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しもつま 広
報 

「成人のつどい」を開催します 
 
 市では、成人式の名称を｢成人のつどい｣として新成人

を祝う式典を開催しています。会場には新成人以外の方

も入場もできますので、ぜひご来場ください。 
 
◆日時 平成25年１月13日(日) 

    午後２時～ 受付 

    午後２時30分～ 開会 

◆会場 下妻市民文化会館 
 

問 市生涯学習課 内線2837 秋季全国火災予防運動にともなう 

サイレン吹鳴 
 
11月９日から15日まで、全国一斉に 

秋の火災予防運動がおこなわれます。 

運動実施にともないサイレン吹鳴およ 

び半鐘打鐘をおこないますので、火災と 

間違わないようにお願いします。 
 
◆日時 11月９日(金)・15日(木) 

    午前７時 
 
※隣接市町においてもおこないますので、 

 火災と間違わないようにお願いします。 
 

問 市消防交通課 内線1434 
   下妻消防署 43-1551 

ふれあいウォークフェスティバル 

（歩く会）を開催します 
 
 歩くことをとおし、市民の皆さんに体力増進や

健康維持に関する意識を高めていただくととも

に、地域間・世代間の市民交流を深めていただく

ことを目的に開催します。 
 
◆日時 11月４日(日) ※小雨決行。 

     受付 午前７時15分～ 

開会式 午前７時45分 

◆場所 千代川公民館前広場[千代川庁舎隣り] 

◆コース 晩秋の野道ふれあいコース(約８㎞) 

      千代川公民館⇒大形橋⇒鬼怒川堤防 

      ⇒無量院⇒鬼怒川堤防⇒大形橋 

      ⇒千代川公民館 

◆参加費 無料 

◆申込方法 当日、会場にて受付けします。 
 

問 市生涯学習課 内線2832 

税務各種の証明書の交付申請・登録をする際は 

本人が確認できる証明等の提示をお願いします 
 
 市では、税務各種の証明書の交付申請・登録において、

｢なりすまし｣などの第三者の虚偽の申請などにより証明書の

不正取得・不正登録を防止し、個人情報を保護するため、平

成24年10月1日から、窓口に来た方の本人確認をすること

になりました。 
  
◆いずれかの証明書により本人であることを確認します。 
 
１.公的機関で発行している顔写真付の証明書(1枚) 

   運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード など 
 
２.顔写真のない証明書(2枚) 

   健康保険証、診察券、キャッシュカード 

   クレジットカード、会員証 など 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 市税務課 内線1347・1348 

農用地区域の除外・編入申出を受付けします 
 
 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 11月19日(月)～12月18日(火) 
 

問 申 市農政課 内線2612 

「介護マーク」を配布します 
 
認知症の介護は、他の人から見ると介護を

していることが分かりにくいため、誤解や偏

見を持たれることがあります。 

介護者が周囲から偏見や誤解を受けること

がなく、介護者の負担軽減と介護を温かく見

守るため｢介護マーク｣を無料で配布します。 
   
◆配布開始 

 10月25日(木) 
 
◆配布対象者 

 認知症の人の介護者 

 介護の必要な高齢者 

 障害者等 
 
◆配布場所 

 ・市役所本庁舎 介護保険課 

         (地域包括支援センター) 

 ・市役所第二庁舎 福祉課 

 ・市役所千代川庁舎 くらしの窓口課 
         

問 市介護保険課(地域包括支援センター) 
    内線1543・1544 

防災無線による児童・生徒の下校放送 
 
防災無線放送にて、児童の見守りを市民の皆さんにお願い

していますが、児童自らの声の放送に変更します。 

また、中学生の部活動後の下校についても、防災無線にて

放送しますので、ご協力をお願いします。 
 
◆小学生児童の下校放送時間 

  平日 午後３時 
 
◆中学校生徒の部活動後の下校放送時間 

 《10月～２月》 平日 午後５時15分 

 《３月～９月》  平日 午後６時 
 

問 市学校教育課 内線2813 

図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

◆日時 11月17日(土)・20日(火)午後２時～ 

◆上映作品 ｢スープ・オペラ｣(2010年/日本/119分) 
 
   思いはいつも、つながっている。 

   30数年いっしょに暮していた叔母のトバちゃんが家を 

   出て行き、ルイの心にぽっかりと穴があく。 

   ある日へんなオジサンが家にころがりこんでくる。 

   さらに妙に明るい若者も同居することに。そしてルイの 

   人生は輝きを増して、回転木馬のようにくるくると回り 

   始める・・。たとえかかわった時間が長くても短くても、 

   恋人であってもなくても、大切な人がいる。 

◆場所 市立図書館 映像ホール 
 
《子ども映画会》 

 図書館まつりの日におこないます。  
 

問 市立図書館 43-8811 

「図書館まつり」を開催します 
 
◆期日 11月10日(土) 

◆場所 市立図書館 

◆内容 

午前９時～  よい絵本の紹介コーナー  

 午前10時～ おりがみコーナー、本の修理見学体験 

        押花しおり作り体験  

 午前10時30分～ おはなし会 

午後０時～  対面朗読見学体験 

 午後１時   本のリサイクルフェア 

 午後１時30分～ 映画会(｢綾小路きみまろライブビデオ 
               (63分)｣上映予定 

 午後２時   おはなし会 

午後３時～  パネルシアター 

 午後３時40分～ 子ども映画会(｢ムーミン谷の彗星 
                   (62分)｣上映予定) 
 
◎11月の｢おはなしの花たば｣は、図書館まつりの中で 

 開催します。 

◎当日の内容は変更になる場合があります。 
 

問 市立図書館 43-8811 

働く婦人の家・勤労青少年ホーム 

合同文化祭 
 
◆日時 11月17日(土)午前９時～午後５時 

         18日(日)午前９時～午後３時 

◆場所 働く婦人の家 

◆作品展示 

  華アレンジ、水彩画 

  筆ぺン習字、華道 

  手編み、千代紙人形 

  生花、パッチワーク 

  陶芸 

◆実技公開 

  17日 着付け 午前10時～12時 

  18日 茶道  午前10時～午後２時 

◆体験コーナー 

  17日・18日 千代紙人形 午前10時 

                ～午後２時 

◆発表(演奏・朗読劇) 

  17日 朗読劇 午後２時 

          ～２時30分 

 オカリナ(陶器の横笛) 午後２時30分 

            ～３時 

  18日 大正琴 午後１時 

          ～１時30分 
   

問 働く婦人の家 43-7929 
  勤労青少年ホーム 43-7423 

案 内 

案 内 



生ごみ処理機購入補助金 
～ごみの減量化にご協力ください～ 
 
市では、生ごみの減量化と堆肥化の促進を図るため、

生ごみコンポストや機械式処理機を購入した方に助成を

しています。 
 

◆補助金額 ・コンポスト(１世帯２基まで) 

        購入金額の１/２  上限 3,000円 

      ・機械式処理機(１世帯１基まで) 

        購入金額の１/３  上限20,000円 

◆必要書類等 ・補助金交付申請書 

         ※市生活環境課にあります。 

      ・領収書、仕様書(カタログ可) 

      ・印鑑、通帳(口座振込先の分かるもの) 

◆申請期限 購入後20日以内 
 

問 市生活環境課 内線1425・1426 

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。1集積所3袋まで) 

 ・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、収集日当日のみ 

 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 

平成24年度 下妻市社会福祉協議会職員採用試験 
 
【職種および採用人員】総合職 正職員 １名 

【採用時期】平成25年4月1日  

【応募資格】①大学、短大、福祉・医療系専門学校を卒業および卒業見込みの者で、昭和58年4月2日以降に 

       生まれた人 

      ②普通自動車運転免許取得者 
 
      ※次のいずれかに該当するものは、受験できません。 

       ・成年被後見人または被保佐人 

       ・禁固以上に処せられ、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者      

       ・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者 

【試験期日等】・一次試験 12月8日(土) 教養試験、適性検査 

       ・二次試験 12月26日(水) 面接、作文 

【申込用紙の交付】下妻市社会福祉協議会窓口にて申込用紙を交付しています。 

         また、下妻市社会福祉協議会のホームページからもダウンロードできます。 

【応募締切】 11月26日(月) 
 
◎応募手続等、詳しくは｢平成24年度下妻市社会福祉協議会職員採用試験実施要項｣で確認してください。 

 要項は、当会で受領するかホームページ新着情報をご覧ください。 
    

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/ 

屋外焼却は禁止！ 
 
屋外焼却(野焼き)は、法律により禁止されています。 

 
◆火災の原因やばい煙・悪臭などによる健康被害 

 などご近所に迷惑をもたらすことになります。 

◆ダイオキシンなど有害物質発生の恐れがあります。 

◆ドラム缶やブロック積みなど簡易な焼却炉による 

 焼却も禁止されています。 

◆家庭から出るごみは市指定のごみ袋に入れて、各 

 地区の集積所に出すか、｢クリーンポート・きぬ｣ 

 へ直接搬入してください。 

◆会社や店舗から出るごみは事業系一般廃棄物とし 

 て処理してください。 

◆産業廃棄物は専門の処理業者に依頼してください。 
 

問 市生活環境課 内線1422 

道路工事にご協力を！ 
 
原地内において道路工事を実施します。 

 工事期間中は全面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月下旬～平成25年３月中旬 

◆工事箇所 図のとおり 
 

問 市農政課 内線2617 

排水路工事にご協力を！ 
 
唐崎地内において排水路工事を実施します。 

 工事期間中は一部交通規制等をおこないますので、

ご協力をお願いします。 
 
◆工事期間 10月下旬～平成25年３月中旬 

◆工事箇所 図のとおり 

 

問 市農政課 内線2617 

ごみ出し時の注意～スプレー缶・ライター～ 
 
スプレー缶やライターは、出し方を間違えると  

ごみ収集車やごみ処理施設での引火など、重大な事

故の原因となり大変危険なため注意して出してくだ

さい。 
 
【スプレー缶】 
 
１．中身が残っている場合は、火気のない風通し 

  の良い場所で中身を使い切ってください。 

２．キャップを取り、穴を開けてください。 

   (キャップは可燃ごみ) 

 穴を開けたあとに潰してもらうと、穴が開い 

 ていることが判断しやすくなります。 

３．スプレー缶本体は｢不燃ごみ｣として出してく 

  ださい。 
 
【ライター】 
 
１．火気のない風通しの良い場所でガスを使い   

  切ります。 

   (着火する部分が壊れてしまってもレバーを 

     降ろすだけでもガスは抜くことができます) 

２．頭部を折ります。 

   (段差の角などで、足で踏むと折りやすいです) 

３．一般的な100円ライターの場合、頭部は｢不 

  燃ごみ」、本体は｢可燃ごみ｣で出します。 

頭部が取れない場合は不燃ごみとして出して 

ください。 
 
◎どうしても、エアゾール缶や使い捨てライターの 

 中身を出し切ることができない場合などは、商品 

 に掲載されているお客様相談室や販売元に問い合 

 わせましょう。  
 

問 市生活環境課 内線1425・1426 

案 内 案 内 
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下妻市観光振興基本計画 

歴史・文化を活かした観光地づくり関連事業 

『井上下妻藩開藩300周年記念 

～参勤交代で殿様が通った道を歩こう～』 

参加者募集 
 
開藩300周年を迎えた井上下妻藩の事績の紹介や

下妻市勤労青少年ホーム(砂沼新田)から上町、三道

地、西町、陣屋など、参勤交代で殿様が通った道を歩

きます。 
 
●日時 12月15日(土)午前10時～午後2時 

    ※雨天決行。 

●集合場所 下妻市勤労青少年ホーム[砂沼新田] 

●募集人数 30名 ※先着順。 

●参加費 無料 

●申込開始 11月12日(月)午前9時より受付けを 

      開始します。 
 

問 申 下妻市観光協会(市産業振興課内) 
     内線2632 

子宮がん･骨粗しょう症集団検診 
 
◆受付時間 午後１時～１時30分 ※番号札は12時30分に出します。 

◆会場 下妻市保健センター 

◆対象者(平成25年3月31日現在の該当年齢) 

子宮がん検診(頸部)・・・20歳以上の女性 

 骨粗しょう症検診  ・・・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70歳の女性 

◆自己負担額 

 子宮がん検診(頸部) 500円  骨粗しょう症検診 500円 

◆検診日程 
《注意点》 

 健康保険の種類にかかわらず受診でき 

 ます。 

 ○子宮がん検診 

  ・当日はスカートを着用するか、 

   持参してください。 

  ・生理中は検診ができない可能性が 

   ありますので、日程変更をお勧め 

   します。 

 ○骨粗しょう症検診 

  ※対象年齢にご注意ください。 

  ・骨粗しょう症検診のみの方および 

   子宮がん検診とあわせて受診する 

   方は、地区割に関わらず、11月 

   27日・29日、12月6日・11日 

   のいずれかの日で受診ください。 
 
◎受診券は、昨年度の子宮がん集団検診受診者および、今年度25・60・65・70歳の方に送付します。 

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。 

ただし、今年度市の医療機関検診を受診した方は受けられません。 
 

問 申 下妻市保健センター 43-1990 

月日 対象地区 
11月26日(月) 鎌庭、長萱、伊古立、見田、唐崎 

※      27日(火) 村岡、別府、五箇、皆葉、鬼怒        ＜骨粗＞ 

    28日(水) 田下、下栗、羽子、原、大園木、鯨、本宗道、宗道、渋田 
※        29日(木) 総上地区、下妻乙              ＜骨粗＞ 
     30日(金) 高道祖地区、下妻戊、砂沼新田、石の宮 
 12月3日(月) 大木、尻手、渋井 

  ４日(火) 黒駒、柴、江、関本下、平方、桐ケ瀬、前河原、半谷 
南原、赤須 

※     6日(木) 豊加美地区、下妻丙、長塚          ＜骨粗＞ 
  7日(金) 騰波ノ江地区、下妻甲、下妻丁、本城町、本宿町 

  10日(月) 北大宝、平川戸、横根、坂井、比毛、堀篭、大串、平沼 
福田、下木戸、田町 

※ 12月11日(火) 大宝、小野子町、坂本新田、大木新田     ＜骨粗＞ 

『芋煮会』参加者募集 
 
わらべうた・あそびランドでは、自然の中で

フィールド遊びをした後に、大きく丸々と育った里

芋を使った芋煮会を開催します。 
 
●日時 11月24日(土)午前９時30分集合 

    ※雨天中止。 

●場所 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター前 

●参加資格 ３歳～小学６年生までの親子 

●募集人員 50組(100名) 

●参加費 無料 

●持参品 おにぎり、おわん、おはし 

     レジャーシート 

●申込期限 11月20日(火) 
 

問 申 市生涯学習課 内線2834 

『親子ソフトテニス大会』参加者募集 
 
●日時 12月９日(日)午前８時30分集合 

    ※雨天時は12日16日(日)に延期。 

●会場 柳原球場テニスコート 

●参加資格 市内在住・在学の方、または市連盟に 

      加入する小学生とその親および市連盟 

      加入者 

●試合方法 親子ダブルスによるリーグ戦 

      もしくはトーナメント戦 

●参加費 １ペア 1,000円 

●申込期限 11月18日(日) 
 

問 申 下妻市ソフトテニス連盟事務局 
     (市川) 090-4835-5226 

『市長杯市民パークゴルフ大会』参加者募集 
 
●日時 11月11日(日)午前８時15分集合 

    ※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 

      協会会員の方 

●試合方法 36ホール ストロークプレー 

●定員 80名 ※先着順。 

●参加費 500円  

※参加費は申し込み時に払い込みください 

●申込方法 参加費を添えてお申し込みください。 

      ※当日の参加申し込みはできません。 

●申込期限 11月５日(月) 
 

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 

『季節のハイキング』参加者募集 
 
《塩原渓谷回顧の吊橋から留春の吊橋までを歩く》 

紅葉の残る渓流沿いを歩きます。 

(アップダウンあり) 

 ・日時 11月11日(日)午前７時出発 

 ・集合場所 市総合体育館北側駐車場 
       
《大洗海岸沿いを歩く》 

かんぽ宿から海門橋をくぐってアクアワールド 

沿いの海岸を歩きます。(約7.5㎞) 

 ・日時 12月２日(日)午前７時出発 

 ・集合場所 市総合体育館北側駐車場 
 
●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。 

●参加費 クラブ会員 １人1,800円 

        非会員 １人2,300円 

      (バス代、保険料等含む) 

●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５時30分。 

 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 

都市計画に関する公聴会を開催します 
 
 市では、「つくば下妻第二工業団地」区域の用途地域を工業専用地域に変更するにあたり、皆さんからの意

見を聞くため、公聴会を開催します。なお、公述申出者がいない場合、公聴会は開催しません。 
 
◆日時 11月21日(水)午後２時 

◆会場 下妻市役所第二庁舎 大会議室 

◆申出方法 本都市計画原案に対して意見を述べることを希望する方は、公述申出書を提出してください。 

      《提出先》下妻市長(都市整備課扱い)宛 〒304-8501下妻市本城町２-22 

◆公述申出期間 11月６日(火)～13日(火)必着 

●公述人の決定 公述申出者が多数の場合、意見内容を考慮のうえ、代表者を選考します。 

●都市計画原案の閲覧期間 11月６日(火)～13日(火) 
 

問 市都市整備課 内線1726 

案 内 

募 集 



案 内 相 談 

Ｓマークをご存じですか 
 
 このマークのある｢理容店、美容店、

クリーニング店、めん類飲食店、一般飲

食店｣は、厚生労働大臣が認めた安全・

安心のお店です。 

 

 Ｓafet 

  y＝保険加入で安全 

 Ｓanitation 

  ＝衛生基準遵守で清潔 

 Ｓtandard 

  ＝確かな技術(標準)で 

   安心 

 

◆安全と安心を約束するＳマークに登録 

 しよう 

◆安全と安心を約束するＳマークのお店 

 を利用しよう 
 

問 (財)茨城県生活衛生営業指導センター 
   029-225-6603 

11月13日は｢県民の日｣です 
 
 ｢県民の日｣は、郷土の歴史を知り、自

治の意識を高め、私たちのより豊かな生

活と県の躍進を願う日として、昭和48年

に県の条例により定められました。 
 
 ・県の花 バラ  ・県の木 ウメ 

 ・県の鳥 ヒバリ ・県の魚 ヒラメ 
 
◎｢県民の日｣には、県関連施設および 

 市町村施設等で入場料等の優遇措置 

 や各種イベントがあります。 

詳しくは、県ホームページをご覧く 

ださい。 

 (http://www.pref.ibaraki.jp/) 

「労働トラブル１１０番」を実施します 
 
◆日時 11月の毎週火曜日 午後４時～６時 

◆相談方法 電話相談 029-306-6004 
◆相談内容 賃金未払いやサービス残業など 

      労働トラブルに関する相談 

◆相談料 無料 
 

問 茨城司法書士会 029-225-0111 

東日本大震災法律援助事業 

弁護士による無料法律相談 
 
 法テラスでは、平成23年３月11日東日本大震災発 

生日時点で下妻市内に自宅があった方を対象に、弁護 

士による無料法律相談を実施しています。 

 法的トラブルでお困りの方は、お問い合わせください。 
 
《法テラス・サポートダイヤル》 

 ・電話 0570-078374
お な や み な し

 

 ・受付時間 平日 午前9時～午後９時 

土曜日 午前9時～午後５時 

       (祝日、年末年始を除く) 

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間 
 
職場における男女差別やセクハラ、夫・パート

ナーからの暴力やストーカーなどの女性に対するあ

らゆる人権侵害について相談を受け付けています。 

秘密は厳守します。 
 
◆日時 11月1２日(月)～18日(日) 

午前8時30分～午後７時 

     (土曜・日曜日は午前10時～午後5時) 

◆電話番号 0570-070-810 
      (全国共通ナビダイヤル) 

◆相談員 人権擁護委員、法務局職員 

 

問 水戸地方法務局人権擁護課 
   029-227-9919 

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付けます。 
 
◆日時 11月13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 
 
 ｢ひきこもり｣でお悩みのご家族の方、心理士・保健

師が相談に応じます。 
 
◆情報交換会 

◆場所 常総市総合福祉センター[常総市新石下2010] 

◆相談・参加費 無料 
 

問 申 常総保健所健康指導課 0297-22-1351 

月日 時間 
 11月６日(火) ♦専門相談(２枠) 

午後１時30分～２時 
午後２時～２時30分 

♦家族教室 
午後２時30分～４時(90分) 

 12月４日(火) 
平成25年１月８日(火) 

 ２月５日(火) 
 ３月５日(火) 

ふれあいパーティー ～新しい出会いを求めて～ 
 
◆日時 11月25日(日)午後３時30分～５時30分 

◆会場 ｢レイクエコー｣ 

     茨城県鹿行生涯学習センター・茨城県女性プラザ 

 レストラン｢しらはま｣ 

◆講師 コーディネーター 坂本 洋子 氏 

◆内容 相手を知るためのわくわくワーク 

     ①｢トークカード｣を使ってのグループトーク 

     ②ミッションをかけて外へ 

     ③｢スーパーひたち｣で二人旅・・・など 

◆対象者 年齢フリーの独身者 男・女 各20名 

◆参加費 男性1,000円 女性500円 
 

問 申 茨城県鹿行生涯学習センター・茨城県女性プラザ 

    0299-73-3877 
     ※午前９時～午後９時(月曜日を除く) 

厚生労働大臣認可     

 

多重債務者のための無料法律相談会 
 
弁護士、司法書士、消費生活相談員が相談に応じ 

ます。秘密は厳守します。 

 また、各会場で｢心の健康相談｣も併せて実施します。 
 
◆期日 11月13日(火) 古河市三和庁舎３階 

            [古河市仁連2065] 

    11月15日(木) つくば市豊里地域交流センター 

         [つくば市高野1197-20] 

    11月18日(日) 茨城県水戸合同庁舎 

                   [水戸市柵町1-3-1] 

    午後１時～４時30分 

◆対象 多重債務者(借金の返済にお困りの方) 

◆定員 各会場 定員10名 

    ※事前予約制。定員になり次第締め切ります。 

◆申込方法 10月29日(月)から受付けを開始します 

      ので、開催日の前日までにお申し込みく 

      ださい。 
 

問 申 茨城県生活文化課 029-301-2829 

11月は 

労働保険適用促進強化期間です 
 
労働者(アルバイトを含む)を1人でも 

雇っている事業主は、労働保険(労災保険 

・雇用保険)に加入する義務があります。 
 

問 茨城労働局労働保険徴収室 

   029-224-6213 
   ハローワーク下妻 43-3737 

関東鉄道常総線のダイヤが改正されました 
 
10月15日に常総線のダイヤが改正され、利便性の向上が図

られました。 
  
【主な変更点】 
 
◆つくばエクスプレス線との接続が調整されました。 

   改正前 守谷発水海道行19:52発 ⇒ 改正後 19：54発 
 
◆快速列車の運転時刻を利用の多い時間帯に変更し、さらに 

 速達性の向上を図りました。 

   改正前 守谷発16:18 ⇒ 下館着17:06 

   改正後 守谷発17:13 ⇒ 下館着17:59 
  
◆列車が増便されました。 

   早朝の回送列車(下妻～下館間)を快速列車(下妻～下館間 

   ノンストップ)扱いとして運行し、合わせてJR水戸線との 

   接続を図りました。 

   改正後 下妻発5:54 ⇒ 下館着6:10 

        下館でJR水戸線 小山方面6:20発 友部方面6:17発 

         に接続 
 
【無料駐車場のご案内】 
 
常総線乗車の際には、｢パーク＆ライド無料駐車場｣が利用で 

きます。自動車を駐車した際の｢駐車番号｣を、駅係員に伝え 

てください。(駅係員が不在の場合には、乗務員に伝えてください) 
 

  ［宗道駅・7台］  ［下妻駅・87台］    
 
  ［大宝駅・12台］  ［騰波ノ江駅・20台］ 
 
◎市では、地域の公共交通機関である 

 関東鉄道常総線の活性化を支援して 

 います。 
 

問 関東鉄道(株) 
   運転車両課(ダイヤ改正)・業務課(P＆R無料駐車場) 

 029-822-3718 

募 集 『受講生』募集 
 
《初心者のためのパソコンノートテイカー養成講座》 

 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する 

 ●日程 11月16日・20日・27日 

      ※12月(４回)、平成25年１月(５回) 

       ２月(4回予定) 

 午後１時～４時 

 ●場所 筑波技術大学 天久保キャンパス 

 ●受講料 無料 

 ●申込期限 11月14日(水) 
 
◎日程・申込方法等、詳しくはお問い合わせください。 
 

問 申 筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター 
     029-858-9483 

http://www.pref.ibaraki.jp/

