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農業委員会委員選挙人名簿の縦覧を 

行ないます 
 
◆縦覧期間 

 ２月23日(月)～3月9日(月)午前8時30分～午後5時 

◆縦覧場所 

 市役所本庁舎２階 選挙管理委員会事務局 

 ※土・日曜日は市民課窓口(本庁舎1階) 
 

問 市選挙管理委員会 内線1131・1132 

草取り交流会にご参加ください 
 ～第１８回鬼怒フラワーライン 

               草取り交流会～ 
 

昨年、みなさんに種をまいてもらったポ

ピーは、すくすく育っていますが、草もた

くさん生えてきました。 

今年も、５月に素敵な花が咲くように、

ご家族・お友達と草取り交流会にご参加く

ださい。 
 
◆日時 

 ２月22日(日)午前９時開会 

 ※雨天の場合、3月１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 

国民健康保険加入中の皆さまへ 
  ～簡易書留による保険証送付を希望される方へ～ 
 
 平成21年4月から有効の保険証を3月下旬に普通郵便で

送付しますが、簡易書留による送付を希望される方は、事

前にお申し込みください。 

平成20年度以前の国保税が完納されていない場合など

は、郵送での対応はできません。 

 

◆申込方法 
 
《窓口で申し込む場合》 

  市役所保険年金課または千代川庁舎くらしの窓口課 

  へ300円分の切手と保険証(番号確認のため)を持参 

  してください。 

  

 《郵送で申し込む場合》 

   世帯主氏名、住所、電話番号、保険証番号、簡易書 

   留希望と明記のうえ、300円分の切手を同封して保 

   険年金課へ送付してください。 

 

◆申込期限 
   
 ２月27日(金) 

 ※郵送の場合も同日必着 
 

問 (送付先) 
 
 市保険年金課 保険係 内線1518 

 〒304-8501[下妻市本城町2-22] 

『嘱託職員』募集 

職種 介護支援専門員 指導員 

人員 1名 1名 

業務内容 
・介護予防ケアプラン作成 

・介護給付適正化事業業務等 

・各種講座、講習会等の開催 

・職業に関する相談、指導等 

応募資格等 
介護支援専門員の資格を有し、実務経験の

ある方 

普通運転免許を有し、交替制変則勤務のでき

る方 

勤務地 介護保険課 働く婦人の家 

勤務時間 
1日8時間(昼休み 45分) 週40時間勤務 

午前8時30分～午後5時15分 

1日8時間(昼休み 45分) 週40時間勤務    

交替制変則勤務 

賃金等 

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・雇用保険加入 

月額賃金制 基本賃金 183,400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・雇用保険加入 

雇用期間 4月1日～平成22年3月31日 ※ただし、期間更新する場合あり 

試験内容 面接 《日時》3月２日(月) 時間は別途連絡 《場所》市役所本庁舎3階会議室 

応募締切 ２月25日(水) 

提出書類 履歴書、資格を証明するものの写し 履歴書 

 

問  (提出先) 
下妻市役所本庁舎2階 人事課 内線1241 

※土・日曜日を除く午前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。 

高道祖排水処理施設使用料 

（後期分）について 
 

3月２日(月)は、排水処理施設使用料(後期

分)の納期ですので、期限内の納入をお願い

します。 

なお、口座振替の方は、事前に残高をご

確認ください。  

 

◆納付場所 

 納入通知書記載の金融機関および 

 市役所会計課 

 

問 市農地整備課 内線2613 

 大宝・大串地内において道路整備

を計画しています。 

 測量調査実施にともない、計画路

線沿線の土地に立ち入ることがあり

ますので、皆さまのご協力をお願い

します。 

 

■調査期間 

 ２月下旬～３月中旬 

■調査区域 

 右図のとおり 

■調査委託業者 

 サンキョウ技研株式会社 

 

問 市建設課 内線1617 

道路計画にともなう測量調査にご協力を！ 

大宝小学校 

ＪＡ常総ひかり 

大宝支店 

大宝幼稚園 

案 内 



フィットネスパーク・きぬ 

（ほっとランド・きぬ）臨時休館日 
 
 プール水の入替、機械の保守点検等に

ともない臨時休館します。 

また、公園全体も臨時休園となります

ので、ご理解ご協力をお願いします。 

 

◆臨時休館日 

２月24日(火)～27日(金) 

 ※２月23日(月)は、定期休館日と 

  なります。  

 ※２月28日(土)からは、通常営業 

  します。 
 

問 ほっとランド・きぬ 

   30-4126 

 ホームページ 

 http://www.kouiki-  

 shimotsuma.or.jp/fit/fit.html 

平成21年度固定資産税の 

通知書発送は５月になります 
 

 固定資産税の土地と家屋については、３年

に一度評価替えが行なわれますが、平成21年

度は、その評価替えの年度(基準年度)に当たり

ます。 

 評価替えは、経年による資産価格の変動に

応じ、評価額を適正な価格に見直すというも

のですが、平成21年度に向けて、現在その作

業を進めているところです。 

 また、今回は、実質的に合併後 初の評価

替えであり、旧市村間の均衡を図るための見

直しも併せて行なっています。 

 平成21年度は、前年度から評価額が変わる

場合もありますが、課税の適正化・均衡化の

ためご理解をお願いします。 

 なお、評価替えの作業にともない、平成21

年度の通知書発送は５月中旬頃を予定してい

ます。 

 

問 市税務課 

    内線1355 

工事期間中の交通規制にご協力を! 

下妻(坂本)地内において公共下水道工事

を実施します。 

工事期間中は、全面通行止(夜間開放)等

の交通規制を行ないますので、ご協力をお

願いします。 

 

■工事期間 

 ２月中旬～３月下旬 

■工事内容 

 公共下水道本管および取出管布設工事 

■工事場所 

 右図のとおり 

 

問 市下水道課 内線1735・1736 

鬼怒地内において公共下水道工事を実施します。 

工事期間中は、片側交互通行等の交通規制を行ないま

すので、ご協力をお願いします。 

 

■工事期間 ２月中旬～３月下旬 

■工事内容 公共下水道本管および取出管布設工事 

■工事場所 下図のとおり 

 

問 市下水道課 内線1735・1736 

羽子地内において公共下水道工事を実施します。 

工事期間中は、全面通行止(夜間開放)等の交通規制

を行ないますので、ご協力をお願いします。 

 

■工事期間 ２月中旬～３月下旬 

■工事内容 公共下水道本管および取出管布設工事 

■工事場所 下図のとおり 

 

問 市下水道課 内線1735・1736 

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。 

◆分譲概要 

【所在】本宿町２丁目、田町１丁目、田町２丁目 

【分譲区画】8区画〈全41区画･分譲済33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 ５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】２月15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 

      〈保健センター地先、信号付近〉 

 ※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。 

 ※悪天候の場合は、中止することもあります。 

 ※ご来場の方には、花の種やポット苗を差し上げます。 

  (スイートピーなど) 

 ◆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、お申し込みください。 

◆分譲価格表＜８区画＞ 

 
 

下妻駅から徒歩10分 坪単価16.49万円より８区画 

つくばエクスプレス TX「守谷駅」経 由 

常総線「下妻駅」    「都心｣約70分 

宅地番号 面積（㎡） 販売価格（円） 用途地域 

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 

８ １８９．４９ １１，０６６，２１６ ③ 

９ １８９．４９ １１，０６６，２１６ ③ 

１０ １８９．４９ １１，０６６，２１６ ③ 

 ※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 申 市都市整備課 区画整理係 内線1726  

千代川郵便局 

工事箇所 

工事箇所 

千代川中学校 
総合運動公園 

きぬ保育所 千代川庁舎 

工事箇所 
多宝院 

案 内 
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『里山林保全ボランティア』 

作業員募集 
 

平地林や里山林は、身近なやすらぎの場であ

り、生活環境の保全や美しい景観の維持など多く

の公益的機能を有していますが、近年では手入れ

不足により、減少と荒廃が進んでいます。 

そこで、里山林を守り、憩いの場にするボラン

ティア作業員を募集します。 
 
●作業箇所 

 下妻市半谷(西山地区)地内 

●作業内容 

 ・森林地内の下刈 

 ・枯木の伐採 

 ・樹木の枝打ち、間伐整備 

 ・森林探索用小道作り 

・クワガタ、カブト虫の幼虫の生息保護箇所 

 作り 

 ※６月～８月にかけてクワガタ、カブト虫を 

  採取できます 

●年会費 1,000円 
 

問 申 下妻里山林保全の会 

     (金子) 44-5076  

『明日の地域づくり委員会委員』募集 
 
●活動内容 

 県政の課題等について話し合い、 

 2か年で提言書をまとめ知事に 

 提言する。 

●募集人員 概ね12～16人 

●応募資格 

 県内在住。 

 ただし、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会委員を経験され 

 た方を除く。 

●応募方法 

 所定の応募用紙に記入のうえ､郵送、Fax、または電子 

 メールにてお申し込みください。 

●応募締切 ２月27日(金) 
 

問 申 県西地方総合事務所 県民生活課 

 24-9074 Fax24-2357 

     〒308-8510[筑西市二木成615] 

     E-mail  

      seisokenmin@pref.ibaraki.lg.jp 

平成21年度 『県政モニター』募集 
 
●活動内容 

 ・県政に対する意見や提案の提出 

 ・アンケート調査への協力 

 ・モニター研修会等への参加 

●任期 

 平成21年委嘱の日から平成23年3月末日まで 

●募集人員 50名 

●応募資格 

 ・県内在住で20歳以上の方 

 ・常勤の公務員、議会の議員でない方 

 ・国、市町村のモニターおよびインターネット 

  モニターと兼務にならない方 

・過去５年間に県政モニターを経験していない方 

●応募方法 

応募用紙に必要事項を記入のうえ、郵送、Fax、 

電子メールまたは電子申請にてお申し込みください。 

応募用紙は、県のホームページからもダウンロード 

できます。 

●応募締切 

 2月27日(金) ※当日消印、着信有効。 
 

問 申 県広報広聴課 県政モニター担当  

      029-301-2123 

      Fax029-301-2168 

      〒310-8555[水戸市笠原町978-6] 

      E-mail koho2@pref.ibaraki.lg.jp 

『高齢者はつらつ百人委員会』委員募集 
 
 高齢者自らが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。 

ぜひご応募ください。 
 
●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・交通費はなし。 

●任期 4月から平成23年3月末日まで 

●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(200字程度)｣を明記のうえ、お申し 

 込みください。 

●応募締切 3月13日(金) ※当日消印有効。 
 

問 申 
  
 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] 

休日在宅当番医の日程変更 
     

各家庭に配布した｢救急医療体制一覧(平成20年10月～21年3月)｣に掲載の休日在宅当番医の日程が

変更になりますのでお知らせします。 
   
 【変更前】 

  ３月 ８日(日)砂沼湖畔クリニック 

    15日(日)宇津野医院 

 市民の憩いの場、「砂沼」の清掃を今年も市

民の皆さんのご協力を得て行ないます。 

「下妻のシンボルである砂沼」をきれいに保

つため、ボランティア活動として皆さんの積極

的な参加をお待ちしています。 

  

◆とき 3月１日(日) 午前８時～９時 

    ※小雨決行。 

     防災無線で7時に広報します。 

◆内容 砂沼周辺のゴミ収集 

 

《つぎの点にご注意ください》 

 ◇収集したゴミは絶対に燃やさず、決められ 

  た収集所に出してください。 

◇ビンのかけら等でケガをしないように！ 

◇沼内のゴミは、危険ですので取らないでく 

 ださい。(専門業者にお願いしています) 

◇遊歩道の工事箇所については、清掃範囲か 

 ら除外となります。(立ち入り禁止) 

◇清掃用具は、各団体でご用意ください。 

◇右図の●印の所に、ゴミ袋を用意しますの 

 で、可燃物・不燃物に分けて袋に入れてく 

 ださい。 

 ◎印の所がゴミ収集所になります。 

 ゴミ収集所以外の場所は、車が入れません 

 のでご協力をお願いします。 

 

問 市生涯学習課 内線2832 

「砂沼をきれいにする運動」に参加しましょう！ 

【変更後】 

 ３月 ８日(日)宇津野医院 

   15日(日)砂沼湖畔クリニック 

案 内 

募 集 

 



健 康 ３月の相談 

区分 日時 場所 問い合わせ 

心配ごと 

相談 

３ 月 ３ 日・10 日・17 日・

24日・31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10日と24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 

３月13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 ３月27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) 

３月27日(金) 
午後１時30分～３時30分 

千代川公民館 

１階 小会議室 

市人権推進室 

内線1583 

納税相談 

夜間納税相談 

３月５日(木) 
午後５時30分～７時30分 

休日納税相談 

３月28日(土)・29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 

３月11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 

みんなであそぼう！ 

～遊びの広場を実施します～ 
 

子育て真っ 中のみなさん！いつもどこでお子さ

んを遊ばせていますか。 

 子育って難しい・・。こんな時どうするの？ 

など、子育てしていて困ったことはありませんか。

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？ 

 みんなでわいわい楽しく過ごしましょう。 
 
◆とき 3月９日(月)午前10時30分～12時 

          (受付 10時～10時30分) 

◆ところ 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 

・体であそぼうコーナー 

・お話コーナー 

 ・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 

心の病をもつ人の 

家族の集い 
 
 同じ悩みを持つ家族同士が集

まって、日々の生活、家族の思

いをみんなで語り合い、情報交

換をしませんか。 
 
◆日時 

 2月28日(土) 

 午後1時30分～3時30分 

◆場所 

 千代川公民館２階 研修室 

◆内容 

 ・｢地域活動センター菜の花｣  

  ｢下妻地方家族会｣の紹介 

 ・情報交換会 
 

問 下妻地方家族会事務局  

   0297-42-1712 

   市福祉事務所 

   内線1572・1573 

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 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 

◆募集人数 30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  

◆申込締切 

 3月13日(金) 

 ※保育希望の方は、申し出てください(先着15名)         

 

問 申 市保健センター 43-1990 

２月２８日(土)～３月８日(日)は子ども予防接種週間です！ 
 

子どもに対する予防接種への関心を高め、感染症の発生およびまん延を予防することを目的として｢子ども予

防接種週間｣が実施されます。 

通常の診療時間に予防接種が受けにくい方に対し、下記の医療機関において診療時

間以外(平日の夜間、土・日曜日)にも予防接種を行ないます。 

 ４月からの入園・入学に備え、よい機会ですのでお子さんの接種歴を確認して接種

もれのないようにしましょう。 
 

◆接種回数の多い三種混合、４回目の追加接種までお済みですか？ 

◆麻しん(はしか)は、毎年春頃に流行しています！  
 

    《年長児・高校3年生相当年齢の皆さんへ》 

      ～麻しん風しん混合の予防接種はお済みですか？～ 

       無料(公費負担)で受けられる接種期限は、３月３１日までです。 

       それ以降の接種は、全額自己負担になります。早めに受けましょう！ 

  

【平日夜間・休日診療協力医療機関名および受付時間】 

◇各医療機関とも、下記時間以外の診療時間・休診日については、通常通りです。 

◇接種希望者はワクチンの準備等ありますので、必ず来院前に電話等でご予約ください。 

◇母子健康手帳、予防接種受診券・予診票、保険証などをご持参ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【受診できる予防接種の種類】 

◇市で個別接種を実施している三種混合、麻しん風しん混合に限ります。 

※日本脳炎については、現在接種は中止しています。 

【接種費用】 

 ◇接種対象年齢内の人は、保健センター発行の受診券・予診票を医療機関へ持参し接種します。 

接種費用は無料です。(対象年齢外の方は、全額自己負担となります) 

◇受診券のない人は再発行しますので、保健センターへご連絡ください。 

   

問 市保健センター 43-1990 

  医療 

   機関名 

  
実施日 

 菊山胃腸科 

 外科医院 

44-2014 

 中山医院 

  
43-2512 

 平間病院 

  
43-5100 

 古橋医院 

  
44-2792 

まつだこども 

クリニック 

30-5558 

２月28日(土) 午後2時～５時  
午前8時30分   

 ～12時 
午前9時～12時 

午後2時～４時 

午前9時  

 ～12時30分 
午後2時～５時  

午後1時～３時 

３月１日(日) 午前9時～11時    ― 
午前9時～12時 

午後2時～４時    ― 午前10時～12時 

  ２日(月)    ―    ― 午後６時～７時 
午後６時 

 ～６時30分  
午後７時～８時 

  ３日(火)    ―    ― 午後６時～７時 
午後６時 

 ～６時30分  
午後７時～８時 

  ４日(水)    ―    ― 午後６時～７時 
午後６時 

 ～６時30分  
午後７時～８時 

  ５日(木)    ―    ― 午後６時～７時 
午後６時 

 ～６時30分  
   ― 

  ６日(金)    ―    ― 午後６時～７時 
午後６時 

 ～６時30分  
午後７時～８時 

  ７日(土) 午後2時～５時 
午前8時30分   

 ～12時 
午前9時～12時 

午後2時～４時 

午前9時 

 ～12時30分 
午後２時～５時 

午後1時～３時 

  ８日(日) 午前9時～11時    ― 
午前9時～12時 

午後2時～４時    ―    ― 

 



案 内 

講演会を開催します 
 
◆日時 ２月24日(火)午後1時～3時 

◆会場 千代川公民館 視聴覚室 

◆演題 「食の安心と安全の違い」 

◆講師 

 茨城県消費者リーダー養成講座修了生 

 連絡会会長 森口 昌子 氏 

◆参加費 無料 

◆募集人数 30名 

※事前の申し込みは必要ありません。 

 当日、会場にお越しください。 

◆主催 下妻市消費者友の会 
 

問 市商工観光課 内線2634 

楽々（らくらく）健康料理教室を開催します 
 

メタボ解消に役立つレシピ満載の健康料理教室を開催し

ます。 

参加した方との交流や役に立つ情報交換等もたくさんあ

ると思いますので、お気軽にご参加ください。 
 
◆日時 2月26日(木)午前9時30分～12時 

◆場所 下妻公民館 調理実習室 

◆内容 調理実習 

    「メタボリック症候群解消に役立つレシピを 

     作ろう！」 

◆持ち物 エプロン、大きめのハンカチ(三角巾) 

◆申込締切 ２月20日(金) 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

下妻市食育推進計画（案）に対する 

パブリックコメント（意見公募）を実施します 
 

市では、現在、市民運動として食育を推進し、生涯健康で暮らせるまちづくりを目指すことを目的とした

下妻市食育推進計画の策定作業を行なっています。 

「食育」は、健全な心身を培い、豊かな人間性を育むため不可欠なものです。 

今回、市民の皆さまの考えを計画検討の参考とするため、パブリックコメントを実施しますので、下妻市

食育推進計画(案)をご覧いただき、ご意見をお寄せください。 
 
◆計画等(案)の名称 ｢下妻市食育推進計画(案)｣ 

◆募集期間 ２月10日(火)～3月2日(月) 

◆応募対象者 

１．市内在住、在勤、在学している方 

２．市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体 

◆閲覧の場所等 

１．市保健センター内 

２．市ホームページ(http://www.city.shimotsuma.lg.jp) 

 ※１については、土・日曜日、祝日を除く午前９時から午後５時までとなります。 

◆ご意見の提出方法 

 郵送・Fax・電子メールまたは保健センター窓口への持参のいずれかの方法で提出してください。 

 なお、書式は、閲覧場所にあるものまたは市ホームページからダウンロードしてご利用ください。 
   
 ※提出する場合は、ご意見とともに、住所・氏名(団体・企業の場合は団体・企業名および代表者の氏名)、 

  電話番号をご記入のうえ、提出してください。 

  電話・口頭でのご意見や、住所・氏名などが明記されていないものは受付できませんので、ご了承く 

  ださい。 
 
◆提出期限 3月2日(月)必着 

◆ご意見の取り扱い 

  お寄せいただいた意見の概要およびこれに対する市の考え方をホームページ等で公表する予定です。 

  (住所・氏名など個人を特定する情報は一切公表しません) 

 また、個別の回答は行ないません。 
  
   

問 (提出先) 市保健センター 保健指導係 43-1990 Fax44-9744 

       〒304-8501[下妻市本城町3-36-１] 

        E-mail hoken-s@city.shimotsuma.lg.jp 

 

図書館アカデミー事業 

手芸講習会を開催します 
 ～エコクラフトで作る簡単なミニカゴ～ 
 
 図書館では、エコクラフトを利用して簡単ミニカゴを作る

喜びと楽しさを体験し、ふれあいを深めていただくための手

芸講習会を開催します。 

 作られたミニカゴは小物入れ等多様に利用できます。 

 みなさん参加してみませんか。 
 
◆日時 3月１日(日)午後1時～4時 

◆場所 図書館２階 集会室 

◆手芸講習 「エコクラフトで作る簡単ミニカゴ」 

       講師 初澤 政枝 氏 

◆定員 25名 

◆参加費 700円(材料代) 

◆持参するもの 

 ハサミ、せんたくばさみ10個、定規、セロテープ 

◆申込方法 

 図書館カウンターで直接お申し込みいただくか電話にて 

 お申し込みください。 

 (氏名・電話番号をお知らせください) 

◆申込締切 

 ２月20日(金) ※先着順。定員になり次第締め切ります。 
 
◎エコクラフトは、紙製のクラフトテープで、かご等を作る 

 手芸として 近注目されています。 

 クラフトテープは100％再生紙で作られているので、 

 クラフトテープを使った手芸は、エコクラフトとよばれて 

 います。 
 

問 申 市立図書館 43-8811 

平成21年度 

ソフトボール連盟の登録・ 

会長旗大会の申し込み受け付け 

および総会を開催します 
  
◆連盟登録・会長旗大会 

 ・会費 

   登録費 7,000円 

   大会費 5,000円 

 ・大会日程 

   4月19日(日)・26日(日) 

   ※予備日 ５月3日(日)・10日(日) 

 ・参加資格 

   市内在住・在勤の20歳以上の方 

   で構成されたチーム 

   (二重登録は禁止) 

 ・申込方法 

   3月14日の総会時、または市ス 

   ポーツ振興課(千代川庁舎内)まで 

   お申し込みください。 
 
◆総会および抽選会 

 ・とき 

   3月14日(土)午後6時30分 

 ・ところ 

   下妻公民館 

 ※会長旗大会の抽選会は総会の時に 

  行ないますので、必ず出席してく 

  ださい。 
  

問 市ソフトボール連盟(稲葉) 

   090-7210-5400 

お知らせ版  No.3 
 

 

 
3/3 

２ 
10 

2009 

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

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 

  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 


