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しもつま 広
報 

平成25年度 市・県民税等申告相談 
 
 混雑を緩和するため地区ごとに相談日と会場を指定してありますので、日程表を確認のうえ、できる限り指定

日にお越しください。なお、指定日にご都合が悪い場合は、別の相談日でも申告できます。 
  

【日程表】 
◇受付時間 午前9時～11時、午後1時～4時 

※午前中に受付をした方でも受付人数によっては、 

 午後１時以降の申告となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市税務課 内線1342～1346 

◆休日の申告相談日 

 ２月17日(日)市役所第二庁舎 

◎下妻市役所《第二庁舎３階大会議室》 ◎下妻市役所《千代川庁舎１階ホール》 

申告日 地区 

２月15日(金) 加養、亀崎 
豊
加
美 

17日(日) 休日相談日(市内全域) 

18日(月) 
新堀、樋橋、肘谷、山尻 

谷田部、柳原 

豊
加
美 

19日(火) 高道祖１～3999番地 高
道
祖 20日(水) 高道祖4000番地～ 

21日(木) 小島、二本紀 総
上 22日(金) 袋畑、古沢、今泉、中居指 

25日(月) 大宝、北大宝、平川戸 
大
宝 

26日(火) 堀篭、横根、大串、平沼 

27日(水) 下木戸、福田、比毛、坂井 

28日(木) 江、関本下、平方、尻手 

上
妻 

３月１日(金) 黒駒、桐ケ瀬、赤須 

４日(月) 渋井、柴、半谷、南原 

５日(火) 大木、前河原 

６日(水) 若柳 騰
波
ノ
江 

７日(木) 
神明、下宮、数須、筑波島 

下田、中郷 

８日(金) 下妻乙 

下
妻 

11日(月) 下妻丁、下妻戊、砂沼新田 

12日(火) 下妻甲、長塚、石の宮 

13日(水) 

下妻丙、本城町、小野子町 

本宿町、田町、坂本新田 

大木新田 

14日(木) 市内全域 

15日(金) 市内全域 

申告日 地区 

２月15日(金) 鎌庭 大
形 

17日(日)   

18日(月) 別府、村岡、五箇 大
形 19日(火) 皆葉、五箇 

20日(水) 宗道、渋田 

宗
道 

21日(木) 本宗道、原、羽子 
22日(金) 鬼怒、見田、唐崎、長萱、伊古立 
25日(月) 田下、下栗 
26日(火) 大園木、鯨 蚕

飼 27日(水) 大園木、鯨、千代川地区全域 
28日(木) 

 

３月１日(金) 
４日(月) 
５日(火) 
６日(水) 
７日(木) 
８日(金) 
11日(月) 
12日(火) 
13日(水) 
14日(木) 
15日(金) 

入札参加資格審査申請の受付けを実施します 
 
本市の建設工事、建設コンサルタント等および物品製造等に係る平成25・26年度の入札参加資格審査申請の

定期受付を実施します。 
 
◆提出書類 

【１.建設工事】 

(１)電算入力用紙 

(２)一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書 

(３)経営事項審査結果通知書の写し 

(４)建設業法第３条第１項の規定による許可証明書の写し 

(５)営業所一覧表 

(６)工事経歴書(直前２年間の工事実績) 

(７)技術者経歴書(技術者名簿等)または各種合格証の写し 

(８)営業用機械器具調書 

(９)委任状(支店、営業所等に権限を委任する場合) 

(10)登記簿謄本(個人の場合は代表者の身分証明書) 

(11)主要取引金融機関名届出書 

 (12)使用印鑑届 

(13)印鑑証明書   

(14)建設業退職金共済事業加入履行証明書  

(15)直前の納期到来分までの納税証明書の写し 

(16)直前1年分の財務諸表または決算書 

(17)特別徴収実施確認書(市内に本店を有する事業者のみ) 
 
【２.建設コンサルタント等】 

(１)電算入力用紙 

(２)一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書 

(３)登録証明書(登録または許可を得ている業務) 

(４)営業所一覧表 

(５)測量等実績調書(直前２年間の実績) 

(６)技術者経歴書(技術者名簿等)または各種合格証の写し 

(７)委任状(支店、営業所等に権限を委任する場合) 

(８)登記簿謄本(個人の場合は代表者の身分証明書) 

(９)主要取引金融機関名届出書 

(10)使用印鑑届 

(11)印鑑証明書 

(12)直前の納期到来分までの納税証明書の写し 

(13)直前１年分の財務諸表または決算書 

(14)特別徴収実施確認書(市内に本店を有する事業者のみ) 
 

問 申 市財政課 内線1336 

【３.物品製造等】 

(１)電算入力用紙 

(２)一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書 

(３)物品納入経歴書(直前２年間の納入実績) 

(４)特約店・代理店認可証明書(特約店または 

   代理店である場合は証明書の写し) 

(５)委任状 

     (支店、営業所等に権限を委任する場合) 

(６)登記簿謄本 

     (個人の場合は代表者の身分証明書) 

(７)主要取引金融機関名届出書  

(８)使用印鑑届 

(９)印鑑証明書 

(10)直前の納期到来分までの納税証明書の写し 

(11)直前１年分の財務諸表または決算書 

 

 

 

 

 

◆受付期間 

 ２月１日(金)～28日(木) 

 午前９時～12時、午後１時～５時 
 
◆その他 

 ・提出は、Ａ４版ファイル綴じ 

・ファイルの色は 

  建設工事       【青】 

  建設コンサルタント等 【赤】 

  物品製造等      【黄】 
  
・市ホームページにおいて要項および申請書等 

   様式がダウンロードできます。 

 

 

東日本大震災に係る下妻市義援金・見舞金の申請および建物被害認定調査の終了 
 
 東日本大震災に係る下妻市義援金・見舞金の申請については、平成25年3月31日で終了となります。 

 これらの申請には、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方針｣に基づく｢建物被害認定調

査｣で、｢全壊、大規模半壊、半壊｣の判定と、判定結果の｢り災証明書｣の発行が必要になります。 

なお、｢建物被害認定調査｣は、調査受付から判定が出るまで１か月程度の日数がかかる場合がありますので、

早めの手続きをお願いします。 
 
※調査受付期限 2月28日(木) 

 

問 調査について 市税務課 内線1353～1357  義援金について 市福祉課 内線1585～1587 案 内 



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)、違法な残土による盛土な

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 
 
   ※休日や夜間は、 

    下妻警察署 43-0110 

事故防止にご協力を！ 
 
現在市内には、カーブミラーや防犯灯が数

多く設置されていますが、中には設置してか

ら10年以上経過しているものがあります。 

経年劣化によるポールの錆びや傾き、ミ

ラーのひび割れや破損など、機能に支障をき

たしているカーブミラーや防犯灯を見かけた

時は、ご連絡ください。 

老朽化したカーブミラーや防犯灯の倒壊に

よる事故を未然に防ぐために、ご協力をお願

いします。 
 

問 市消防交通課 内線1432 

安全施設工事にご協力を！ 
 
若柳地区において、安全施設工事を実施します。 

工事期間中は、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 ２月下旬まで 

◆工事箇所 図のとおり 
 

問 市農政課 内線2616 

横断暗渠改修工事にご協力を！ 
 
別府地区において、横断暗渠改修工事を実施します。 

工事期間中は、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 ２月下旬まで 

◆工事箇所 図のとおり 

 

問 市農政課 内線2616 

道路改良工事にご協力を！ 
 
 道路改良工事を実施します。 

工事期間中は全面通行止(夜間通行可)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。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市建設課 内線1717 

【大園木地内】 

 ◆工事期間 ３月下旬まで 

 ◆工事箇所 図のとおり 

【二本紀・下栗地内】 

 ◆工事期間 ３月下旬まで 

 ◆工事箇所 図のとおり 

口腔がん検診 
 
口腔がんは、がん全体の数パーセントと比較的まれな｢が

ん｣ですが、長期に放置したりすると、最悪の場合は死にい

たる怖い病気です。この機会に、口腔がん予防・早期発見に

お役立てください。 
 
◆日時 ２月24日(日) 

◆受付時間 ①午前９時～９時15分 

②午前10時～10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 先着65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》 

      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 １月31日(木) 

◆共催 下妻市歯科医師会 
 

問 申 市保健センタ－ 43-1990 

未受診者健診を実施します 
 
 今年度、まだ特定健康診査および基本健康診査を受診して

いない方を対象に、未受診者健診を実施します。 
 
◆健診日・会場 

１月17日(木)～19日(土) 下妻市保健センター 
 

◆受付時間 

 午前9時30分～11時30分 午後1時30分～3時 

  ※番号札は受付開始30分前に出します。 
 
◆対象者・自己負担額(平成25年３月31日現在の年齢) 

 ◇特定健康診査 

40歳～75歳未満(下妻市国民健康保険加入者) 

      ・・・・・1,５00円 

 ◇ 基本健康診査 

39歳以下 ・・・・・1,５00円 

75歳以上(検査項目が若干異なります)・・・・・無料 

  ※実施する健診日当日の年齢が75歳以上の方 
 
◆持参するもの 

保険証、受診券、自己負担金 
 

◎後日、健診結果により、説明会・特定保健指導をおこないます。 
  

問 市保険年金課 内線1524 
   市保健センター 43-1990 

投資を勧誘する詐欺に注意！ 
 
◆未公開株の詐欺 

 電話で｢上場確実で必ず儲かります｣は詐欺 

◆社債券の詐欺 

 電話で｢すぐに高価で買い取ります｣は詐欺 

◆ファンドへの出資詐欺 

 電話で｢××社のファンドは絶対に儲かり 

 ます｣は詐欺 
 
◎盗難被害も多く発生しています。 

 必ず鍵かけを徹底してください。 
 
 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 

案 内 

工事箇所 

工事箇所 

工事箇所 工事箇所 
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ひとり親家庭の小学校新入学児童に 

入学祝品を贈呈します 
 

茨城県母子寡婦福祉連合会から、ひとり

親家庭(母子家庭、父子家庭)の平成25年

度新入学児童に入学祝品(学用品)を差し上

げます。 

該当する児童を持つひとり親家庭で、 

祝品を希望する保護者の方は、お子さんの

氏名、性別、生年月日、保護者名、住所を

１月31日(木)までにご連絡ください。 

 

 

 

 

申 市子育て支援課 
   内線1595 
 

問 茨城県母子寡婦福祉連合会 

   029-221-7505 

総上クリーンふれあい歩け歩け大会を開催します 
 
◆日時 ２月３日(日)午前９時40分集合 ※小雨決行。 

◆場所 働く婦人の家 

◆コース 働く婦人の家・出発→ほっとランドきぬ 

     →鬼怒川堤防→働く婦人の家・帰着 

◆主催 青少年を育てる下妻市民の会総上支部 
 

問 働く婦人の家 43-7929 

図書館おはなし会／２月 
～おはなしの花たば～ 
 
 参加は自由です。お気軽にお越しください。 
 
◆日時 ２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 

よみきかせにチャレンジして 

みませんか 
 
よみきかせをやってみたい方、よみきかせに

興味のある方を対象に講座を開催します。 
 
◆日時 ２月10日(日)午前10時～11時４0分 

◆場所 市立図書館 集会室 

◆講師 図書館ボランティアしもつま 

    おはなしの花たばグループ 

◆定員 20名程度 ※先着順。 

◆参加費 無料 

◆用意するもの よんでみたい絵本２～３冊 
 

問 市立図書館 43-8811 

市立図書館 ２月開館カレンダー 
 

             ※休・・・休館日 
 
◎２月11日(月・祝)は、午前９時から午後５時 

 まで開館。 

◎２月19日(火)は、臨時休館。 

 ２月28日(木)は、月末整理日のため休館。 
  

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 12 13 14 15 16 

17 18 
 休 

19 
 休 

20 21 22 23 

24 25 
 休 

26 27 28 
 休 

    

皆さんの意見をお聞かせください～パブリックコメント～ 
 
市では、計画案および条例・規則案を公表し、皆さんの意見を聞くパブリックコメントを実施します。 

青少年健全育成市民大会を開催します 
  
オリンピックに出場した黒須選手のお話を聞くことが

出来る貴重な機会です。 
 
◆日時 １月27日(日)午後２時～ 

◆場所 千代川公民館 ホール 

◆内容 ・講演会 

 講師 ロンドンオリンピック 

    近代五種日本代表 黒須成美 選手 

    ・少年の主張 ほか 

◆主催 青少年を育てる下妻市民の会 
 

問 市生涯学習課 内線2837 

青少年の未来を創造する講演会を開催します 
 
 可能性あふれる青少年を対象にした講演会を開催します。 
 
◆日時 ２月10日(日)午後３時～ 

◆場所 下妻市民文化会館 大ホール 

◆講演 ｢できないをできるに変える 行くぞ甲子園 

     絶対にあきらめない強い気持ちで 

                夢をつかもう！｣ 

     講師 下妻第二高等学校野球部監督 小菅 勲 氏 
 

問 下妻青年会議所 未来創造委員会(薗部) 
   090-9971-9459 

学校施設関連交付金事業 

事後評価原案を公表します 
 
市では、平成22年度から23年度にかけ、上妻小学校、騰波

ノ江小学校、宗道小学校の体育館、東部中学校の移転改築にお

いて｢安全・安心な学校づくり交付金事業｣並びに｢学校施設環

境改善事業｣を活用し、耐震補強・改修工事、並びに改築工事

に取り組んできました。 

交付金事業は、終了後に事後評価を実施し、市民に公表する

ことになっています。 

この度、事後評価原案をまとめましたので、公表し意見を募

集します。 
 
◆閲覧および意見の提出期限 

 １月25日(金) 

◆閲覧場所 

市ホームページによる閲覧のほか、学校教育課(千代川庁舎) 

にて閲覧できます。 

◆意見の提出方法 

 電話、Fax、電子メールにて提出してください。(様式不問) 
 

問 (提出先) 市学校教育課 内線2813 Fax43-9608 
       Eメール gakko@city.shimotsuma.lg.jp 

案 内 

案 内 

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。 
 
◆日時 ２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 

計画等(案) 
の名称 

下妻市準用河川管理施設等の構造に関する条例(案) 
下妻市道路の構造の技術的基準を定める条例(案) 
下妻市道路に設ける道路標識の寸法を定める条例(案) 
下妻市移動等円滑化のために必要な市道の構造に 

関する基準を定める条例(案) 

環境基本計画(案) 
※環境の保全に関する 
 施策を推進する計画 
 策定案 

下妻市地域防災計画 

(案) 

※災害対策および災害 

 発生時の対応につい 

 ての計画策定案 

募集期間 １月10日(木)～29日(火) 
１月25日(金) 
～２月14日(木) 

１月11日(金) 

  ～31日(木) 

閲覧場所 
・市ホームページ 
・建設課(第二庁舎) 

・市ホームページ 
・生活環境課(本庁舎) 

・市ホームページ 
・消防交通課(本庁舎) 

意見の 
提出方法等 

意見の提出方法等、詳しくは市ホームページまたは担当課にお問い合わせください。 

問 (提出先) 
市建設課 
内線1712 

市生活環境課 
内線1423 

市消防交通課 
内線1431・1434 

mailto:gakko@city.shimotsuma.lg.jp


ときめき婚活バレンタインパーティー 
 
◆日時 ２月10日(日)午前11時30分～午後３時頃 

           (受付 午前11時～) 

◆会場 ORANGE CAFÉ[筑西市下岡崎2-4-9] 

◆対象者 40歳以下の独身男・女 各15名 ※先着順。 

◆参加費 男性6,000円 女性1,500円  
 

問 申 NPO法人メドウルミートクラブ 
     25-2678 

平成25年度 『一般入学生』募集 
 
●受験資格 中学校卒業以上の者 

●募集人員 40名 

●修業年限 ２年 

●試験日および試験科目 

２月15日(金) 国語・数学・作文 

２月17日(日) 面接 

●試験会場 真壁医師会准看護学院 

      [筑西市二木成827-１] 

●出願期間 １月28日(月)～２月14日(木) 
 

問 資料請求 真壁医師会准看護学院 
        22-7702 

平成25年度 『児童保育クラブ新入所児童』募集 
 

《下妻小学校児童保育クラブ》 
 
●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、児童の放課後の保育が難しい 

      家庭の児童。 

●開設期間 平日の下校時～午後６時25分 

      ※振替休日などの1日保育(希望保育) 

       午前７時45分～午後６時25分 

●運営費 入会金 年額2,000円(初年度のみ) 

    保険料 年額1,000円 

    会費 月額5,000円 

        (７月6,000円、8月8,000円 

         12月・3月6,000円) 

●保護者会 入所した児童の保護者は、必ず保護者会に 

      入り、児童保育クラブの運営に協力する。 

●募集人数 12名 

●申込方法 児童保育クラブ室にある入所申込書に記入 

      のうえ、お申し込みください。 

●申込期限 ２月７日(木) 
       

問 申 下妻小学校児童保育クラブ(小竹) 
     44-3704 平日 正午～午後３時 

自動車税の納税は口座振替で 
  
 公共料金と同じように預金口座から自動的

に納税ができ大変便利です。 

 お申し込みは、預金口座のある金融機関(ゆ

うちょ銀行除く)で簡単にできますので印鑑を

ご持参のうえお手続きください。 
  

問 筑西県税事務所 
   24-9184 

平成25年度 『硬式テニス教室』受講生募集 
 
あなたもテニスを始めてみませんか。テニス未経験の方

から参加できる教室です。 
 
●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週目がある月の開催は、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 砂沼広域公園管理事務所 43-6661 

『公開講座』を開催します 
 
 土地や建物の所有者が亡くなった場合はどのような登記手

続きをおこなうのか、必要な書類は何かなど、｢相続と法規｣

をテーマに法務局職員がわかりやすく説明します。 
 
◆日時 ２月20日(水)午後１時30分～３時 

◆場所 水戸地方法務局下妻支局３階 会議室 

    [下妻乙1300-1] 

◆定員 25名 ※定員になり次第締め切ります。 

◆●参加費 無料 
 

問 申 水戸地方法務局下妻支局(豊﨑) 43-3935 

学童クラブ 『指導員』募集 
 
騰波ノ江学童クラブの新設にともない、指導

員を募集します。 

就労などで家庭に保護者がいない小学生を対

象に、遊びを中心とした保育をおこないます。 
 
●募集人員 

 若干名 
 
●対象者 

 65歳までの健康な方。 

 子どもが好きな方で 

 あれば資格は問いません。 
 
●勤務地 

 騰波ノ江小学校学童クラブ 

 [騰波ノ江小学校敷地内] 
 
●勤務日時 

 月～金曜日   午後2時30分～７時 

 第１・３土曜日 午前７時30分～午後７時 

  (土曜日は保育の希望があった場合のみ) 
 
 ※早番・遅番の交代制。勤務時間は相談に 

  応じます。 

 ※夏休みなどの長期休暇期間、臨時休暇日は 

  土曜日の勤務時間に準じます。 
 
●給与 

 時給800円 
 
●申込方法 

 履歴書を子育て支援課に郵送または持参して 

 ください。 

 後日、保護者会より面接の連絡をします。 
 
●申込期限 

 ２月８日(金)必着 
 

問 申 市子育て支援課 内線1594 
     〒304-8501下妻市本城町2-22 

茨城県の特定最低賃金改定 
～必ずチェック最低賃金！ 

            使用者も労働者も～ 
 
◆茨城県の特定最低賃金が、改定されました。 
 
①鉄鋼業  805円 

②はん用機械器具、生産用機械器具 

 業務用機械器具製造業  789円 

③計量器・測定器・分析機器・試験機・ 

 理化学機械器具、医療用機械器具・ 

 医療用品、光学機械器具・レンズ 

 電子部品・デバイス・電子回路 

 電気機械器具、情報通信機械器具 

 時計・同部分品製造業  782円 

④各種商品小売業  756円 
 

◆効力発生日 

 平成24年12月31日 
 

問 茨城労働局労働基準部賃金室 

   029-224-6216 

元気いばらき就職面接会 
 

 企業の人事担当者と直接お会いできるチャンスです。 
 
◆日時 ２月７日(木)午後１時30分～３時30分 

          (受付 午後１時～)  

◆場所 県筑西合同庁舎 大会議室[筑西市二木成615] 

◆対象者 学生を除く若年者や離職中の求職者 

◆参加事業所数 約20社 
     

◎事前予約不要。履歴書を複数お持ちください。 
 

問 いばらき就職支援センター県西地区センター 
   23-3811 

就職支援セミナー 

「就職カレッジ」を開催します 
 
◆日時 ２月13日(水)・14日(木) 

      20日(水)・21日(木) 

    午前9時30分～午後４時30分 

◆会場 県南生涯学習センター 

    [土浦市大和町９-１ウララビル] 

◆対象者 30歳～概ね40歳前半の求職者で 

     全日程(４日間)参加できる方 
 

問 申 NPO法人 雇用人材協会 
     029-300-1738 

「認知症フォーラムin結城」～地域で支える認知症ケア～ 
    
◆日時 2月6日(水) 

◆場所 結城市民文化センターアクロス 小ホール、展示室 

◆内容 午前10時～ 開会式 

午前10時20分～ 第一部 ｢劇場版ヘルプマン｣ 

             上映会 

午後１時30分～   第二部 基調講演 

             実践発表 

             シンポジウム 

◆参加費 500円(資料代含む) 
 

問 茨城県地域密着型介護サービス協議会(根本) 

   029-212-3252 

案 内 募 集 


