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あたらしい出会いを 

探してみませんか 
 
 NPO法人ベル・サポートでは、いば

らき出会いサポートセンターと共催によ

り、ふれあいパーティを開催します。 
 
※いばらき出会いサポートセンターは、 

 県と(社)茨城県労働者福祉協議会が共 

 同で設立した組織です。 
 
【守谷会場】 

 ◇日時 4月5日(日)16:30～18:00 

         (受付15:00～) 

◇場所 ウエディングヒルズ 

    アジュール 

    [守谷市松ヶ丘6-6-3] 

◇申込開始 3月5日(木)から  
       
【取手会場】 

◇日時 4月12日(日) 

    13:30～17:00 

    (受付12:30～) 

◇場所 取手市福祉交流センター 

    [取手市大字寺田5144-3] 

◇申込開始 3月12日(木)から  
 
【境会場】 

◇日時 4月19日(日) 

    13:30～17:00 

    (受付12:30～) 

◇場所 グリーンパレス飛鳥 

    [境町伏木1359] 

◇申込開始 3月19日(木)から  
 
◆募集対象者(男性は抽選) 

 ・守谷会場 

 男女とも35歳～45歳まで  

 男性20名 女性20名 

 ・取手、境会場 

Ａコース  

 男女とも40歳まで  

 男性15名 女性15名 

   Ｂコース 

    男女とも40歳以上 

    男性10名 女性10名 

◆参加費 

 男性5,000円 女性1,000円 

 

問 申 NPO法人ベル・サポート 

     0280-87-7085 

     E-mail 

      info@bell-support.net 

 

国民健康保険証の更新について 
 

 ｢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。  

 平成21年度の保険証は世帯ごとに３月下旬に郵送します。個人

ごとの保険証ですので、届きましたら必ず保険証枚数と記載内容を

ご確認ください。 
 
 ※国民健康保険税が未納になっている世帯には、 

  保険証は郵送されません。 

  後日、納税相談の通知を郵送しますので、 

  指定日に来庁してください。 

《国民健康保険の手続き》 
～次のようなときは必ず14日以内に届出を！～ 

 
 ◎詳細については、お問い合わせください。 
 

問 市保険年金課 内線1518 

 

  こんな場合は手続きを 手続きに必要なもの 

国 

保 

に 

は 

い 

る 

職場の健康保険をやめたとき 
職場の健康保険をやめた 

証明書・印鑑 

下妻市に転入したとき 所得証明書(前年)・印鑑 

子どもが生まれたとき 母子手帳・被保険者証・印鑑 

生活保護を受けなくなった 

とき 
保護廃止決定通知書・印鑑 

国 

保 

を 

や 

め 

る 

職場の健康保険に入ったとき 

  

両方の被保険者証(職場の保

険証が未交付の時は職場で証

明できるものを持参)・印鑑 

下妻市から転出するとき 被保険者証・印鑑 

死亡したとき 被保険者証・印鑑 

生活保護を受けるように 

なったとき 

保護開始決定通知書・ 

被保険者証・印鑑 

そ 

の 

他 

市内で住所がかわったとき 

被保険者証・印鑑 世帯主や名前がかわったとき 

世帯を分けたり、一緒にした 

とき 

被保険者証をなくしたとき 
身分を証明するもの(免許証 

など) ・印鑑 

修学のため、別に住所を 

定めるとき 

在学証明書・被保険者証・ 

印鑑 

 ※退職医療制度の退職被保険者に 

  該当するとき 
 
 ①定年退職者等で職場の健康 

  保険(任意継続)をやめて新た 

  に国保に入る場合 
 
 ②すでに国保に加入している 

  場合    

(イ)年金証書または裁定 

通知書・印鑑 
 
・上記の(イ)以外に職場の 

 健康保険をやめた証明書 

 
 
・上記の(イ)以外に国保の 

 被保険者証 

ごみ分別地区説明会を開催します 
 

 市では、ごみの減量化とリサイクルを促進するために、

４月よりごみの出し方を一部変更します。 

ごみの出し方の変更点や資源分別の方法など、詳細な説明

会を開催しますので、ぜひご参加ください。 
 
◆開催日 ３月15日(日) 

◆会場および時間 

◆対象者 

 ごみ減量推進員および一般市民 

◆内容 

 ごみの出し方およびごみのカレンダーの見方等について 

◆その他 

 事前の申し込み等は不要です。 

当日は、３月10日号お知らせ版と一緒に配布した 

｢ごみカレンダー｣をご持参ください。 

 

◎上記の説明会のほか、自治会や 

 団体等で10名以上のグループを 

 対象に出張説明会を開催します。 

 詳細については、お問い合わせ 

 ください。 
 

問 市生活環境課 内線1425 

 

鬼怒フラワーライン草取り交流会・ 

桜の植樹祭にご参加ください！ 
 

２月に、みなさんに除草してもらった花畑

も、暖かくなってくるとポピーのまわりには

どんどん草が生えて大きくなってしまいま

す。そこで、５月に素敵な花が咲くように２

回目の草取り交流会を行ないます。 

 また、当日は鬼怒フラワーラインの美化・

緑化を目的とした桜の植樹祭を行ないます。 

 鬼怒フラワーラインが新たな桜の名所とな

るよう皆さんの参加をお待ちしています。 

 

◆日時 ３月22日(日)午前９時開会 

    ※雨天の場合29日(日)に延期 

◆場所 鬼怒フラワーライン(大形橋上流) 

◆主催 花と１万人の会 

 

※鎌、軍手、長靴をご持参ください。 

 

問  
 
 花と１万人の会事務局 

 (市都市整備課内) 

 内線1722 

農地改良制度の改正により 

事前協議が必要です 
 

平成21年4月1日以降、農地改良制度が届

出制から協議制になります。 

農地改良を行ないたい場合は、通常毎月

10日付けで協議書を提出、当月の農業委員

会総会で同意・不同意の意見を決定し、同意

の場合は意見決定から2週間後以降に事業を

行えることとなります。 

なお、添付書類も変更になりましたので、

詳しくはお問い合わせください。 
 

問 市農業委員会事務局 内線2133 

会  場 地 区 時  間 

道の駅しもつま下妻 研修室 騰波ノ江 9:00 

 ～９:45 高道祖市民センター 柔道場 高道祖 

上妻市民センター ホール 上妻 10:15 

 ～11:00 リフレこかい 多目的ホール 千代川 

下妻市立図書館 映像ホール 下妻 11:30 

 ～12:15 ほっとランドきぬ サークル室 千代川 

働く婦人の家 集会室 総上 13:15 

 ～14:00 豊加美市民センター 研修室 豊加美 

下妻公民館 大会議室 
下妻 14:30 

 ～15:15 大宝 

 

案 内 



４月の相談 

県税事務所からのお願い 
 ～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。 

 転居などで茨城県民になられた方は、住民登録

手続きとともに、所有している自動車も水戸・土

浦・つくばナンバーに変更して、本県に納税して

いただけるようお願いします。 

  

※自動車の変更登録についてのお問い合わせ 

 茨城運輸支局 土浦自動車検査登録事務所  

 050-5540-2018 

 

問 筑西県税事務所 収税課 

   24-9190 

４月１日から家電リサイクルの 

対象品目が追加されます 
 
 家電リサイクル法の改正にともない、 

４月１日から下記の品目が新たに追加となります。 

 ※上の表に掲載されているリサイクル料金は主な 

  メーカーの例で、メーカーによりリサイクル料金 

  が異なります。 

  (上記料金以外に、収集運搬料金が必要となります) 

 

     《リサイクル対象外のもの》 
  
   ◆携帯可能な液晶テレビ(車載用を含む) 

    ※電源として一次電池または蓄電池を 

     使用するもの 

   ◆浴室テレビ、キッチンテレビ 

    ※建築物に組み込むことができるよう 

     設計したもの 

   ◆テレビ受信機能付き携帯電話、カーナビ、 

    PDA 

   ◆液晶およびプラズマディスプレイモニター 

     (チューナーなし) 

   ◆パソコン用プラズマディスプレイモニター 

     (チューナー付きを含む) 

   ◆衣類乾燥機能付きのもの 

     ふとん乾燥機・換気扇・除湿機・ 

     ハンガー・ハンガー掛け 

   ◆業務用の液晶テレビ、プラズマテレビ 

    および衣類乾燥機 

 

問 市生活環境課 内線1424・1425 

追加される品目 
液晶テレビ 

プラズマテレビ 
衣類乾燥機 

リサイクル料金 

画面サイズ15型以下 

2,520円 
画面サイズ16型以上 

2,835円 

不動産鑑定士による 

「不動産無料相談会」 
 
◆日時等 

 【土浦会場】４月３日(金)午前９時30分～12時 

       県南生涯学習センター 

       [土浦市大和町9-1] 

 【牛久会場】４月６日(月)午前９時30分～12時 

       牛久市中央生涯学習センター 

       [牛久市粕田町1606-1] 

 【日立会場】４月２日(木)午前10時～12時 

       日立シビックセンター 

       [日立市幸町1-21-1] 

 【水戸会場】４月１日(水)午前９時30分～12時 

       水戸市役所[水戸市中央1-4-1] 
 
※事前予約は必要ありません。 

 当日会場にお越しください。 
 

問 社団法人 県不動産鑑定士協会 

   029-246-1222 

遺言・相続に関する「無料法律相談」 
 
◆日時等 

 【下妻会場】４月13日(月) 

       午後１時30分～４時30分 

       下妻市商工会館[長塚74-1] 

 【土浦会場】４月16日(木) 

       午前10時～12時、午後１時～４時  

       土浦市亀城プラザ 

       [土浦市中央2-16-4] 

 【水戸会場】４月15日(水)午後１時～４時 

       県弁護士会館[水戸市大町2-2-75] 

◆内容 

 面談による遺言、相続に関する無料法律相談 

◆受け付け 

 事前予約制(先着順) 
 

問 申 下妻支部事務局 44-2661 

      土浦支部事務局 

      029-821-0122 

      県弁護士会事務局 

      029-221-3501 

       

消火栓使用にともなう濁り水の 

対応について 
 
 火事などにより消火栓を使用した後には、水

の流れが変化するため配水管内の水あかなどが

一時的に出てしまい、赤い濁り水の発生するこ

とがあります。 

 体に直接害はありませんが、洗濯や飲用には

使わないようにしてください。 

しばらくの間水を流し続け、きれいな水に変

わったことをご確認のうえ、ご使用ください。 
 

問 水道事業所 44-5311 

高度処理型浄化槽の設置義務について 
 

霞ヶ浦流域では、4月1日から｢高度処理型浄化

槽の設置｣が建築確認の審査要件となり、従来の

｢通常型浄化槽｣では建築基準法による確認済証が

交付されなくなります。 

また、不正に通常型浄化槽を設置した場合は、

条例による罰則の対象となりますのでご注意くだ

さい。 

 

 ※浄化槽からの放流水を敷地内で処理する 

  場合は、従来どおり通常型浄化槽を設置 

  することができます。 

 

問 県環境対策課 029-301-2968 

   県建築指導課 029-301-4727 

区分 日時 場所 問い合わせ 

心配ごと相談 

４月14日・21日・28日(火) 
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14日と28日(予約制) 

下妻公民館 

２階 小会議室 

(法律相談は 

2階 学習室) 

市社会福祉協議会 

44-0142 
  

行政相談 

４月10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17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24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２日(木) 
午後５時30分～７時30分 

休日納税相談 

４月26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 

こころの健康相談 
４月８日(水) 
午後1時～3時(予約制) 

第二庁舎3階 

小会議室 

市福祉事務所 

内線1573 

案 内 平成２１年度 

浄化槽設置事業費補助金の 

申請受付について 
 

平成21年度の浄化槽設置事業費補助金の申請受付

を、４月１日(水)から行ないます。 

なお、申請書類は市のホームページからも、ダウン

ロードできます。 

詳細については、お問い合わせください。 
 

問 市生活環境課 内線1423 

※５月の相談からは、｢広報しもつま｣の最終ページに掲載します。 
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平成２１年度 上期 

『認定農業者』募集 
 
 現在の農業経営を見直し、経営規模の拡大や集約化、合

理化等により魅力ある経営づくりを目指す意欲ある農業者

を支援するために、｢認定農業者制度｣があります。 

 市では、意欲的に農業経営を考えている方を対象に、受

け付けを行ないますので、｢農業経営改善計画認定計画書｣

を提出してください。 
 
●申込期間 ４月１日(水)～20日(月) 
 

問 申 市農政課(千代川庁舎内) 

     内線2645 

『第4回“茨城弁”交通安全川柳コンテスト』 

作品募集 
 
●募集課題 

下記に関することを題材とし、作品内に“茨城弁”を 

入れた交通安全に関する川柳(五・七・五形式)とする。 

【題材】 

 ・飲酒運転の根絶 

 ※ハンドルキーパー(飲酒運転根絶のため自動車で 

  仲間と飲食店などに行く場合、お酒を飲まないで 

  自宅まで送り届ける人)運動を含む。 

・高齢者の交通事故防止 

・交通マナーの情報 

●応募数 題材ごとに１人１点(計3点以下) 

●募集期間 4月１日(水)～30日(木) 

●応募方法 

 作品および必要事項｢氏名、年齢、職業(学生の場合は 

 学校名・学年)、住所、電話番号｣を記入のうえ、お申 

 し込みください。(郵送可) 
 

問 申 下妻地区交通安全協会(下妻警察署内) 

      44-2594 

     〒304-0061[下妻市下妻丙733-1] 

パクパク離乳食教室 
 
◆とき 

 ４月14日(火) 

 受付 午前9時45分～10時 

◆ところ 市保健センター 

◆該当者 

 平成20年12月～平成21年1月うまれの 

 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 申 市保健センター 43-1990 

こどもの救急ってどんなとき パート2 
 ～実践編～ 
   

現在、子育て真っ最中の方や妊婦さん、 

また興味・関心がある方、ぜひお越しください 
 
◆とき ３月17日(火)午前10時～12時 

      (受付 午前９時30分～10時) 

◆ところ 下妻市保健センター     

◆内容 

 ・子どもの事故と手当ての方法 

   (事故予防と身近なものを用いた応急包帯法) 

 ・子どもの事故救命処置(デモンストレーション) 

◆講師 日本赤十字社の指導員 

◆定員 30名 

 ※保育希望の方は申し出てください(先着15名) 

◆参加費 50円(テキスト代) 

◆用意するもの 大きめのハンカチ(バンダナ等)、

ストッキング 
  

問 申 市保健センター 43-1990 

定額給付金について 
 

｢生活支援｣と｢地域の経済対策｣に資するた

め｢定額給付金｣が支給される予定となってい

ます。 

 国において事業に係る関連法案が成立した

後、市では速やかな支給に対応するために、

準備を進めています。 

 

◆給付対象者 

 平成21年2月1日基準日において 

 ①下妻市に住民登録をしている方 

 ②外国人登録をしている方 

  (短期滞在・不法滞在の方を除く) 
 
◆給付額 

給付対象者１人につき、12,000円 

(基準日において18歳以下と65歳以上は、 

 20,000円) 
 
◆現在の状況 

国(総務省)において事業の詳細について 

検討中です。 

市では、各世帯に申請書を発送する準備 

を進めていますが、具体的な日程は未定 

です。 

 

《注意事項》 

｢振り込め詐欺｣が多発していますので、 

十分注意してください。 

｢定額給付金｣をかたった不審な電話が 

あった場合には、企画課または警察署 

へ通報してください。 

 

問 市企画課 

   内線1312 

『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８名で月に2

回、下妻市保健センターにおいて活動しています。 

 私達と一緒にリハビリを行なう仲間を募集していま

すので、一緒にがんばりませんか。 
  
●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 

 ※参加を希望する方には、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水曜日の午前 

  集団での体操、平行棒での運動など 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

がん予防講座・第3弾 

最新！ 

生活習慣病とタバコ情報講演会 
 

禁煙治療は進み“禁煙＝がまん”の時代ではなく、

“ラクに”できるようになってきています。 

また、血糖値・糖尿病が気になる方、自分の吸うタ

バコはもちろん、他人の吸うタバコの煙が病気と関係

します。生活習慣病と最新禁煙治療に関する情報をぜ

ひ聞きに来てください。 
 

◆日時 3月25日(水)午後1時～3時 

          (受付12時45分～) 

◆場所 下妻市保健センター 

◆内容 生活習慣病と最新タバコ情報 

    講師 平間病院 平間 敬文 院長 

◆申込締切 ３月23日(月) 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

  生涯学習ボランティア講師募集！ 
  

市教育委員会では、市民のさまざま学習活動を支援・指導してくださ

るボランティア講師を募集します。 

詳細については、お問い合わせください。 
 

問 申 下妻公民館 43-7370  千代川公民館 44-3141 

案 内 

健 康 



健 康 

市内の催し 

国蝶オオムラサキの放虫会を開催します 
 
 小貝川ふれあい公園において、オオムラサキの放虫会を行ないます。国蝶に指

定されているオオムラサキの保護活動の一環として、幼虫を森に放す活動です。

今回放された幼虫が、初夏には成虫となり森の中を美しく飛び回ります。 

皆さんもこの貴重な活動を一緒に体験してみませんか。親子連れの方や小学生

などたくさんの参加をお待ちしています。 
 
◆とき 3月29日(日)午前9時30分集合 

◆集合場所 小貝川ふれあい公園 上流コアゾーン あずまや 

◆協賛 ローカル線でゆく人と川の交流圏づくり推進協議会 
 
※長そで、長ズボン、長ぐつの用意をお願いします。 
 

問 オオムラサキと森の文化の会 (石倉) 

   44-0470 

特定健康診査・基本健康診査  

 
平成21年度(４月・５月)の特定健康診査・基本健康診査を実施します。 
 
◆対象者・検査項目・健診料 

健診名 特定健康診査(※１) 基本健康診査(※２) 

対象者年齢 40～75歳未満 39歳以下 75歳以上 

身体測定 ○ ○ ○ 

血圧測定 ○ ○ ○ 

腹囲測定 ○ ○ × 

尿検査 ○ ○ ○ 

血
液
検
査 

血中コレステ

ロール 
○ ○ ○ 

肝機能 ○ ○ ○ 

血糖 ○ ○ ○ 

尿酸 ○ ○ × 

貧血 ○ ○ × 

眼底検査 ○ ○ × 

心電図検査 ○ ○ × 

健診自己負担額 1,000円 1,000円 無料 

クレアチニン ○ ○ ○ 

※１特定健康診査は、下妻市国民健康保険に加入中の方が 

  対象です。 

  健診日の２週間前までに受診券を送付します。 

  また、65歳以上の方には｢生活機能評価問診票｣をあわ 

  せて送付しますので、ご記入のうえ、受診日にご持参 

  ください。 

  なお、下妻市国民健康保険以外の方は、加入されてい 

  る医療保険者(健康保険組合等)に健診の受診等につい 

  てご確認ください。 

※２基本健康診査に該当する、39歳以下の方と75歳以上  

  の方は、加入されている健康保険の種類にかかわらず 

  受診できます。 

  受診券は、平成20年度に受診された方に送付します 

  ので、新たに希望される方は、保健センターにお申し 

  込みください。 
 
◇今年度75歳の方(昭和9年4月1日～昭和10年３月31日 

 生)は、受診日の年齢により健診内容等が変わります。   

◇対象者年齢は、平成22年３月31日現在です。 

  (ただし、75歳になる方を除く) 
  
◎後日、健診結果により、説明会・保健指導を行ないます。 

月 日 
曜

日 
健 診 会 場 

受 付 時 間 

午前9時30分～11時30分 午後１時30分～３時 

4月22日 水 別府コミュニティーセンター 別府 村岡・五箇 

23日 木 やすらぎの里(リフレこかい) 大園木・伊古立 鯨・長萱 

24日 金 千代川保健センター 原 田下・下栗 

27日 月 千代川保健センター 鎌庭西・鎌庭東 鎌庭新宿・羽子 

28日 火 千代川保健センター 皆葉 鬼怒・見田・唐崎 

30日 木 千代川保健センター 本宗道 宗道・渋田 

５月11日 月 上 妻 市 民 セ ン タ ー  桐ケ瀬・前河原 南原・尻手・渋井・赤須 

12日 火 上 妻 市 民 セ ン タ ー  黒駒(河岸を除く)・柴 半谷 

13日 水 上 妻 市 民 セ ン タ ー  大木 黒駒河岸・平方・江・関本下 

14日 木 騰波ノ江市民センター 数須・下田・貝越・中郷・宇坪谷 神明・下宮・筑波島 

15日 金 騰波ノ江市民センター 若柳本田・久目・東宿・下宿 若柳上宿・西宿・福代地・牧本 

◆持参するもの 保険証、受診券、自己負担金 

◆健診日程・会場(６月以降の日程は、後日お知らせします) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

問 市保健センター 43-1990 

《次の検診は加入されている健康保険の種類にかかわらず受診できます》 

 ◇胸部レントゲン   結核・肺がん検診(40歳以上) ・・・・・・・・・・・・・・ 自己負担額300円 

            結核検診(39歳以下) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 自己負担額700円 

 ◇前立腺がん検診(50歳以上の男性) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 自己負担額500円 

 ◇肝炎ウイルス検査(40歳以上で今までに検査をしたことがない方) ・・・・・・・・ 自己負担額500円 

 ◇肺がん喀たん検査(40歳以上の胸部レントゲン検査を受診した方で希望する方) ・・ 容器代300円 自己負担額500円 

事務所を移転します 
 

市の上下水道料金徴収業務受託者である第一環境㈱下妻営業所が、３月30日 

より新事務所にて業務を実施します。 

なお、営業時間および電話番号・Fax番号の変更はありません。 

ご不明な点は、お問い合わせください。 
 
【移転先】 

  下妻市水道事業所内 １階[長塚乙89-１] 

※下記案内図参照 

【営業時間】 

 平日  午前8時30分～午後５時 

土曜日 午前9時～12時(第1・第3・第5週の土曜日のみ営業) 

※日曜・祝日は休み 

【案内図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 第一環境㈱ 下妻営業所 45-1211 

案 内 



平成21年度 

『学院生』追加募集 
 

県立筑西産業技術専門学院の溶

接科(１年間コース)では、平成

21年度学院生(若干名)の追加募

集を行なっています。 

 

●応募資格 

中学校卒業以上(来春卒業見込 

み含む)の方 

●応募期間 

 3月19日(木)～24日(火) 

●試験日 

 ３月25日(水) 
  

※詳細については、お問い合わせ 

 ください。 
 

問 申 
 
 県立筑西産業技術専門学院 

 24-1714 

総務省 

『電気通信サービスモニター』募集 
 
●応募資格  

 電話、インターネット等の電気通信サービスに関心 

 のある満20歳以上の方で、次の活動を行なうこと 

 が可能な方 

●活動内容 

 アンケート調査への回答(年2回)、会議等への出席 

 (年1回) ※謝礼有 

●募集人員 150人 

●委嘱期間 

 6月1日から平成22年3月31日までの10か月間 

●応募方法 

 はがき、封書、Faxまたは電子メールに郵便番号、 

 住所、電話番号、氏名、フリガナ、性別、年齢、職 

 業、応募の動機、メールアドレス(任意)を記入して 

 お申し込みください。 

●応募締切 

 ４月３日(金) ※当日消印・送信有効。 
 

問 申 関東総合通信局 電気通信事業課 

     モニター担当 03-6238-1676 

            Fax03-6238-1698 

     〒102-8795[千代田区九段南1-2-1] 

   E-mail monitor-kanto@rbt.soumu.go.jp 

 

平成21年度 配水管工技能講習会 
 

配水管工事事業者および水道事業体の水道技術者を対

象に、耐震継手管の配管・接合に関する知識や技能の修

得を目的として配水管工技能講習会を実施します。 

詳細については、お問い合わせください。 
 

問 (社)日本水道協会 03-3264-2496 

ホームページ http://www.jwwa.or.jp/ 

『自衛官』募集 

種目 
幹部候補生 

(一般・音楽・パイロット) 

予備自衛官補 

一般 

技 能 ( 医 療・語

学・車両整備等の

専門技術者) 

受付 ４月上旬～５月上旬予定 
第１回 １月上旬～４月上旬予定 

第２回 ７月上旬～10月上旬予定 

応募資格 

22歳以上26歳未満の者 

※大学院修士課程修了者は 

 28歳未満、20歳～22歳 

 未満の者は大卒(見込み含む) 

18歳以上                

34歳未満 

18歳以上で保有

す る 技 能 に 応 じ

53歳～55歳未満 

試験期日 受付時にお知らせします 

初任給等 
大学卒 212,700円 

大学院卒 230,100円 

教育訓練召集手当 

日額7,900円(訓練日数分支給) 

その他 

入隊後、約１年で３等陸・

海・空尉(大学院修士課程修

了者は2等陸・海・空尉)に

昇任し、幹部自衛官となる 

3年以内に

50日の教

育訓練 

2年以内に10日の

教育訓練 

問 申 
防衛省自衛隊 筑西地域事務所 22-7239 
ホームページ http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/ 

『第1回協会杯 

 男女ペアパークゴルフ大会』 

参加者募集 
 
●とき  ４月26日(日)午前8時集合 ※小雨決行 

●ところ 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 

●試合方法 36ホール ベストボール方式 

●参加費 男女１組1,000円 

  ※参加費は当日ご持参ください。 

   (プレー代は無料) 

●定員 30組(60名) 

  ※先着順。定員になり次第締め切ります。 

●申込締切 ４月19日(日) 

  ※参加される本人が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 ネイチャーセンター 45-0200 
 

問 下妻市パークゴルフ協会 (山中) 

   44-4334 

しもつま砂沼桜まつり 

砂沼さくら市
いち

フリーマーケット出店募集 
 
●日時 4月５日(日) 午前10時～午後3時 

    ※小雨中止 

●場所 砂沼広域公園「観桜苑」内 

●区画面積 30区画(３m×２m) 

      ※原則として1区画 

●出店料 １区画につき 1,000円 

●駐車場 無料 

●申込方法 

 電話、Faxまたは電子メール 

 にてお申し込みください 

●申込締切 

 ３月19日(木) 
 

《禁止品目》 

食品類、飲料水(アルコール類含む)、ペット類、 

コピー商品、ナイフ、モデルガン等。その他、 

市共催イベントとしての秩序を乱すような品目等 

また販売上公的機関の申請が必要なものおよび 

主催者が不当と認めたものは禁止します。 
 

問 申 下妻市商工会青年部(事務局 稲葉) 

  43-3412 Fax43-3168 

  E-mail jimukyoku@seinenbu.jp 
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しもつま 広
報 

平成２１年度 

『市民ソフトテニス（軟式テニス）教室』 

参加者募集 
 
 初めての方から経験者まで、ソフトテ

ニスを気軽に楽しみながら健康増進を図

ると共に愛好者の拡大と地域の活性化を

図ることを目的にソフトテニス(軟式テ

ニス)教室を開催します。 

経験の有無は問いませんので、お気軽

にご参加ください。 
 
●日時 

 ４月５日(日)～11月29日(日)の毎週日曜日 

 午前9時～12時 ※雨天中止                

●場所 市営柳原テニスコート 

●対象者 

 初心者、初級者、中級者で市内在住または在勤の 

 小学生から中高年の方、および下妻市ソフトテニス 

 連盟に加入している方。 

●参加費 

 年間 大人1,000円(スポーツ安全保険料は別途) 

子供2,100円(スポーツ安全保険料を含む) 

●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  

(横島) 43-8166  

        ※当日会場でも受け付けます。 

『やさしい詩吟教室』 

受講生募集～２期生～ 
 
 基礎からていねいに指導します。 

詩吟は、短歌や俳句も吟じることができます。 

 皆さんふるってご参加ください。 
 
●日時 毎週金曜日 午後７時～９時 

●場所 下妻公民館研修室 

●募集人員 16名 

      ※定員になり次第締め切ります。 

●受講料 無料 

●講師 平塚 龍正 氏、初澤 往風 氏 

●募集期間 随時 
 

問 申 下妻公民館 43-7370 

 

 

募 集 

募 集 


