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しもつま 広
報 

３月１日から７日は 

子ども予防接種週間です 
 
予防接種に対する関心を高め予防接種率の向上を

図るため、日本医師会、日本小児科医会、厚生労働

省の主催により３月１日(金)から７日(木)を子ども予

防接種週間とし、下記により接種をおこなえる体制

を取っています。 
 
《｢子ども予防接種週間｣協力医療機関》 

まつだこどもクリニック 

 30-5558 
  ３月２日(土) 

  診療時間 午後２時～４時 
 
※接種希望者は、来院前に 

 電話予約をしてください。 
 

問 市保健センター 43-1990 

放課後学童クラブ 
 
就労等で、昼間保護者のいない家庭の小学校低学年

(１年～３年)の児童を対象に、遊びを主とした指導・援

助をおこなっています。 

ご利用希望の方は、各学童クラブへお問い合わせくだ

さい。 

学童クラブ名 実施場所 電話番号 

下妻小学校 

児童保育クラブ 
下妻小学校内 44-3704 

いずみ学童クラブ いずみ幼稚園内 43-6630 
やはた学童クラブ 大宝保育園内 45-0150 
睦学童クラブ 西原保育園併設 30-5075 
もみの木学童クラブ もみの木保育園内 43-6821 
弘徳保育園学童クラブ 弘徳保育園内 43-2515 
大形小学校 

児童保育クラブ 
大形小学校敷地内 44-7944 

宗道小学校 

児童保育クラブ 

福祉センター・ 

シルピア別館内 
45-1053 

みんなであそぼう！ 

遊びの広場を実施します 
 
 子育って難しい・・こんな時どうするの。身近に

ちょっとしたことを聞けるお友達や先輩ママがいたら

いいのに・・と思ったことありませんか。そんなこと

をいっぺんに解決しちゃう広場に来てみませんか。 
 
◆日時 ３月１日(金)午前10時30分～12時 

          (受付10時～10時30分) 

◆場所 下妻市保健センター 

◆参加費 無料 

◆内容 ・作ってあそぼうコーナー 

・ぴよぴよコーナー 

  (０歳～１歳児向けの遊び) 

・のびのびコーナー 

  (２歳～就園前向けの遊び) 

    ・育児相談コーナー 

◆主催 下妻市母子保健推進員協議会 
 

問 市保健センター 43-1990 

図書館へ行こう！ 
 
市立図書館では、お母さん(お父さん、おじい

ちゃん、おばあちゃん)と子どもたちのための催

し物｢図書館へ行こう！｣を開催します。 
 
◆日時 ２月21日(木) 

    午前10時30分～11時30分 

◆場所 市立図書館２階 集会室 

◆内容 親子体操とゲーム 

◆講師 小林 善子 氏 

◆共催 母親クラブ 

 

 

問 市立図書館 43-8811 

市立図書館 ３月開館カレンダー 
 

 

 

 

 

 

 
 
    

 

                

 

 

             ※休・・休館日 
 
◎３月31日は、館内整理日のため休館します。 
 

問 市立図書館 43-8811 

日 月 火 水 木 金 土 

  

  

       １ ２ 

３ ４ 

 休 

５ ６ ７ ８ ９ 

10 11 

 休 

12 13 14 15 16 

17 18 

 休 

19 20 21 22 23 

24 25 

 休 

26 27 28 29 30 

31 

 休 

      

認知症介護家族の交流会 「つどい」を開催します 
 
交流会は、認知症の方をかかえる介護者同士が、悩み

や介護の方法を話し合い、耳を傾けあう場所です。 

今回は、｢介護食｣の試食会があります。 
 
◆日時 ３月４日(月)午後１時30分～３時30分 

    毎月１回(原則、第１月曜日) 

◆場所 市役所第二庁舎３階 小会議室 

◆対象者 現に認知症の方を介護している家族の方 

◆参加費 無料(飲物代等を負担する場合あり) 
 
◎事前申し込み不要。当日会場にお越しください。 
 

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

家族介護支援事業講演会 
 
◆日時 ３月９日(土)午後１時30分～３時30分 

           (開場１時) 

◆場所 千代川公民館[鬼怒230] 

◆内容 《講演会》 

｢よくわかる認知症の診断と薬 

   ～認知症治療薬の最新情報～｣ 

講師 筑波大学大学院人間総合科学研究科 

    教授 水上 勝義 氏 

《体験発表》 

｢神様、まだ母を連れて行かないで下さい｣ 

      発表者 廣瀬 充江 氏 

◆参加費 無料。 
 

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

口腔がん検診 
 
◆日時 ２月24日(日) 

◆受付時間 午前９時～９時15分 

◆場所 下妻市保健センター 

◆対象者 40歳以上で市内在住の方(若干名) 

     ※平成24年2月26日の口腔がん検診を 

      受診し、｢異常なし｣の者は除く。 

◆内容 

 《講演会》 

  「口腔がんについて」 

   講師 筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 

      水戸協同病院 歯科口腔外科教授 

       鬼澤 浩司郎 先生 

 《検診内容》 

   歯科医師による問診・視診・触診・口腔内 

   アドバイス等 

◆検診自己負担金 500円(当日徴収) 

◆申込期限 ２月20日(水) 

◆共催 下妻市歯科医師会 
 

問 申 市保健センタ－ 43-1990 

むし歯菌から子供の歯を守るための 

「むし歯予防教室」 
 
歯科医の先生が、虫歯になるメカニズム、家庭お

よび歯科医院でおこなえる歯のお手入れ方法をわかり

やすく教えてくれます。 

 また、お子さん同伴の方は、お子さんの虫歯菌数が

ひと目でわかる唾液を使った簡易検査を体験すること

もできます。 
 
◆日時 ３月11日(月)午後２時～３時30分 

           (受付 １時30分～) 

◆場所 下妻市保健センター 

◆対象 就学前の児を持つ保護者＆祖父母 

    (先着30名) 

※希望者には保育あり。 

◆講師 池島歯科クリニック 

    院長 池島 省二 先生 

◆申込期限 ３月７日(木) 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

あなたのこころの元気度チェック！ 
カウンセラーから“元気になるコツ”をまなびましょう 
 
◆日時 ３月17日(日)午前10時30分～12時 

          (受付10時～) 

◆場所 下妻市公民館 

◆内容 ｢こころを元気にするお話｣ 

・ストレスとの付き合い方 

・コミュニケーション方法 

     ・不眠の対処法 

     ・元気度チェックの解説など 

◆講師 カウンセラー 皆川 芳弘 先生 

◆申込期限 3月8日(金) ※先着100名 
 
◎申込者には元気度チェック表を送付します。 

 自己チェックをし、当日ご持参ください。 
 

問 申 市福祉課 内線1573 

《同時開催！》 

本のリサイクルフェア 

案 内 

案 内 

 



『嘱託職員』募集 

募集職種 一般事務 保育士 調理員 給食調理員 
募集人員 1名 2名 1名 ３名 
業務内容 収納業務の事務補助 保育業務 保育園における給食調理業務 学校給食調理業務 

応募資格等 
パソコン操作のできる人 
(Word、Excel等) 保育士資格を有する人 

栄養士または調理師免許を 

有する人 
健康に自信のある人 

勤務地 市役所 収納課 
市立下妻保育園 
またはきぬ保育園 

市立きぬ保育園 市内小中学校 

勤務時間 午前8時30分～午後5時15分(昼休み60分) 午前9時～午後４時(昼休み60分) 
 ※８月は勤務日数に変動あり 

賃金等 

月額賃金制 
基本賃金 176,200円(上限) 
 ※年齢により異なる 
賞与・通勤手当の制度あり 
社会保険加入・雇用保険加入 

月額賃金制 
基本賃金 181,800円(上限) 
 ※年齢により異なる 
賞与・通勤手当の制度あり 
社会保険加入・雇用保険加入 

月額賃金制 
基本賃金 176,200円(上限) 
 ※年齢により異なる 
賞与・通勤手当の制度あり 
社会保険加入・雇用保険加入 

月額賃金制 
基本賃金136,400円(上限) 
 ※年齢により異なる 

 ※８月は半額支給 

   (勤務日数の半減により) 
賞与・通勤手当の制度あり 
社会保険・雇用保険加入 

雇用期間 ４月1日～平成26年3月31日(勤務状況により更新有り) 

試験内容 
面接 日時 2月27日(水)から3月1日(金)までのいずれか ※日時は別途連絡。  
  場所 市役所本庁舎3階 会議室 

面接 日時 2月28日(木) 

       ※日時は別途連絡。  
  場所 市役所千代川庁舎２階 

     会議室 
募集期間 2月20日(水) ２月26日(火) 

提出書類 履歴書 履歴書、保育士証の写し 
履歴書、栄養士または調理師

免許の写し 
履歴書、栄養士または調理師免許を 

持っている人はその写し 

問  
 
(提出先) 

市総務課[市役所本庁舎2階] 内線1224 
※午前8時30分から午後5時15分までの間に書類をご持参ください。 

市学校教育課[市役所千代川庁舎１階] 
内線2812～2814 
※午前8時30分から午後5時15分 

 までの間に書類をご持参ください。 

『臨時職員』募集 

重点分野雇用創出事業 『臨時職員』募集 

募集職種 一般事務 観光に関する事務 保育士 
募集人員 1名 1名 2名 

業務内容 
空き家の調査・分類に 

係る業務 

観光協会内における 

観光業務全般および 

ホームページ管理 
保育業務 

応募資格等 
普通運転免許を有する人 
パソコン操作のできる人 

(Word、Excel等) 
パソコン操作のできる人 
(Word、Excel等) 保育士資格を有する人 

勤務地 市役所 消防交通課 市役所 産業振興課 
市立下妻保育園 
またはきぬ保育園 

勤務時間 午前8時30分～午後5時15分(昼休み60分) 

賃金等 
時給賃金制 時間単価＠810円 
通勤手当なし 社会保険・雇用保険加入 

時給賃金制 
時間単価＠960円 
通勤手当なし 
社会保険加入・雇用保険加入 

雇用期間 ４月1日～9月30日(勤務状況により更新有り) 

試験内容 
面接 日時 2月27日(水)から3月1日(金)までのいずれか ※時間は別途連絡。 

場所 下妻市役所本庁舎3階 会議室 
募集期間 2月20日(水) 

提出書類 
履歴書 

ハローワークの紹介状 
履歴書 

ハローワークの紹介状 
履歴書、保育士証の写し 
ハローワークの紹介状 

備考 
過去に緊急雇用事業での業務に従事したことがある方は、対象とならない場合があり

ます。 

問 (提出先) 
市総務課[市役所本庁舎2階] 内線1224 
※午前8時30分から午後5時15分までの間に書類をご持参ください。 

『パート職員』募集 

募集職種 施設管理人(兼用務員) 
募集人員 １名 
業務内容 公民館の施設管理・清掃等全般 

応募資格等 
健康な方 

施設の受付管理業務や用務が出来る方 
勤務地 大宝公民館 

勤務時間 
1日7時間45分 週３日勤務 
午前8時30分～午後5時15分(昼休み60分) 

賃金等 
パート賃金 １時間810円 
雇用保険加入 

雇用期間 
４月1日～平成26年3月31日 

(更新する場合あり) 

試験内容 
  

面接  
 日時 2月28日(木) ※時間は別途連絡 
 場所 市役所千代川庁舎2階 会議室 

募集期限 2月26日(火) 
提出書類 履歴書 

問 (提出先) 

下妻公民館 43-7370 
 ※休館日(祝日、月曜日)を除く。 

  午前8時30分から午後5時15分までの 

  間に提出書類をご持参ください。 

募 集 

募集職種 保育士 用務員 一般事務 不法投棄・廃棄物回収 一般事務 一般事務 
募集人員 2名 1名 1名 ２名 1名 1名 

業務内容 保育業務 保育園用務職 
ゴミ減量推進に関する 
事務 

ゴミの不法投棄パトロール 
と回収業務 

特定健康診査に係る業務 
国民健康保険に関する 
窓口業務 

応募資格等 保育士資格を有する人 
健康に自信のある人 
普通運転免許を有する人 

普通運転免許を有する人 
パソコン操作のできる人 
(Word、Excel等) 

普通運転免許を有する人 
普通運転免許を有する人 
パソコン操作のできる人

(Word、Excel等) 

パソコン操作のできる人 
(Word、Excel等) 

勤務地 
市立下妻保育園 
またはきぬ保育園 

市立下妻保育園 市役所 生活環境課 市役所 生活環境課 市役所 保健センター 市役所 保険年金課 

勤務時間 
午前8時30分～午後5時15分 
(昼休み60分) 

午前8時30分 
 ～午後４時30分 
(昼休み60分)  

午前8時30分 
 ～午後5時15分 
(昼休み60分) 

午前9時～午後４時 
(昼休み60分) 
週3日勤務 

午前9時～午後４時 
(昼休み60分) 

午前8時30分 
 ～午後5時15分 
(昼休み60分) 

賃金等 
  

時給賃金制 時間単価＠960円 
賞与・通勤手当なし 
社会保険加入・雇用保険加入 

時給賃金制 時間単価 810円 
賞与・通勤手当なし 社会保険加入・雇用保険加入 

時給賃金制 時間単価 810円 
賞与・通勤手当なし 
社会保険なし・雇用保険加入 

時給賃金制 時間単価 810円 
賞与・通勤手当なし 社会保険加入・雇用保険加入 

雇用期間 ４月1日～9月30日(勤務状況により更新有り) 

試験内容 
面接  日時 2月27日(水)から3月1日(金)までのいずれか ※日時は別途連絡。 

場所 市役所本庁舎3階 会議室 

募集期間 2月20日(水) 
提出書類 履歴書、保育士証の写し 履歴書 

問 (提出先) 市総務課[市役所本庁舎2階] 内線1224  ※午前8時30分から午後5時15分までの間に書類をご持参ください。 
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報 

高道祖地区排水処理施設使用料 

（後期分）の納入 
 
２月28日(木)は高道祖排水処理施設使用料(後期分)の

納期限です。期限内の納入をお願いします。 

口座振替の場合は、事前に預金残高の確認をお願いし

ます。 
 
◆納入場所 ・納入通知書記載の金融機関 

・市役所本庁舎 会計課 

・市役所千代川庁舎 くらしの窓口課 
 

問 市農政課 内線2613 

水道の凍結にご注意ください 
 
寒くなって気温が低下すると、水道管やメーターが 

凍り、断水したり、破裂することがあります。 
 
《水道管が凍りやすい場所は・・・》 

◆水道管が｢むき出し｣になっている場所 

◆日の当たらない場所 

◆風当たりの強い場所 
 
《家庭でできる凍結防止対策は・・・》 

◆｢むき出し｣になっている水道管は直接外気に触れな 

 いよう、保温材を巻きつけ、紐で縛って固定し、そ 

 の上から、保温材が濡れないようにビニールテープ 

 等で隙間なく重ねて巻いてください。 
 
 ※保温材は市販されているものの他に毛布、発泡 

  スチロール等でも代用できます。 
 
◆メーターが入っている箱の中に、発泡スチロールを 

 細かく砕いたものや布切れを、濡れないようにビ 

 ニール袋にいれて、メーターを保護するようにして 

 ください。 
 
《もし凍結してしまったら・・・》 

◆蛇口が凍ってしまった場合は、タオル等をかぶせ、 

 その上からゆっくりとぬるま湯をかけてください。 
 
 ※急に熱湯をかけると、水道管や蛇口が破裂する 

  ことがありますので注意してください。 
 
《もし破裂してしまったら・・・》 

◆メーターが入っている箱の中にある止水栓を閉めて、 

 水を止めてから、指定工事業者へ修理を依頼してく 

 ださい。なお、メーターが凍りガラスが破裂した場 

 合は、無料で交換しますのでご連絡ください。 
 
◎市の条例により、緊急の工事であっても市の指定を 

 受けていない業者が水道工事をすることはできません。 

 必ず指定工事業者であることを確認してから工事を依 

 頼してください。 
 

問 市上下水道課 44-5311 

照明灯設置工事にご協力を！ 
 
 砂沼広域公園(遊歩道ゾーン)において、照明 

灯設置工事を実施します。 

工事期間中は、歩道の幅員を狭める等の規制 

をおこないますので、ご協力をお願いします。 
 

◆工事期間 ２月上旬～３月中旬 

◆工事箇所 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 常総工事事務所 0297-42-2621 

農業委員会委員選挙人名簿の 

縦覧をおこないます 
 
◆期間 2月23日(土)～3月９日(土) 

    午前8時30分～午後5時 

◆場所 市役所本庁舎２階 

    選挙管理委員会事務局 

    ※土・日曜日は休日日直窓口 

     (本庁舎1階市民課) 
 

問 市選挙管理委員会 内線1242 

関東鉄道常総線に関する 

意見を募集しています 
 
常総線の利用者、商工団体、自治体等で組織

する常総線活性化支援協議会では、常総線に関

する意見を広く募集するアンケートを実施しま

すので、ご協力をお願いします。 
 
※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。 
 
◆期間 

 2月28日(木)まで 

◆主な設問内容 

常総線の利用頻度・常総線を利用しない 

理由、利用者を増やすためのアイデア 等 

◆アンケートの配布 

・市役所本庁舎(総合案内、市長公室) 

・市役所千代川庁舎(くらしの窓口課) 

 ・市公式ホームページからダウンロード 

  (http://www.city.shimotsuma.lg.jp/) 

◆回答の方法 

 ・窓口に提出 

   (総合案内、市長公室、くらしの窓口課) 

 ・Faxまたは電子メール  

・郵送 
 
◎詳しくは、市公式ホームページ、または 

 アンケート用紙によりご確認ください。 
 

問 市長公室 内線1216 Fax43-1960 
   Eメール  kikaku@city.shimotsuma.lg.jp 

県民交通災害共済の加入受付 
 
平成25年度分の県民交通災害共済の加入受付を２月１

日より開始しています。 

加入を希望する方は、下記担当窓口へ直接お申し込み

ください。 
 
◆担当窓口 

《下妻地区の方》 

  市役所本庁舎 消防交通課 

《千代川地区の方》 

  市役所千代川庁舎 くらしの窓口課 

◆加入に必要なもの 

・会費 大人(高校生以上) 900円 

    子ども(中学生以下) 500円 

・県民交通災害共済加入申込書(チラシ手書き用) 
 
 ※チラシは１月末頃、封書で郵送してあります。 

※小中学生は学校での一括加入のため、個別の申し 

 込みは不要です。 

※４月１日以降の申し込みは、共済期間が申込日の 

 翌日からになります。 
 
◆共済期間 

４月１日～平成26年３月31日 

◆対象となる事故 

①共済期間中に日本国内の道路上を運行中の自動車・ 

 バイク・自転車等の接触、衝突、転落、転覆などの 

 事故にともなう人の死傷。 

②共済期間中に踏切道における電車等との接触、衝突 

 の事故による死傷。 

◆交通事故でけがをしてしまったら(見舞金請求方法) 

 ・消防交通課窓口にお越しください。 

   事故の状況をお聞きし、必要な書類について 

   説明します。 

   その後、書類を整えていただき、あらためて 

   窓口にお越しください。   

 ・なお、交通事故にあったとき(自損事故も含む)は、 

  すぐに警察に届け出て、後日、自動車安全運転 

  センター所長発行の｢交通事故証明書｣を交付して 

  もらえるようにしてください。 

   (この証明書がないと見舞金が制限されます) 
 

問 市消防交通課 内線1432 

水道管布設替工事にご協力を！ 
 
工事期間中は、片側交互通行等の交通規制をお

こないますので、ご協力をお願いします。 
 

◆工事期間 2月初旬～3月下旬 

◆工事箇所 図のとおり 
 
【別府地区】 

問 上下水道課 44-5311 

案 内 

案 内 

http://www.city.shimotsuma.lg.jp/
mailto:kikaku@city.shimotsuma.lg.jp


『明日の地域づくり委員会』委員募集 
 
●応募資格 県内在住。 

      ※地方公共団体の長および議員、常勤の公務員、過去 

        4年以内に地域づくり委員を経験した方を除く。 

●任期 平成25年委嘱の日～平成27年３月 

●内容 ・月１回程度委員会を開催し、地域づくりについて 

     話し合い、２年目に提言をまとめる。 

    ・｢いばらき創り1,000人委員会｣の一員としての 

     活動(アンケート調査等) など 

●募集人員 概ね12～16名 

●応募締切 ２月28日(木)消印有効 
 
◎応募方法等、詳しくはお問い合わせください。 
 

問 申 県西県民センター 県民福祉課 24-9074 

平成25年度 『登録チーム』募集 
 

《下妻市軟式野球連盟》 
●登録内容および登録費 

一般登録(市内在住または在勤者で構成したチーム) 

・支部登録(市内予選後、県西および県大会[高松宮・天皇杯 

      等]へ出場するチーム) 

15,000円(別途１予選5,000円) 

  ・連盟登録(市内大会[市長杯・会長杯]のみ出場するチーム) 

15,000円 

学童登録(市内小学生で構成したチーム) 

 ・学童部登録 15,000円 

●申込方法 登録費を持参のうえ、お申し込みください。 

●申込期限 ３月11日(月)  
 

申 市生涯学習課 受付 午前８時30分～午後５時 
 

問 下妻市軟式野球連盟(大山) 43-0707 

『高齢者はつらつ百人委員会』委員募集 
 
 地域の高齢者を対象に健康づくり、生きがいづくりに関す 

る事業を企画し実施する委員会です。 
  
●応募資格 県内に住んでいる概ね60歳以上で、委員会の 

     活動に出席できる方。 

     ※地方公共団体の長および議員は除く。 

     ※報酬・交通費なし。 

●任期 4月～平成27年3月末日までの2年間 

●応募方法 はがきに住所・氏名(フリガナ)・年齢・性別・ 

     電話番号と｢応募の動機、活動の抱負、社会活 

     動歴など｣を明記のうえ、お申し込みください。 

●応募締切 3月８日(金)消印有効 
 

問 申 茨城県社会福祉協議会 茨城わくわくセンター 

029-243-8989 
〒310-8586 水戸市千波町1918 

ひとり親家庭の子どもに対する 

面会交流支援をおこないます 
 
離婚によって父母が別れても、別居親や 

祖父母と子どもが定期的に交流することは、 

子どもの精神面の安定につながります。 

しかし、当事者間で面会の段取りをつけ 

られない場合、親や祖父母からの申請に 

応じ、面会交流に関する相談や支援をおこ 

ないます。 
 
◆支援対象 ひとり親家庭の15歳未満の 

      子ども 

◆支援地域 県西・県南(小美玉市以南)地域 

◆相談料 無料 

◆経費 実費 
 

問 NPO法人元気UPヒアリングセンター  
   45-1038 
      受付 午前10時～午後６時 

ふれあいパーティを開催します 
 
【下妻会場】 

◇日時 3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 40代・50代の方 各20名 
 
【つくば会場①】 

◇日時 3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15名 
 
【つくば会場②】 

◇日時 3月30日(土)午後２時30分～５時(受付２時～) 

◇場所 イーアスつくば[つくば市下平塚研究学園C50街区] 

◇対象者 男女とも 20代・30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 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート 0280-87-7085 

『受講生』募集 
 

《プリザーブド・フラワーアレンジ教室》 
 ●日時 

  第1回 3月15日(金)「春の訪れ」 

  第2回 ４月12日(金) 

       ｢ありがとう～mother’s day～」 

  第3回 ５月10日(金)「ナチュラルに」 

  第4回 ６月７日(金) 

       ｢ありがとう～father’s day～」 

   午前の部 午前10時～12時 

   午後の部 午後１時30分～３時30分 

 ●場所 

  砂沼サンビーチギャラリー 

 ●定員 

  午前・午後 各20名 ※先着順。 

 ●受講料 

  １受講につき2,500円(花材費等含む) 

 ●持ち物 

  新聞紙1枚、はさみ(文具用でOK) 

 ●申込期限 

  各開講日の一週間前まで 

 

《硬式テニス教室》 
●日程 

 毎週日曜日 

  ※12月29日～１月３日および砂沼広域 

    公園が指定する大会の開催日を除く。 

●場所 

 砂沼広域公園テニスコート 

●コース 

 ・小学生コース 

   (女子)午前10時～11時 

   (男子)午前11時15分～12時15分 

 ・一般コース(中学生より参加可) 

   午後０時30分～１時30分 

●月会費 

 小学生、中学生、高校生 3,200円 

 一般 3,600円 

  ※週１回１時間４回分。 

 ※５週目がある月は、月会費日割り 

  計算の１回分を加算した会費。 

●その他 

 ・雨天中止。(会費減額) 

・途中入会も可能。(月会費日割計算) 

・最少定員(5名)に満たないコースは 

 中止または統合する場合があります。 

・ボールは用意しますが、ラケットは 

 各自ご用意ください。 
 

問 申 砂沼サンビーチ管理事務所 
     43-6661 

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 3月13日(水)午後1時～3時 

◆場所 茨城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) 

◆内容 社会殻の「孤立」・「無縁」を望む人はいないはず。 

    自分も地域も皆が幸せになるためには、何をしたら 

    良いかご一緒に考えてみませんか。       

 ｢自分も地域も幸せになる“つながりの力”｣ 

 講師 宮内 寿子 氏 

◆定員 30名 ※先着順。 

◆参加費 無料 
 

問 茨城県女性青少年課女性プラザ男女共同参画支援室  

   029-233-3982 

茨城県自殺対策シンポジウムを 

開催します 
 
｢いのちを支える絆づくり｣について、自

殺予防研究の第一人者である筑波大学・高

橋祥友教授や自殺予防に取り組む団体と共

に考えていきます。 
 
◆日時 ２月22日(金) 

    午後１時～４時30分  

◆場所 茨城県民文化センター 

    小ホール 

◆参加費 無料 
 

問 申 茨城県精神保健協会 

     029-241-3352 

募 集 

募 集 案 内 

『親子スキーツアー』参加者募集 
 

●日時 ３月３日(日)午前５時出発、午後６時帰着予定 ※雨天決行。 

●集合場所 市総合体育館北側駐車場 

●会場 会津高原 だいくらスキー場 

●参加費 大人 １人4,000円 中学生 １人3,000円 小学生 １人2,500円 

     (リフト券、用具等レンタル、別料金) 

●募集人数 最大40名 ※定員になり次第締め切ります。 

●申込方法 申込書(印鑑押印必要)に参加費を添えて、市生涯学習課(千代川庁舎)まで申し込みください。 

   ※申込書は、本庁舎総合案内、千代川庁舎生涯学習課にあります。 

   また、市ホームページ各課からのお知らせよりダウンロードできます。 
 

問 サンドレイククラブ(井上) 43-0174  市生涯学習課 内線2833 



案 内 

自動車は県内のナンバーに 
 
自動車税は県の重要な財源となっています。 

 転居などで茨城県に転入した方は，住民登 

録とあわせて所有する自動車について県内の 

ナンバー(水戸・土浦・つくば)に変更をお願 

いします。 
 

問 登録について 土浦自動車検査登録事務所 
          050-5540-2018 
 納税について 茨城県筑西県税事務所 

        収税第二課  

        24-9190 

不法投棄１１０番！ 
 
産業廃棄物の不法投棄(散乱、埋め立て、積み

上げ、焼却)、違法な土砂による盛土などを見か

けたら、情報提供をお願いします。 
 
※危険ですので、投棄をしている者とは 

 接触しないでください。 
 
(連絡先) 

 ｢県不法投棄110番(フリーダイヤル)｣ 

 0120-536-380 
 または 

  県不法投棄対策室 029-301-3033 
  県西県民センター環境・保安課 

   24-9127 
  市生活環境課 内線1422 
  ※休日・夜間は 下妻警察署 43-0110 

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の重大な事故の原因となり、

大変危険です。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る。 

２.キャップを取り、穴を開ける。(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｣として出す。 
 
【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る。 

  (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.頭部を折る。 

  (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｣で出す。 

    頭部が取れない場合は不燃ごみとして出す。 
 
◎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。  

 

《資源ごみ～古紙～》 
古紙として出せないものは以下のものです。 

 
 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 

  臭いのついたもの(石鹸の個別包装紙、紙製の洗剤 

  容器線香の紙箱など) 
 
  ※粘着テープなどが付いているものはできるだけ 

   剥がす。 

  ※窓付き封筒の窓部分(紙以外のもの)は外す。 
 
・古紙を複数出す場合は種類ごとに紐で縛るなど、 

 まとめて出す。 

・発泡スチロールは砕いて、可燃ごみとして出す。 

・雨天または雨が降りそうな日は、次回の収集日に出す。 

 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で確認のうえ、収集日当日 

 のみ朝８時までに出す。 

・かん、びん用のコンテナのある資源ごみ集積所に出す。 
 

問 市生活環境課 内線1425・1426 

特別児童扶養手当をご存じですか 
 
特別児童扶養手当とは、精神、知的または身体に障害のある20歳未満のお子さん(児童)を監護している父 

もしくは母、または父母にかわって養育している養育者に対して支給される手当です。 
 
※この手当と児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当との併給は可能です。 

ただし、この手当は申請をしなければ支給されませんのでご注意ください。 
 
◆手当の対象となる児童の障害の程度 
 
 【特別児童扶養手当1級】 

 ◇身体障害者手帳の判定が1・２級(内部疾患含む)程度に該当するもの 

 ◇療育手帳の判定が A ・Ａ程度の知的障害である場合。または、同程度の精神障害がある場合 
  
 【特別児童扶養手当2級】 

 ◇身体障害者手帳の判定がおおむね3級(内部疾患を含む)程度に該当するもの 

 ◇療育手帳の判定がB程度の知的障害である場合。または同程度の精神障害がある場合 
 
 (注)次の場合は受給する資格がありません。 

  １.児童および父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき 

  ２.児童が自分の障害による公的年金を受けられるようになったとき 

  ３.児童が児童福祉施設(保育所・通園施設・肢体不自由児施設への短期母子入所を除く)に入所しているとき 
 
◆手当の額について 
 

 

 

 

  ※手当の額は、認定請求をした日の属する翌月分 

   より支給されます。支払は、年3回(４・８・ 

   11月)に分け支給します。 

  ※所得による支給制限があります。 

   請求者(本人)や配偶者および扶養義務者の方の 

   前年の所得(課税台帳による)が所得制限限度額 

   以上の方は、その年度(８月から翌年７月まで) 

   手当の支給が停止されます。 
 

問 申 市福祉課 内線1573 

【所得制限限度額表】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ※この他に所得制限限度額に加算されるもの、所得額 

   から控除されるもの等があります。 

扶養親族 

の数 
請求者(本人) 配偶者および 

扶養義務者 
０人 4,596,000円 6,287,000円 
１人 4,976,000円 6,536,000円 
２人 5,356,000円 6,749,000円 
３人 5,736,000円 6,962,000円 
４人 6,116,000円 7,175,000円 

５人 
以下380,000円

ずつ加算 
以下213,000円

ずつ加算 

等級月額 児童１人につき 

1級 50,400円 

2級 33,570円 

お知らせ版  No.3 

 

 

 
3/3 

２ 
10 

2013 

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

振り込め詐欺に注意！ 
 
｢県警○○課｣や｢銀行協会｣を名乗った電話に

より、手渡しで現金やキャッシュカードがだま

し取られています。 

・｢口座番号を教えてほしい｣ 

・｢現金を持ってきて｣ 

・｢他の者が取りに行く｣ 

が、この振り込め詐欺の手口です。 
 
 このような電話がかかってきたら、下記まで

情報提供をお願いします。 

《茨城県警察振り込め詐欺対策室》 

・電話での通報、相談 

  029-301-0074 
  月曜～金曜日 午前9時～午後５時 

  (土・日曜日、祝日はFax対応) 

・電子メールでの通報 

  furikome110@pref.ibaraki.lg.jp 
 
 下妻警察署・下妻地区防犯連絡員協議会 
 

問 下妻警察署 43-0110 

草取り交流会にご参加ください～鬼怒フラワーライン草取り交流会～ 
 
◆日時 ２月24日(日)午前９時開会 

     ※雨天の場合３月３日(日)に延期。 

◆場所 鬼怒フラワーライン[大形橋上流] 
 
◎鎌、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) 内線1722 

図書館おはなし会／３月 
 
◆日時 ３月９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 

案 内 
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