービス～ポピー～》 
 
こころの病により社会参加の機会が 

少なく普段家にいることが多い方、 

仲間と交流がほしい方、レクリエー 

ションやスポーツ・料理を通して楽 

しい時間を過ごしましょう。 
 
  ◆日時 

   毎月１回 第４木曜日 

   午後９時30分～11時30分 

  ◆対象者 

   市内在住の回復途上にある 

   精神に障害のある方 

1日目 
農作業安全と整備に関する事 
基本運転(安全確認) 

2日目 運転コース走行(Ａコース、Ｂコース) 
3日目 免許試験(農大運転コース) 

案 内 

http://www.st-shakyo.jp/
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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。 

41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(Ａ４サイズ) 

●応募締切 ６月29日(金) 

●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 

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。 
 
◆日時 ６月10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 

     《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(増田) 44-4855 
   砂沼庵 43-9078 
   市都市整備課 内線1724 

さつまいも定植大会を開催します 
 
 鬼怒フラワーラインに2,000本のさつまいもを植

えます。 

フラワーラインで育てられたさつまいもは、10月

に予定しているポピーの種まきの時に掘り起こして

食べたり、加工してポピー大福になっています。 

美味しいさつまいもを収穫するために、ご自分の

手で植えてみませんか。 
 

◆日時 ６月10日(日)午前９時～ 

◆場所 鬼怒フラワーライン 
 
◎軍手、長靴をご持参ください。 
 

問 花と一万人の会事務局(市都市整備課内)  
   内線1722 

結婚を希望する独身者を募集しています 
 
市では、結婚を希望する方への結婚活動を支

援し、後継者づくりの積極的な推進と福祉の充

実を図る目的で、結婚対策事業をおこなってい

ます。 

この事業は、市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を広く募集し

ていますので、ご本人またはご家族の方からの

ご連絡をお待ちしています。(登録期間：登録

した日から平成26年3月31日まで) 

詳しくは、お問い合わせください。 
 

※登録いただいた個人情報は、当該事業のみに

使用し、市役所の他の部署等いかなるものに対

しても情報提供することはありません。秘密は

堅く守られます。 
 

問 市民協働課 内線1314 

野良犬にご注意を！ 
 
 飼い主のいない犬の群れが確認されています。 

 市では、茨城県動物指導センターと連携して犬を捕

獲するよう取り組んでいます。 

 繋がれていない犬にはご注意ください。 
 
【野良犬に出会ったら】 

・ゆっくり後ずさりして離れる 

・仔犬がいるところに近寄らない 

・目をあわせない 

・大声をだすなど刺激することをしない 
 
【野良犬が地域に近寄らないように】 

・えづけしない 

・生ごみなどえさになるものを放置しない 

・愛犬の残したえさをすぐに片付ける 
 

問 市生活環境課 内線1423・1424 

『まちづくり女性スタッフ(第９期)』 

メンバー募集 
 
 市では、女性の豊かな感性と生活体験を通し

た意見を市政に取り入れ、人にやさしい夢のあ

るまちづくりを推し進めることを目的として、

｢下妻市まちづくり女性スタッフ｣のメンバーを

募集します。 

 日頃感じている身近で関心のあるテーマに

沿って、課題の解決策を議論いただき、活動成

果を提言するものです。 
 
●応募資格  市内に居住または勤務する20歳 

      以上の女性 

●任期 ２か年度(平成24年委嘱の日から 

         平成26年3月まで) 

    ※1年につき3万円の謝金が出ます。 

●募集人員 15名以内 

●応募締切 ６月15日(金) 
 

問 申 市民協働課 内線1314 

『消費者友の会』会員募集 
 
 私たち消費者をとりまく身近で様々な問題(衣食住、金

融、契約、その他)についての学習や研修に取り組んでい

ます。 

 年齢20歳以上で消費生活に興味のある方の入会をお待

ちしています。                    
 

問 申 市産業振興課 内線2634 

６月１日～７日は水道週間です 
 
厚生労働省、都道府県、市町村の水道事業所等に

よって、｢さあ今日も 水と元気が 蛇口から｣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さまからの水道料金に

より運営している事業です。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 市上下水道課 44-5311 

『復興しもつま砂沼の花火大会』 

記念花火募集 
 
復興しもつま砂沼の花火大会の中で、打ち上げ玉に願い

事を書いた記念花火を打ち上げます。 

誕生記念、健康祈願等の記念やお祝いに！または告白、

仲間内や同窓生一同で、貴方だけの記念花火を打ち上げて

みませんか。 
 
●日時 ８月４日(土)午後７時30分～９時(予定) 

※当日、雨天の場合は順延もしくは 

 打ち上げ時間が早まる場合があります。 

●場所 下妻市砂沼湖上 

●記念花火代 20,000円より 

●申込期限 ６月15日(金) 
 

問 申 下妻市商工会事務局 
      43-3412  

『下妻の梨PRサポーター養成講座』参加者募集 
 下妻の名産物「梨」について 農作業～販売を体験してみませんか 
 

  ※摘果と加工は休日，それ以外の講座は夏休み中のため 
    平日に開講します。 
 

問 申 JA常総ひかり県西ハウス梨部会事務局(JA常総ひかり下妻地区センター営農課内) 43-1311 

時期 講座名 内容 
6月上旬 摘果 形の良い梨を残す作業 

7月下旬 
収穫 

選果 
ハウス栽培の梨を収穫し、市

内にある選果場で梨を仕分け 

8月上旬 市場見学 
選果場から出荷された梨が大

田市場(東京都)に出るところ

を見学 

8月中旬 
～下旬 

販売 
下妻市特産品アンテナショッ

プ[北千住]の店頭にて、『下

妻甘熟なし』をPR販売 

9月 加工 
ビアスパークしもつま内の加

工体験施設で、梨の加工品を

実際に調理 

●対象者 親子で2名以上の参加 

     ※市内在住または在勤の方 

●募集人数 50名程度 

●受講料 無料 

●申込期限 ６月５日(火) 

 

 

《説明会》 

・日時 ６月５日(火)午前10時～ 

・場所 下妻市役所千代川庁舎2階 

    第１会議室 

    ※説明会に参加できなくても受講できます。 

案 内 

募 集 

募 集 



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 
 
【下妻会場】 

◇日時 6月24日(日)午後１時30分～４時30分 

          (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 30代・40代の方 各20名 
 
【つくば会場①】 

◇日時 6月28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 30代・40代の方 各20名 
 
【つくば会場②】 

◇日時 6月30日(土)午後１時30分～４時30分 

          (受付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・女性とも 

          20代・30代の方 各20名 

Ｂコース 男性・女性とも 

     40代・50代の方 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 

◆共催 いばらき出会いサポートセンター 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート 
     0280-87-7085 

『前期つけもの講座』参加者募集 
 
●日時 6月23日・30日 

    ７月７日・14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 

     (教材費、材料代等の費用負担あり) 

●申込開始 6月１日(金)から受付開始。 
      ※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(月曜日と祝日の翌日)を除く。 

事業主の皆さんへ 求人受理説明会を開催します 
 
平成25年3月新規学校卒業予定者を対象とする求

人受理説明会を開催します。 
 

◆日時 6月8日(金)午後１時30分～(受付１時～) 

◆場所 県西生涯学習センター2階 中講座室 

    [筑西市野殿1371] 
 

問 筑西公共職業安定所 22-2188 

学生の皆さんへ 就職面談会を開催します 
 
◆日程【水戸会場】6月20日(水) 

         ホテルレイクビュー水戸 

   【土浦会場】6月26日(火) 

         ホテルマロウド筑波 

◆対象 大学院・大学・短大・専修学校等(高校は除 

    く)の平成25年3月卒業予定者および未就職 

    既卒者 

◆内容 県内企業約120社の企業説明や面接を受け 

    ることができます。 

   ・プレセミナー 午前11時～11時45分 

   ・面接会 午後１時～４時 
 
◎事前申し込み不要、参加費無料、履歴書複数お持ち 

 ください。 
 

問 申 茨城県労働政策課 029-301-3645 

『市民ゴルフ大会』参加者募集 
 
●日時 ６月21日(木)午前８時スタート予定 

●場所 筑波学園ゴルフ倶楽部 

●参加資格 市内在住・在勤の方 

●競技方法 18ホールストローク競技/ペリア方式 

●競技区分 

 ・一般の部 

 ・シニアの部(60歳以上の部) 

 ・レディースの部 

 ・アトラクション 

 ・団体戦 

●参加費 3,000円(連盟未登録者は4,000円) 

※その他プレー費(昼食、パーティー代込) 

 として当日6,500円かかります。 

●申込方法 参加費を持参のうえ、お申し込みください。 

●申込期間 ５月28日(月)～６月８日(金) 
 

申 市生涯学習課(千代川庁舎) 
   受付 午前８時30分～午後５時 
 

問 下妻市アマチュアゴルフ連盟 
 (内山) 090-3006-2633 

   (野村) 090-7199-5077 

『奨学生』募集 
 
 あしなが育英会では、保護者など

が病気や災害、自死などで死亡、ま

たはそれが原因で著しい後遺障害の

ため働けなくなった家庭の子どもた

ちに、奨学金を貸与して進学援助を

おこなっています。 
 
《高校奨学金》 

◆申込期限 

在学募集 9月30日 

予約募集 前期 ７月31日 

       後期 12月15日 
                     
◎申込締切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 

 類は各学校に送付してあります。 
 

問 あしなが育英会 奨学課 
 03-3221-0888  
 0120-778-565 
 ホームページ 

 http://www.ashinaga.org 

『青少年国際交流キャンプ』参加者募集 
 
富士山麓のキャンプ場で、全国から集まる日本人

青少年と在日外国人青少年が、様々な体験を通して

｢仲間作り｣｢チャレンジ｣の大切さや友だちと協力し

あう楽しさを学ぶことを目的としています。 
 
●期間 ８月１日(水)～５日(日)４泊５日 

●場所 山梨県本栖湖青少年スポーツセンター 

●内容 富士登山、テント生活体験、野外炊飯など 

●定員 日本人80名 外国人20名 
 
◎参加費等、詳しくはお問い合わせください。 
 

問 (資料請求先) (財)国際青少年研修協会 
         03-6459-4661 

『下妻オープンテニス大会』参加者募集 
 
●日時等 ６月24日(日) ※予備日 ７月１日(日) 

《集合時間》 

・男子 午前８時30分まで 

・女子 午前９時30分まで 

●場所 砂沼サンビーチテニスコート 

●種目 男子ダブルス、女子ダブルス 

●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り。 

●募集組数 男子32組、女子16組 ※先着順。 

●参加費 1ペア3,000円(高校生は2,000円) 

●申込方法 申込用紙に記入うえ、参加費を添えて 

      お申し込みください。 

●申込期限 ６月10日(日) 
 

問 申 下妻市テニス連盟(宮本) 44-2805 

『季節のハイキング』参加者募集 
 
《①日光戦場ヶ原を歩く》 

奥日光を代表する景勝地を歩きます(約１時間40分) 

・日時 ６月７日(木)午前６時30分出発 

・集合場所 市総合体育館北側駐車場 

・参加費 クラブ会員１人1,600円 

     非会員１人2,100円 

      (バス代、保険料等含む) 
       
《②鬼怒川渓谷龍王峡を歩く》 

鬼怒川随一といわれる渓谷美の両岸を歩きます 

(約１時間30分) 

・日時 ６月24日(日)午前６時30分出発 

・集合場所 市総合体育館北側駐車場 

・参加費 クラブ会員１人1,600円 

     非会員１人2,100円 

(バス代、保険料等含む) 
       
●募集対象 付き添いなく１人でハイキングの出来る方 

●募集人数 各コース40名 

      ※定員になり次第締め切ります。 

●申込方法 会費を添えてお申し込みください。 
 
◎小雨決行、荒天中止。態度決定午前６時。 

当日の問い合わせは、サンドレイククラブまで 

お願いします。 
 

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 

『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っています。 
 

問 交通遺児育英会 奨学課 
   03-3556-0773 0120-521286 
 受付 午前9時～午後５時30分 

 ホームページ http://www.kotsuiji.com 
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案 内 

ふるさと博物館 展覧会を開催します 
 
 貸しギャラリーによる展覧会を開催します。      

  ◆開館時間 午前９時～午後４時30分 

        ※６月17日は午後４時まで 
 

問 ふるさと博物館 44-7111 

期間 展覧会名 展示作品 

６月14日(木)～17日(日) ｢グループ叢｣展 洋画 

「大宝小学校、騰波ノ江小学校、豊加美小学校 

 高道祖小学校」に関する資料ありませんか 
 
 ふるさと博物館では、昨年度より市内小学校10校

の歩みを紹介する企画展｢学校のたからもの～学び舎

の思い出｣を開催しています。 

 博物館所蔵の資料だけではなく、市民の方が所蔵

する資料を借用し展示したいと考えていますので、

古い資料をお持ちの方は、ふるさと博物館までご連

絡ください。 
 
※シリーズ２として７月10日～８月５日の期間で 

 ｢大宝小学校、騰波ノ江小学校、豊加美小学校、 

 高道祖小学校｣を紹介する予定です。 
   
◆募集期間 

 ５月25日(金)～６月24日(日) ※月曜日休館。 

◆募集要件 

 無償で資料を提供していただける方 

 (展示終了後、返却します) 

◆募集資料 

 大宝小学校、騰波ノ江小学校、豊加美小学校 

 高道祖小学校にゆかりのある資料 
  
  例）古い写真、教科書、卒業証書、成績表 

    古い通学用かばん、木製児童用机 

    椅子など学校で使用していたもの 

◆その他 

 借用にあたっては、職員が訪問するか直接ふるさ 

 と博物館までお持ちいただき、展示できるか検討 

 します。 
 

問 申 ふるさと博物館 44-7111 

歯周病予防教室を開催します 
～聞いて納得！健康はお口から～ 
 
◆日時 6月20日(水)午前10時～11時30分 

          (受付9時30分～) 

◆会場 下妻保健センター 

◆内容 お口の健康と体の健康の関係、予防法など 

    を知る講座です。 

《講師》 

 石浜歯科医院 石浜 寛隆 先生 

     池島歯科クリニック 池島 省二 先生 

◆定員 30名 

◆参加料 無料 

◆申込期限 6月15日(金) 

      ※定員になり次第締め切ります。 
 

問 申 市保健センター 43-1990 
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しもつま 広
報 

東部中学校「校舎見学会」 
 
東部中学校の竣工にあたり校舎見学会を開催します。  

どなたでも見学できます。 
 
◆日時 ６月３日(日)午前11時～午後２時 

◆場所 東部中学校 ※職員玄関よりお入りください。 

◆内容 新築校舎の見学、説明 
 

問 市学校教育課 内線2813 

予防接種～ポリオワクチン～ 
 
◆日時 ６月19日(火) 受付 午後２時～２時30分 

◆場所 下妻保健センター 

◆持参する物 

 受診券、母子健康手帳 

 予診票(責任を持って記入してください) 

 体温計(体温は接種会場で測ってください)  

◆該当者 

 生後３か月から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。 
 

問 市保健センター 43-1990 

ふるさと博物館 臨時休館日 
 
◆臨時休館日 

 ６月26日(火)～27日(水) 

  ※25日(月)は、定期休館日。 
 

問 ふるさと博物館 44-7111 

パクパク離乳食教室 
 
◆日時 ６月12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24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) 

    乳児の発達等について(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 

市立図書館 蔵書点検等にともなう休館 
 
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。こ

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21日(木)～30日(土) 
 

 問 市立図書館 43-8811 

図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

◇日時 ６月16日(土)・19日(火)午後２時～ 
◇上映作品 ｢はだかの王様｣ 
      (2010年8月収録/117分) 

   アンデルセンと、寺山修司と、劇団四季の 
  ミュージカル 

 世界中の人々に愛されたハンス・クリスチャン 

＝アンデルセンの童話をもとに、詩人・劇作家の 

故・寺山修司が、劇団四季のために書き下ろした 

ミュージカルです。 

アンデルセンと寺山修司、そして浅利啓太の演出。 

劇団四季のミュージカルだからできた、だれもが 

楽しめる一級のファンタジーです。 
 
《子ども映画会》 

 ６月はお休みします。 
 
◆場所 市立図書館 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 

休日在宅当番医の変更 
     
 ｢救急医療体制一覧」に掲載の休日在宅当番

医が変更になります。 
   
【変更前】 ６月17日(日)宇津野医院 

      ６月24日(日)軽部病院 

             

【変更後】 ６月17日(日)軽部病院 

      ６月24日(日)宇津野医院 

『つくば国際ウォーキング大会』 

参加者募集 
 
●期日 ６月２日(土)・３(日) 

●集合場所 つくば中央公園または旧筑波庁舎 

      ※コースにより異なります。 

●共催 つくば市 
 
◎参加費・申込方法等、詳しくはお問い合わせくだ 

 さい。 
 

問 つくば国際ウォーキング大会実行委員会 
   (殿岡) 090-3147-0766 

案 内 

募 集 

胃がん・大腸がん集団検診の一部訂正 
 
 ５月10号お知らせ版に掲載した集団検診の日

程に一部訂正がありました。 
 
【訂正前】 

 

 

 

 

【訂正後】 
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