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しもつま 広
報 

土・日・祝祭日等の証明書交付 
 

土・日・祝祭日・年末年始に交付している住民票

謄 本・抄 本 及 び 印 鑑 登 録 証 明 書 の 交 付 条 件 に   

ついて、改めてお知らせします。 
 

■交付時間 午前10時～午後４時 

＊死亡届の事務処理が優先となりますので、ご了承ください。 
 

住民票謄本・抄本（本籍記載のものに限る） 

＊次の３点をすべて満たしている場合に交付できます。 

◆本人及び同一世帯の方からの請求である場合 

◆運転免許証・パスポート等官公署発行の写真付証明書で本人確認

できる場合 

◆住民票の申請用紙に住所・氏名・生年月日を正確に記載できた 

場合 

＊次の場合は交付できません。 

◆同番地の親族の方でも、同一世帯でない場合 

◆第三者（委任状含む）による場合 

◆本籍を省略した住民票を請求した場合 

◆住基コード入りの住民票を請求した場合 

◆広域交付（運転免許証を提示して請求できる制度）による請求の

場合 
 

印鑑登録証明書（印鑑証明書） 

＊次の２点を満たしている場合交付できます。 

◆印鑑登録証カードを持参した方（代理人・外国人でも可です） 

◆印鑑証明書の申請書に住所・氏名・生年月日を正確に記載できた場合 

＊次の場合は交付できません。 

◆旧カードや破損したカードであり、発行機で読み取れない場合 

（旧カードの引替えやカードの再交付の手続きは、開庁日にお越し

ください） 

問 市民課 内線1412～1416 

障害者福祉タクシー券／平成20年度 
 

●対象者 

・身体障害者手帳1～3級の所持者（視覚、下肢障害

は4級以上） 

・療育手帳A及び A の所持者 

・精神障害者保健福祉手帳1級の所持者 

＊上記のうち、自動車税・軽自動車税の減免を受けて

いる方、高齢者福祉タクシー助成券の交付を受けて 

いる方は該当しません。 

●利用条件 

・通院、福祉施設への通所、福祉行事への参加、公的

機関への移動に利用できます。 

・市内のタクシー事業所および、市内の福祉タクシー

事業所のみ利用できます。 

・障害者本人のみ利用できます。 

・紛失した場合、再交付はできません。 

●助成内容 

・1枚につき初乗り運賃額を助成します。（中型タク

シーの初乗り運賃が限度） 

・1回の乗車につき1枚のみの利用で､年間48枚利用

できます。 

●申請受付 

・3月2１日（金）から受け付けます。 

・障害者手帳と印鑑をご持参ください。 

＊平成1９年度のタクシー券が残っている場合は、 

４月以降に返還してください。 
 

問 申 市福祉事務所 内線1575・1577  

              市くらしの窓口課 内線 2443 

高齢者福祉タクシー利用助成 

はり・灸・マッサージ施術費助成 
 

４月１日から助成の交付が受けられます。  

 

高齢者福祉タクシー助成券 
●対象になる人 

・在宅で、75歳以上のひとり暮らし及び高齢者のみ

の世帯で希望する人 

・在宅で、80歳以上の高齢者で希望する人 

●対象にならない人 

・障害者福祉タクシー券を利用している人 

・現在、車を所有し、運転できる人 

・自動車税及び軽自動車税の減免を受けている人 

●１回当たり500円で、年間12枚を限度に助成券を

交付します。 

●助成券の交付枚数 ４月から９月までに申請した

方は12枚、10月から３月までに申請した方は６枚 

●利用希望の方は、介護保険課又はくらしの窓口課

（千代川庁舎）に必要書類等（介護保険証又は医療

保険証及び印鑑） をお持ちの上、交付申請をして 

ください。 

●利用できる事業所 

＊介護タクシーは、単独では公共交通機関を利用 

することが困難な方が利用できます。 

はり・灸・マッサージ施術費助成券 
●対象になる人 

・70歳以上の人 

・65歳以上で身体障害者手帳1・2級の人 

●１回当たり1,200円で、年間10枚を限度に助成券

を交付します 

●助成券の交付枚数 ４月から９月までに申請した

方は10枚、10月から３月までに申請した方は５枚 

●利用希望の方は、介護保険課又はくらしの窓口課

（千代川庁舎）に必要書類等（介護保険証又は医療

保険証及び印鑑）をお持ちの上、交付申請をして 

ください。 

浄化槽設置事業費補助金の申請受付 
 

平成20年度の合併処理浄化槽の補助申請受付を、４月１日（火）

から行いますので合併処理浄化槽を設置される方は、申請してくだ

さい。申請書類は市のホームページからダウンロードできます。 

なお、平成20年度から単独処理浄化槽の撤去処理費用の一部補助 

及び高度処理浄化槽設置費用補助額に変更があります。 

詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 市生活環境課 内線1423 

「国民健康保険証」 更新の案内 
 

■国民健康保険に加入中の方 

 「国 民健康 保険証」は、毎 年４月 

１日に新しいものに変わります。20年

度の新しい保険証は世帯ごとに郵送

で、４月１日までに交付します。 
保険証は１人１枚ですので、必ず 

枚数、記載事項を確認してください。 

＊国民健康保険税が未納になっている

世帯には保険証は送付されません。 

納税相談の通知をしますので、指定日

に来庁してください。 
 

■３月で退職などにより社会保険を 

喪失される方 

４月になりましたら、下記のものを 

持参の上、来庁してください。 

◎必ず必要なもの 

◆退職証明書 ◆離職票 ◆社会 

保険資格喪失証明書（いずれか） 

◆印鑑（ゴム印は不可） 

◎マル福該当の方 

◆マル福受給者証 

◎厚生年金、各種共済組合などの年金

を受けていて、これらの加入期間が20

年以上、または40歳以降10年以上 

ある方 

◆年金証書 
 

「国民健康保険高齢受給者証」を

お持ちの方へ 
昨年の制度改正により、70歳～74

歳の方で「国民健康保険高齢受給者

証」の負担割合が1割の方は、平成20

年4月から2割になる予定でしたが、 

平成21年3月までの1年間、負担割合

が1割に据え置かれることになりました。 

これに伴い、3月31日有効期限の

「国民健康保険高齢受給者証」をお持

ちの方には、4月から使用する「国民

健康保険高齢受給者証」を保険証とは

別に郵送します。 
 

問 市保険年金課 内線1518 

事業所名 電話番号 種別 

下妻交通タクシー 44-2327 

一般 

タクシー 

大東交通タクシー 43-7777 
中六興業タクシー 43-4151 
宗道タクシー 43-3826 
沢木タクシー 44-3336 
市社会福祉協議会ケア

センター 
44-6993 

介護 

タクシー 

スマイル 44-0809 
つくば医療機関救急 

輸送サービス 
0120-20-0199 

あおば 44-6222 
たんぽぽ 44-8821 

●利用できる事業所 

問 申 市介護保険課 内線1538 

              市くらしの窓口課 内線2443 

事業所 住所 電話番号 

粟野鍼灸マッサージ院 下妻丙80-4 43-3411 
深谷マッサージ指圧

療院 
長塚乙1-8 43-3926 

中村接骨院 堀篭1382-4 43-2136 
東洋鍼灸治療院 若柳乙225-1 43-9105 
尚克治療院 若柳丙391 44-1044 
片平鍼灸マッサージ

治療院 
小島703 43-3497 

島田針灸院 見田946 43-4577 
あかひげ治療院 前河原846-93 44-6667 

 

 

★「高齢者福祉タクシー助成券」と「障害

者福祉タクシー券」は、どちらか一方の 

利用となります。 



2009年1月 株券が電子化されます 
●株券電子化により、上場会社の株券は無効と 

なり、株主の権利は証券会社などの金融機関の 

口座で電子的に管理されます。 

●お手元の株券が本人名義になっていない場合

は、電子化により株主としての権利を失うおそれ

がありますので、株券電子化の実施前までに名義

書き換えが必要です。 

問 日本証券業協会証券決裁制度改革推進センター 

   03-3667-4500（平日9時～17時）  

家内労働法を知っていますか 
家内労働者の労働条件の向上と生活安定を図る

ため、委託者は家内労働者「内職者」に家内労働

手帳を交付することになっています。工賃は、 

全額を１か月以内に支払わなければならないこと

になっています。＊「インチキ内職」には、特に

気をつけましょう。 

問 ・茨城労働局労働基準部賃金室  

          029-224-6216 

   ・筑西労働基準監督署 22-4564 

永住帰国した中国残留邦人 

 樺太残留邦人のみなさんへ 
 

中国残留邦人等の方々の老後安定のため、 

“新たな支援”がスタートします。 
 

（１）老齢基礎年金の満額支給（平成20年１月１日～） 

 公的年金の未加入期間について、特例的に保険料の 

追納を認め、追納に必要な全額を国が負担し、満額の 

老齢基礎年金を受給できるようにします。 

［支給対象者］ 

 ①明治44年４月２日以降に生まれた方 

 ②昭和21年12月31日以前に生まれた方（※） 

 ③永住帰国した日から引き続き１年以上日本国

内に住所を有している方 

 ④昭和36年４月１日以降に初めて永住帰国した方 

※昭和22年１月１日以降生まれで、②に準ずる事情が

あり、厚生労働大臣が認める60歳以上の方を含む。 

（２）老齢基礎年金を補完する生活支援給付（平成20

年４月～） 

（１）の老齢基礎年金満額支給の対象者とその配偶者

の方で、世帯の収入が一定の基準を満たさない場合に

は、新たに生活支援給付等を支給します。 

（３）地域社会における生活支援等（平成20年４月～） 

中国残留邦人等の方々が地域社会の一員としていきいき

と暮らせるよう、必要に応じた支援事業を実施します。 

＊資料は、第二庁舎２階介護保険課に備えてあります。 
 

問 市介護保険課 内線1538 

「森林湖沼環境税」が導入されます 
 

 昨年12月の県議会で、森林湖沼環境税条例が可決成立

し、平成20年度から５年間、森林湖沼環境税が導入され

ます。この税は、荒廃などが進む森林や湖沼を、保全する

ためのものです。ご理解とご協力をお願いします。 
 

■課税期間 平成20年度～平成24年度までの５年間 

■税率 個人：県民税均等割に年額1,000円を上乗せ 

    法人：県民税均等割に年額10％を上乗せ 

■税収の使途  

●森林の保全・整備 

・荒廃した森林の間伐、平地林・里山林等の身近な緑の保全 

・県産材利活用の推進 

・森林環境教育などを通じた県民意識の醸成 

●霞ヶ浦等湖沼・河川の水質保全 

・高度処理型浄化槽普及促進など生活排水対策の強力な推進 

・農地や市街地から流出水対策の推進 

・市民団体活動支援の充実、意識啓発活動の強化 
 

問 県税務課 029-301-2418 

フォトクラブ 「歩」 写真展 開催 
 

■とき ３月15日（土）～４月10日（木） 

 午前９時～午後４時30分（ 終日は午後４時まで） 

＊毎週月曜日及び３月21日（金）は休館です。 

■ところ ふるさと博物館 企画展示室 

■入館料 写真展のみの見学は無料 
 

問 フォトクラブ「歩」（稲川） 44-5829 

再就職希望者支援事業（国の委託事業） 

育児や介護などで退職した方の再就職をバックアップします。 

・再就職準備セミナーへの参加 ・個別相談 ・再就職 

情報誌の送付 ・再チャレンジサポートプログラム  

（登録、セミナー等は全て無料） 

問 申 （財）21世紀職業財団茨城事務所  

                 029-226-2413 
 

子育てママ再就職支援事業（県事業） 

育児などのために離職した女性の支援を行っています。 

（再就職のための相談・職業紹介、職業訓練にかかる費用

の一部補助など） 

問 申 いばらき就職支援センター  

                県西地区センター 23-3811 
 

子育てママ 再就職支援サークル（県事業） 

 子育てママのための就職活動をサポートするサークル活動

を支援します。サークル活動では、キャリアカウンセラーに

よる、就職に役立つ情報や活動ポイントなどを提供すると 

ともに、子育てママ同士の情報交換などを行います。 

問 申 いばらき就職支援センター（ジョブカフェいば

らき） 029-300-1916／ 029-300-1715 

 

しもつま桜塚工業団地造成に伴う 

発掘調査 現地説明会を開催 
 

 高道祖桜塚地区において、しもつま桜塚工業団

地造成に伴う発掘調査を行っています。現地は、

県周知の遺跡である「桜塚古墳群」の範囲に位置

しています。今回の発掘調査は、工業団地造成に

より今後開発される部分を調査したもので、縄文

時代の集落跡や縄文土器等の遺物などが発見され

ました。発掘調査での成果を現地で公開し、調査

成果について担当調査員が解説をする現地説明会

を開催します。興味のある方は、ぜひお集まり 

ください。 
 

●日時 ３月23日（日）午前10時～12時 

＊雨天中止 

●場所 高道祖字桜塚4245番地 他（下図） 

＊現地集合 

＊長靴をご持参ください。 

＊車でお越しの方は、筑波共立㈱（工場西側砂利

駐車場）及び、高道祖小学校駐車場をご利用くだ

さい。 

＊現地内・付近路上への駐車はご遠慮ください。 

【筑波共立㈱駐車場から現地まで 約400ｍ 徒歩５分】 

【高道祖小駐車場から現地まで 約900ｍ 徒歩15分】 
 

問 市生涯学習課 文化係 内線2833 

ご注意！ 一酸化炭素中毒 
 密閉された空間で灯油、ガス、薪などを使い 

燃焼器具を長時間使用する場合、換気不足による

一酸化炭素中毒のおそれがあります。一酸化炭素

は毒性が強く、わずかな量でも死に至ることが 

あります。燃焼器具を使用する際は必ず、定期的

に換気してください。［経済産業省］ 

最適なライフステージで 

快適な暮らし始めて見ませんか 
 

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、常総線下妻駅や下妻小 

学校、商店・病院・金融機関などがある市街地に近く 

利便性の良い宅地です。 

 <分譲区画 10区画・坪16.49万円から> 
 

◆分譲概要 

【所在】本宿町２丁目、田町１丁目、田町２丁目 

【分譲区画】10区画〈全41区画・分譲済31区画〉   

【分譲面積】 

  189.49㎡（約57坪）～333.43㎡（約101坪） 

【価格】1,050万円台～1,922万円台 

【坪単価】16.49万円～19.47万円 

【 多価格帯】1,100万円台 ６区画 

【上下水道完備】加入負担金･受益者負担金あり 

◆現地見学会開催  

【日時】３月22 日（土）・23日（日） 

    午前10時～午後４時 

【受付場所】  

 下妻東部第一土地区画整理事業地内テント 

〈保健センター東側 信号付近〉 

＊降雪等悪天候の場合には中止します。 

＊現地見学会開催日以外も随時受付、現地案内をしています。 

◆申し込み  保留地買受申込書に身分証明書・住民票 

抄本・納税証明書を添え、都市整備課（市役所第二庁舎 

２階）にお申し込みください。 
 

◆分譲価格表＜10区画＞ 

＊用途地域・容積率/建ぺい率  

 ①第一種住居地域 200/60     

 ②第一種低層住居専用地域 100/50   

 ③第二種中高層住居専用地域 200/60   
   

問 市都市整備課 区画整理係 内線1726  

案 内 

宅地番号 面積（㎡） 販売価格（円） 用途地域 

1 ２４４．６１ １２，９１５，４０８ ② 

2 １９６．７１ １０，５０４，３１４ ② 

３ ２３２．０６ １１，５７９，７９４ ② 

４ ３３３．４３ １７，１７１，６４５ ② 

５ ３２６．３７ １９，２２３，１９３ ③ 

６ ２１６．４７ １１，４５１，２６３ ① 

７ ２０８．４１ １１，３５８，３４５ ① 

８ １８９．４９ １１，０６６，２１６ ③ 

９ １８９．４９ １１，０６６，２１６ ③ 

１０ １８９．４９ １１，０６６，２１６ ③ 

筑波共立㈱  

高道祖小学校 
Ｐ 

Ｐ 

案 内 図  

現地説明会会場 

入 口 
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しもつま 広
報 

「家族介護教室」 を 

開催します 
 

高齢者家族介護支援事業として

開催します。身近な話題を中心に

お話します。同じような経験を 

されている方どうしが交流を持つ

ことにより、気分転換にもなり 

ます。お気軽にご参加ください。 
 

●対象者  

 家庭で高齢者を介護している方 

●日時 ３月23日（日）  

    午前10時～12時 

●場所 特別養護老人ホーム  

   愛宕園 デイサービスセンター 

●内容 ・介護相談・音楽体操・ 

 介 護 保 険 サ ー ビ ス の 利 用 の  

しかた・情報交換 など 

●参加費 無料 

●定員 20名 

●申込期限 ３月19日（水） 
 

問 申 特別養護老人ホーム  

               愛宕園 44-5387 

防火対象物点検資格者講習 
（平成20年４月～６月期分） 
 

 消防法の規定に基づく講習を次のとおり実施します。 

問 下妻消防署 43-1551 

実施月日 ５月27･28･29･30日 ６月17･18･19･20日 

会場 

専売ホール８階 

［東京都港区芝5-26-30

専売ビル］ 

神奈川県電気工事会館 

［横浜市中区三吉町4-1］ 

定員 100人 200人 

申請書 

提出先 

(財)東京防災指導協会 

〒101-0041千代田区神田

須田町1-34-4 神田グロ

ウビル２階 

03-5295-3080 

(財)横浜市防災指導協会 

〒232-0064横浜市南区別所

1-15-1 
KCLビル２階  

045-714-9909 

申請期間 ４月７日～14日 ５月１日～６月13日 

申請方法 

持参又は郵送 

＊持参の場合は月～金の

９時～17時 

郵送 

河川愛護モニターを募集します   
  ～未来につなごう鬼怒・小貝～ 
 

国土交通省は、河川をやさしく見守ってくれる河川愛護モニターを 

募集します。お願いする河川は、鬼怒川又は小貝川です。 
 

▼応募資格 鬼怒川又は小貝川付近に住む20歳以上の方 

▼期間 ７月１日～平成22年６月30日（２年間） 

▼謝礼 実費程度 

▼応募方法 建設課備え付けの「河川愛護モニター応募要綱」を読み、

「応募用紙」に必要事項を記入し、郵送で応募してください。 

▼応募締切 ５月19日（月）必着 
 

問 国土交通省下館河川事務所占用調整課 

   〒308-0841  筑西市二木成1753］   

        25-2151 

リハビリ友の会 会員募集 
 

 私たちは、からだに障害があっ

ても、残った機能を維持して積極

的に日常生活が送れるよう定期的

にリハビリをおこなっている仲間

です。現在月2回、保健センター

で活動しています。 
 

●参加条件 

・介護保険の認定を受けていない

40～65歳未満の方 

・機能維持のためのリハビリが 

必要な方 

・社会参加を望んでいる方 

＊参加を希望される方には、事前

に保健師が健康状態や身体機能を

確認します。 
 

●活動内容 

・月2回 

 （原則第２・４水曜日午前） 

・集団での体操、平行棒での運動 
 

問 申 市保健センター  

     43-1990 

第23回国民文化祭・いばらき2008 
 －平成20年11月８日（土）開催－ 

 「口頭詩フェスティバル」 作品募集 
 

 国民文化祭で下妻市が主催する「口頭詩フェスティ

バル」では、作品を全国から募集し、審査を行い、 

入選・入賞作品については作品集を刊行します。 

口頭詩作品を下記のとおり募集しますので、ぜひ 

ご応募ください。 
 

■応募規定 

◆作品について 

①「口頭詩」とは、書き言葉を覚える前の子どもたちがつぶやいた感性

豊かな言葉を、そばにいる大人が書き記したものです。 

②対象は、未就学の幼児の言葉とし、採集者は家族や保育士、幼稚園 

教諭など身近な大人とします。（平成13年4月2日以後に生まれた子ど

もが、就学前につぶやいた言葉までを対象とします） 

③口頭詩にあわせて、採集したときの状況や様子なども書くものと  

します。 

④作品は幼児１人につき１点までとし、未発表のものに限ります。 

（ただし、園内や会員間で発行された機関誌に掲載された作品は可と 

しますが、他のコンクールや新聞等に応募していないものに限ります） 

◆応募料 無料 

◆応募方法 

①所定の応募用紙及び応募票に必要事項を記入し、応募してください。  

＊応募に必要な書類は、市生涯学習課で配布しています。 

（市内の幼稚園・保育園に在園の方は、園でも入手可能です。また、 

市内公共施設でも配布しています）  

市ホームページからもダウンロードできますので、ご活用ください。 

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

＊封筒の表には「口頭詩作品」と朱書きしてください。 

＊応募規定に違反する場合は、入選・入賞を取り消します。 

■応募受付期間 ３月１日（土）～ ５月31日（土）＊当日消印有効 

■応募先 郵送、または直接窓口へご持参ください。 

宛先 〒304-8555 下妻市鬼怒230 下妻市教育委員会生涯学習課内 

                第23回国民文化祭下妻市実行委員会事務局［千代川庁舎］ 

■賞 

文部科学大臣賞／国民文化祭実行委員会会長賞／茨城県知事賞／第23回

国民文化祭茨城県実行委員会会長賞／茨城県教育委員会教育長賞／下妻

市長賞／第23回国民文化祭下妻市実行委員会会長賞／下妻市教育委員会

教育長賞（予定） 

■発表 審査結果については、入選・入賞者に通知します。 

入選・入賞作品は作品集として刊行するほか、入賞者については、11月

８日（土）開催の「口頭詩フェスティバル」で表彰式を行います。 

■注意事項 

（１）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・作品集作成など必要な場合には、応募作品を使用できるものと

します。 

（２）入選・入賞者については、応募票に記載の個人情報のうち、  

氏名、居住都道府県・市区町村名等を作品集に掲載する他、報道機関を

含めた関係者へも提供する場合がありますので、ご承諾のうえご応募 

ください。                              

                 問 市教育委員会生涯学習課内 第23回国民文化祭 

                           下妻市実行委員会事務局  内線2833・2834 

図書館アカデミー講演会 
「インターネットで調べる 

とき」 
 

市立図書館では、８台の閲覧用

インターネット端末を設置して、

利用者の調査研究のために役立て

ているところです。今回、図書館

アカデミー事業としてインター

ネットの「検索の仕方」について

講演会を開催します。家庭や企業

でも、インターネットは簡単で 

素早く情報収集ができる手段と 

して定着してきていますので、 

ぜひご来場ください。 
 

■日時 ３月26日（水） 

    午後１時30分～３時 

   （午後１時開場） 

■場所 図書館２階 映像ホール 

■講師 図書館・メディア研究所 

    小畑信夫氏 

■入場 事前予約と当日参加の 

２通りあります。 

◆事前予約の場合 定員70名 

図書館のカウンターにて直接か、

電 話 で お 申 し 込 み く だ さ い。  

氏名・電話番号をお知らせくだ 

さい。団体での申し込みも受け 

付けます。 

◆当日参加の場合 定員約60名 

先着順入場。定員になり次第締め

切ります。 

＊入場は無料です。 

＊車でお越しの際は、できるだけ

乗り合わせでお願いします。 
 

問 申 市立図書館  

     43-8811 

募 集 

 募 集 



市民ソフトテニス（軟式テニス） 

教室 
 

ソフトテニスを気軽に親しみ、健康 

増進を図ることを目的にテニス教室を 

開催します。経験の有無は問いません。 
 

●日時  

  ４月６日（日）～11月30日（日） 

 ＊毎週日曜日 雨天中止 

午前９時30分～正午 

（初心者、初級・中級者） 

午後１時～３時（上級者） 

●場所 市営柳原テニスコート 

●対象者 市内在住・在勤の小学生 

から中高年までの方及び市内ソフト 

テニスクラブに加入している方 

●参加費 年間大人2,600円、子供

2,100円（スポーツ安全保険加入料を

含みます） 

●用意する物 ソフトテニス用ラケッ

ト、テニスシューズ、運動できる服装 
 

問 申 下妻市ソフトテニス連盟 

事務局 （宮本） 44-2805 

    （落合） 44-6225  

      携帯090-1057-3081 

＊当日会場でも受け付けます。 

茨城県男女共同参画推進員を募集します 
  

●募集人数 150名程度 

●委嘱期間 ２年間（平成20～21年度） 

●活動内容 ・地域情報の提供・広報誌の配布等啓発活動 

      ・｢男女共同参画推進月間｣等での啓発協力 

      ・男女共同参画に関する相談窓口などの紹介 

      ・アンケート調査など地域での各種自主活動 など 

●募集期限 ３月19日（水）＊当日消印有効 

●応募方法等  

・応募資格 県内在住の20歳以上の方で、男女共同参画の理念を 

理解し、活動に意欲がある方（地方公共団体の長及び議会議員は不可） 

・所定の申込書（県女性青少年課のホームページからダウンロード

できます）及びレポートを県西地方総合事務所まで郵送もしくは 

ＦＡＸ、Ｅメールでの送信 

レポート テーマ｢男女共同参画を推進するための必要な取り組みに

ついて｣ 字数400字以上 

・応募先 県西地方総合事務所県民生活課［〒308-8510 筑西市 

二木成615 24-9091 FAX 24-2357 

Ｅメール seisokenmin@pref.ibaraki.lg.jp 

・公募結果 応募者の中から選考を行い、結果については、４月 

下旬に文書で通知します。 

●その他 

・報酬、旅費等の費用弁償はありません。ボランティアで活動でき

る方のご協力をお願いします。 

・年２回の会議（全体研修及びブロック別会議）があります。 
 

問 県女性青少年課 029-301-2178 

市ソフトボール連盟 

登録・大会申込・総会・抽選会 
 

 平成20年度総会の開催及び連盟の 

登録、第28回会長旗大会の申し込みを 

受け付けします。 
 

●連盟登録・会長旗大会申し込み 

◆会費 登録費 7,000円  

    大会費 5,000円 

◆参加資格 市内在住・在勤の20歳

以上の者で構成するチーム（二重登録

は禁止） 

◆申し込み  

 総会時又は市スポーツ振興課へ 

●総会・抽選会 

◆とき  

 ３月23日（日）午後６時30分 

◆ところ 下妻公民館 

＊会長旗大会の抽選会を総会時に行い

ますので、必ず出席してください 

●会長旗大会日程 

 ４月20日（日）・27日（日） 

＊予備日 ５月11日（日） 
 

問 市ソフトボール連盟（稲葉） 

   090-7210-5400 

自衛隊幹部候補生募集 
一般・技術幹部候補生 
 

◆受付期間  

 ４月１日（火）～５月12日（月） 

◆応募資格 平成21年４月１日

現在、次のいずれかに該当する者 

（１）22歳以上26歳未満で大学

卒業程度の学力を有する者 

（２）学校教育法に基づく大学院

の修士の学位を受けた者について

は、28歳未満の者 

（３）20歳以上22歳未満で、学校 

教育法に基づく大学を卒業した者

（平成21年３月卒業見込みを含む） 

◆給与 大学卒：212,700円 

    大学院卒：230,100円 

    賞与：4.5か月／年 

◆試験 １次 ５月17日（土） 

［５月18日（日）＊飛行要員のみ］ 

・２次 ６月17日（火）～６月

20日（金）のうち指定する日 

・３次［７月16日（水）～８月 

２日（土）＊飛行要員のみ］ 

◆入隊時期  

 平成２１年３月下旬～４月上旬 
 

問 自衛隊茨城地方協力本部  

筑西地域事務所 22-7239 

パクパク離乳食教室 
 

●とき ４月15日（火） 

●ところ 市保健センター 

●受付時間 午前９時45分～10時 

●該当者 平成19年12月～平成

20年１月生まれの赤ちゃんの 

お母さん・家族の方 

●内容  

・乳児の健康と予防接種の受け方 

（保健師の話） 

・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） 

●定員 20名 

＊母子健康手帳をお持ちください。 

＊参加希望の方は、電話でお申し

込みください。 
 

問 市保健センター  

   43-1990  

   内線1554・1555  

麻しん （はしか） の予防接種を受けましょう 
 

昨年猛威を振るったはしかが、早くも流行の兆しを見せて

います。報告された患者の約６割は予防接種歴がなく、半数

近くが10代で、20代も約２割を占めています。 

麻しんは感染力がとても強く、空気感染します。 

麻しんの定期接種は、2006年４月から１歳児と小学校入学前の２回 

接種に変更されました。 

10代以降の患者多発を受け、今年４月から５年間に限り、中学１年生と

高校３年生の方も定期接種の対象となります。 

＊定期接種 公費負担（無料）で受けられます。 
 

●実施する予防接種名 麻しん風しん混合ワクチン 

●対象者及び実施内容 

・第１期 １歳以上２歳未満の子  

・第２期 小学校入学前の1年間（年長児） 

＊実施内容に変更ありません（市指定医療機関で接種） 
 

2008年4月から実施（５年間実施） 
・第３期 中学１年生に相当する年齢の人→中学校で集団接種 

＊新年度、学校を通してお知らせします。 

・第４期 高校３年生に相当する年齢の人→市指定医療機関で個別接種 

＊４月以降、対象者にお知らせします。 
 

次に該当する場合は保健センターにご連絡ください。 

★今までに麻しんや風しんにかかったことがある方 

★第３期・第４期対象者のうち、今までに麻しんや風しんの予防接種を 

２回接種した方 

＊上記対象者以外の方も予防接種歴・既罹患歴を確認し、特に未接種・ 

未罹患者は予防接種を受けるようにしましょう。（自費接種） 

＊不明な点については、かかりつけ医や保健センターにご相談ください。 
 

問 市保健センター 43-1990 

区分 日時 場所 問い合わせ 

心 配 ご と 

相談 

４月１日・８日・15日 

22日（火曜日） 

午後１時30分～３時30分 

受付 午後１時15分～３時 

＊法律相談は８日と22日

（予約制） 

下妻公民館 

２階 小会議室 
 

＊法律相談は 

   下妻公民館 

   2階 学習室 

市社会福祉  

協議会 

44-0142 
  

行政相談 

４月11日（金）  

午後１時30分～３時30分 

千代川公民館 

１階 小会議室 市秘書課 

内線1212 ４月18日（金） 

午後１時30分～３時30分 

下妻公民館 

１階 和室 

人権相談 

（困りごと） 

４月25日（金） 

午後１時30分～３時30分 

下妻公民館 

１階 和室 

市人権推進室 

内線1583 

納税相談 

夜間納税相談 

４月３日（木） 

午後５時30分～７時30分 

休日納税相談 

４月27日（日） 

午前８時30分～午後５時 

本庁舎１階 

収納課 

市収納課 

内 線 1363

～1365 

募 集 
 

健 康 

ふれあいパーティ・あたらしい出会いを探してみませんか 

 いばらき出会いサポートセンターとの共催により、開催します。 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート 0280-87-7085 

      Eメール info@bell-support.net 

つくば会場 
●日時 ３月23日（日） 

    13:30～17:00 

    （受付12:30～） 

●場所 オークラフロンティア 

    ホテルつくば 

Ａコース  

・対象者 40歳までの独身者  

・定員 男性15名 女性15名 

・参加費 男性4,000円  

     女性2,000円  

＊当日徴収します 

Ｂコース 

・対象者 40歳以上の独身者 

・定員 男性10名 女性10名   

・参加費 男性4,000円 

     女性2,000円  

＊当日徴収します 

＊定員になり次第締め切ります 

境会場 
●日時 ４月６日（日） 

    13:30～17:00 

    （受付12:30～） 

●場所 境町ふれあいの里 

 

Ａコース 

・対象者 40歳までの独身者 

・定員 男性10名 女性10名 

・参加費 男性3,000円  

     女性2,000円  

＊当日徴収します 

Ｂコース 

・対象者 40歳以上の独身者 

・定員 男性10名 女性10名 

・参加費 男性3,000円  

     女性2,000円  

＊当日徴収します 

＊定員になり次第締め切ります 

４月の相談 


