
平成22年度 タクシー利用券を交付します 
 
 市では障害者の皆さんの自立と社会参加を促進するた 

めに、平成22年度タクシー利用券を交付します。 
  
◆対象者 

◇身体障害者手帳１～３級(視覚・下肢 

 障害については４級以上)の方 

◇療育手帳 Ａ およびＡの方 

◇精神障害者保健福祉手帳１級の方 

 ※ただし、以下の方は該当しません。 

  ・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ること 

   ができる方 

◆利用条件 

障害者本人が、通院、福祉施設への通所、福祉行事へ 

の参加、公的機関への用務に行く際、利用券裏面に記 

載されているタクシー事業所を利用できます。 

※利用券を紛失した場合、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。 

１回の乗車につき１枚のみ(年48回)利用できます。 

◆申請受付 

障害者手帳と印鑑をご持参ください。 

なお、平成21年度のタクシー券が残っている場合は、 

返還してください。 
 

問 申 市福祉事務所 内線1572～1574 
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騰波ノ江駐在所が下妻警察署（署所在地）へ 

統合されます 
 
 茨城県警察では、警察施設再編整備を進めており、こ

の度、４月１日に騰波ノ江駐在所が下妻警察署の地域の

係(署所在地)へ統合されます。 

 以後は、下妻警察署の署所在地勤務員が同地域を受け

持ち、今までと同様に巡回連絡や警ら活動をおこない事

件事故などに対応します。 
 

問 下妻警察署 43-0110 

母子家庭等のみなさん 

児童扶養手当をご存じですか 
 
◆児童扶養手当とは・・・ 

父母の離婚などで父と生計を同じくしていない 

児童、父が重度の障害の状態にある児童、父か 

ら１年以上遺棄されている児童、父が１年以上 

拘禁されている児童の母または母に代わって児 

童を養育している方(養育者)に対して、児童が 

18歳の年度末(障害児の場合には20歳の誕生月) 

まで支給される手当です。 
 
【手当額(月額)】 

 児童数 １人 41,720円 

     ２人 46,720円 

     ３人以上 ２人の額に一人につき 

          3,000円を加算した額 
 
【支給月】 

 申請月の翌月分からの手当を4月・8月・12月 

 に支給します。 
 
《注意》 

所得制限があり、所得によっては手当の一部 

または全部が停止になります。 

同居または同一住所地にお住まいの方の所得 

も認定審査の対象となります。 

 また、受給者や児童が公的年金を受けること 

 ができるときや母が婚姻をしていなくても事 

 実上の婚姻関係にあるときは該当しません。 

 

母子家庭・父子家庭のみなさん 

児童学資金をご存じですか 
 
◆児童学資金とは・・・ 

事故や疾病、離婚またはその他の事由により、 

母子・父子世帯となった方、あるいは両親に 

代わって児童の養育をしている方(単身赴任等 

は除く)に対し、義務教育(小・中学校)過程の 

児童を対象に支給される市独自の制度です。 
 

【支給額】 

 対象児童1人につき 月額3,000円 
 
【支給月】 

 申請月分からの学資金を4月・7月・10月・ 

 1月に支給します。 

※既に受給中の方は、4月中に現況届の提出 

 をお願いします。 
 

◎いずれも申請には添付書類が必要となります 

 ので、詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 市福祉事務所 内線1578   

４月から 「児童手当」 が 「子ども手当」 に変わります！ 
 

４月１日より、現行制度の｢児童手当(小学校修了前特例給付)｣が｢子ども手当｣に変更になります。 

原則的には、児童手当を基本とした制度ですが、次のとおり変更になりますので、申請等についてご注意 

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆申請が必要な方 

 ・平成22年４月１日現在で、中学校２～３年生の児童を養育している方で生計の中心者(最多所得者) 

・平成22年３月31日現在で、所得制限限度額オーバーおよびその他事情により児童手当未申請者 

◆申請が不要な方 

 平成22年３月31日現在で、児童手当を受給している方 

 ※子ども手当に自動移行となるため、申請の必要はありません。 

◆申請場所 

・下妻市在住で、児童を養育する生計中心者が公務員以外の方(財団法人等を含む) ⇒ 市役所福祉事務所 

・児童を養育する生計中心者が公務員の方(財団法人等を除く) ⇒ 職場へ申請 

◆申請期間 

 ４月15日(木)～９月30日(木) 

 ※申請対象となる方には、４月以降に別途通知します。なお、申請対象となる方が、期間中に申請した場合、  

  ４月分に遡って支給となります。 
 
《注意》 

 ・３月中に出生・転入した方で、３月中に児童手当の申請が済んでいる方は、子ども手当の申請は不要です。

ただし、申請時において、子どもの中に中学１年生、２年生がいた場合には、４月以降にその子どもにか 

  かる子ども手当の申請が必要となります。 

 ・４月１日以降に出生・転入等により、子ども手当の対象となった方は、出生・転入日(転出予定日)の翌日 

  から15日以内に子ども手当の申請をしてください。 

  手続きが遅れると、手当が受け取れない月が発生する場合があります。 
 
◎上記内容は、平成22年３月15日現在のものです。今後変更になる場合は、広報等でお知らせします。 

 

問 市福祉事務所 児童福祉係 内線1577 

  児童手当 子ども手当 

対象児童 小学校６年生まで 中学校３年生まで 

支給額 

【３歳未満】 

  一律 10,000円 

【３歳以上】 

  第１子・２子   5,000円 

 第３子以降  10,000円 

一律 13,000円 

支給日 ６月・10月・２月 ６月・10月・２月 

現況届 毎年６月 毎年６月 

所得制限 あり なし 

案 内 

案 内 

春の全国交通安全運動が実施されます 
 
◆期間 ４月６日(火)～15日(木) 

   スローガン 

    ｢よく見てね 十じろ 丁じろ おうだん歩どう｣ 

   運動の基本 

    子どもと高齢者の交通事故防止 
 

◆実施機関 下妻警察署 

      下妻市交通安全対策協議会 
 

問 市民安全課 内線1432 



市内の催し 

図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

●とき 

 ４月17日(土)・20日(火)午後２時～ 

●上映作品 

 ｢おくりびと｣(2006年/日本/131分) 

  監督 滝田洋二郎  

  出演 本木雅弘/末広涼子/山崎努他  

【あらすじ】 

 納棺師・・・それは、悲しいはずのお 

 別れを、やさしい愛情で満たしてくれ 

 るひと。 

 年齢問わず、高給保証！自質労働時間 

 わずか。旅のお手伝い。ＮＫエージェ 

 ント「あぁこの広告、誤植だな。“旅 

 のお手伝い”ではなくて、安らかな 

 “旅立ちのお手伝い”」求人広告を手 

 にＮＫエージェントを訪れた主人公・ 

 大悟は、社長の佐々木から思いもよら 

 ぬ業務内容を告げられる。 
 
《子ども映画会》 

●とき 

 ４月24日(土)午後２時～ 

 ●上映作品 

  ｢三色すみれ／きつねとうさぎのちえ 

  くらべ／ふしぎな胡弓(こきゅう)／少 

  年とサメの王様｣(46分) 

  まんが世界昔ばなしより 
 
◆ところ 市立図書館 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811  

下妻市勤労青少年ホーム 平成２２年度 『講座生』募集 

 ◎特別講座｢浴衣の着付け｣は、6月～7月頃を予定しています。 
 

問 申 勤労青少年ホーム 43-7423 午前9時～午後5時 ※月曜日と祝日の翌日を除く。

  

講座名 講師 開講日 時間 定員 内容 

茶道 川井 里惠子 5/11(火) 

19:00 

 ～21:00 

10人 気軽にお茶を楽しみましょう。 

女性はもちろん男性も歓迎！ 

マットピラティス 唐澤 久美子 5/18(火) 15人 スローペースで腹筋を鍛えながら

シェイプアップしましょう。 

フラワーボトル 坂井 厚子 5/12(水) 10人 空瓶の中で生花を乾燥させます。 

玄関お部屋に飾りましょう。 

スポーツ吹矢 大里 英男 5/19(水) 15人 ゆっくりとした呼吸法で吹く矢 

健康増進に始めてみませんか？ 

卓球 赤荻 稔 5/12(水) 15人 基礎技術の習得。 

心地よいラリーをめざして・・ 

英会話 外国人講師 5/13(木) 15人 初心者向けの日常英会話を楽しく学

びます。 

エアロビクス 大吉 みどり 5/20(木) 20人 ステップで脂肪燃焼！ 

美容と健康づくりを応援します。 

コカリナ 大久保 久美子 5/14(金) 10人 楽器の経験がない方でも簡単に取り

組めます。 
ビーチボール 

バレー 
諸 政雄 5/14(金) 15人 全員がタッチする基本ルールで楽し

く汗をかきましょう。 

下妻市働く婦人の家 平成２２年度 『講座生』募集 

 ◎各講座は月２回実施予定ですが、パッチワークのみ月１回実施となります。 

 ◎上記講座の他に、つけもの講座を前期４回(６月～７月)・後期４回(10月～11月)実施予定 

  です。後日、募集をおこないます。 
  

問 申 働く婦人の家 43-7929 午前9時～午後5時 ※月曜日と祝日の翌日を除く。 

講座名 講師 開講日 時間 定員 内容 

カラオケ 秋森 征治 5/11(火) 

19:00 

 ～21:00 

1５人 
歌が好き!うまくなりたい!楽しく

歌って健康になりませんか。 

色えんぴつ画 和田 泰子 5/18(火) 20人 
描き方や塗り方を学んで、個性的

な絵がおもしろく描けます。 

オカリナ 国府田 由美 5/18(火) 15人 
優しい音色のオカリナで、心にし

みる演奏が楽しく学べます。    

太極拳 篠原 久美子 5/12(水) 20人 
動作や呼吸法を学び、美容と健康

心身の調和を図りませんか。 

デジタルカメラ 

(コンパクト) 塚田 幸一 5/12(水) 10人 
撮り方からプリントまで、分かり

やすく、楽しく指導します。 

着付け 国府田 美智子 5/12(水) 15人 
お手持ちの着物で、本格的な着付

けが気軽に習得できます。 

筆ペン習字 倉持 栄秋 5/13(木) 15人 
美しい筆文字をおぼえ、大切な方

へ手紙を書いてみませんか。 

健康体操 大吉 みどり 5/13(木) 15人 
脳の活性化を図る体操で健康とダ

イエットに挑戦しませんか。 

華道 稲川 洋子 5/14(金) 15人 
花や木の持つ美しさや生命力を引

き出し楽しく表現しませんか。 

フラダンス 飯村 美津子 5/14(金) 15人 
腰をおとして、ゆっくり踊るダン

スで運動不足解消をしませんか。 

パッチワーク 横森 光枝 5/15(土) 13:30 

 ～15:30 15人 
眠っている布を生かし，布合わせ

手作りの楽しさを学びませんか。 

●期間 

 5月～10月(卓球・ビーチボール 

 バレーは短期間となります) 

●場所 

 勤労青少年ホーム[砂沼新田15]  

●受講資格 

 原則として市内在住・在勤の方 

●受講料 

 無料(教材費・利用者運営費の 

 負担あり) 

●申込開始 

 4月１日(木)から受け付け開始。 

 ※定員になり次第締め切ります。 

  (複数受講可) 
 
【注意事項】 

・講座生が一定数以上集まらな 

 い場合、中止となることがあ 

 ります。 

・日程は都合により変更になる 

 ことがあります。 

●期間 

 5月～10月(講座によって多少 

 期間が異なります) 

●場所 

 働く婦人の家[今泉240] 

●受講資格 

 原則として市内在住・在勤の方 

●受講料 

 無料(教材費・利用者運営費の 

 負担あり) 

●申込開始 

 4月１日(木)から受け付け開始。 

 ※定員になり次第締め切ります。 

  (複数受講可) 
 
【注意事項】 

 ・講座生が一定数以上集まらな 

  い場合、中止となることがあ 

  ります。 

 ・日程は都合により変更になる 

  ことがあります。 

公民館おはなしの会／４月 
 

下妻公民館では、毎月第３土曜日に｢公

民館おはなしの会｣を開催しています。 

ぜひ親子でご参加ください。   
 
●とき ４月17日(土) 

    午後１時30分～ 

●ところ 下妻公民館 児童図書室 
 

問 下妻公民館 43-7370 

「図書館春のつどい」を 

開催します 
 

楽しい催し物がいっぱいです。 

お友達と一緒にぜひご来館ください。 
 
●とき 

 ４月10日(土) 

●ところ 

 市立図書館 

●内容 

 10時30分～ おはなしの花たば 

 13時30分～ 本のリサイクルフェア 

 14時～     おはなしの花たば 

 15時30分～ 子ども映画会｢ポパイ｣ 

         (アニメ・43分) 
 

 ◎４月のおはなしの花たばは、図書館 

  春のつどいの中で開催します。 
 

問 市立図書館 43-8811 

「本のリサイクルフェア」に参加しませんか 
 

市立図書館では、｢本のリサイクルフェア｣を４月10日の図書館まつりで実施します。  

その一環として、皆さんのお宅で読まなくなった本を無償で提供してもらい、それ 

らを自由に持ち帰れるコーナーを設けます。 

眠っている本が息を吹き返す良い機会になります。皆さんのご協力をお願いします。 
 
◆受付期限 ４月８日(木) 

◆受付場所 図書館内総合案内カウンター(直接持ち込みに限る) 
 
 ※以下の資料は、お受けできません。 

   青少年に有害な図書、マンガ、雑誌、辞書・辞典類、問題集・参考書類 

 ※｢本のリサイクルフェア｣で最終的に残った図書は処分させてもらう場合が 

  ありますので、あらかじめご了承ください。 
 

問 市立図書館 43-8811 

募 集 案 内 



案 内 

平成２２年度 固定資産税について 
 
【納期】 

 平成22年度固定資産税｢第１期｣または｢全納｣ 

 の納期は、４月17日から30日までとなり、 

 納税通知書・課税明細書および納付書は４月 

 10日頃に発送予定です。 
 

《平成22年度 固定資産税の納期》 

   第１期 ４月17日～30日 

   第２期 ７月20日～８月２日 

   第３期 11月20日～30日 

   第４期 12月15日～27日 
      
【縦覧】 

 固定資産税の納税者は、他の土地や家屋の価 

 格との比較を通じて自分の土地や家屋の評価 

 が適正かどうかを判断するため、課税対象と 

 なる市内の土地および家屋の価格が記載され 

 た縦覧用帳簿を縦覧することができます。 
 
◆縦覧期間 ４月１日(木)～30日(金) 

      ※土・日曜日、祝日を除く。 

◆縦覧時間 午前８時30分～午後５時15分 

      ※12時～１時を除く。 

◆縦覧場所 市役所税務課 

◆縦覧できるもの 土地価格等縦覧帳簿 

         家屋価格等縦覧帳簿 

◆縦覧対象者 原則として下妻市固定資産 

       税の納税者 

  ※土地の納税者は土地の、家屋の納税者は 

   家屋の、両資産の納税者は両方の縦覧用 

   帳簿を見ることができます。 
 

問 固定資産税に関すること 

   市税務課 固定資産税係 

   内線1353～1357 

   納税に関すること 

   市収納課 内線1362・1363 

お知らせ版  No.2 
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４月から国民年金保険料が変わります 
 
4月から平成23年3月までの国民年金保険料は、 

月額15,100円となります。 
 
学生の方で国民年金保険料の納付が困難なときは 

「学生納付特例制度」の手続きをしてください 
 
◆学生納付特例制度とは 

学生本人の前年所得が一定額以下の場合に、市役所国民年 

金担当窓口(本庁舎・保険年金課、千代川庁舎・くらしの窓 

口課)に申請し、日本年金機構(茨城事務センター)で承認を 

受けると、承認された期間の国民年金保険料は納付が猶予 

されます。 
 
◆申請は毎年度必要です 

学生納付特例の対象となる期間は、4月から年度末(3月)ま 

でとなりますので、毎年度申請が必要です。平成22年4月 

分から学生納付特例ご希望の方は、お早めに申請手続きを 

してください。 
 
◆学生納付特例の承認を受けた期間は 

年金の受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金額の 

計算には入りません。10年以内であれば後から納付(追納) 

して、年金額を満額に近づけることができます。ただし、 

承認期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納するとき 

は経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 
 
◆申請手続きに必要なもの 

①学生証または在学証明書(コピー可) 

②年金手帳 

③印鑑(本人署名の場合は不要です) 

④平成21年3月31日以降に会社等を退職して 

 学生になった方は、雇用保険受給資格者証、 

 離職票など失業していることを確認できる 

 公的機関の証明の写し 
 
※代理の場合は、代理の方の身分を証明できるものが必要 

 になります。 

※日本年金機構から学生納付特例申請書のハガキが届いた 

 方は、学生証または在学証明書が不要のため必要事項を 

 記入のうえ、送付してください。 

 

問 下館年金事務所 国民年金課 25-0811 

   市保険年金課 内線1513・1515 

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。 

◆現地見学会開催  

【日時】４月11日(日)午前10時～午後４時 

【受付場所】事業地内テント 

      [保健センター東側、信号付近] 

  ※悪天候の場合は、都市整備課(市役所第二庁舎)で 

  受け付けします。 

◆分譲価格表＜８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 
 
◎詳しくは、区画整理ホームページをご覧ください。 

  http://www.s-tobu.jp/ 
  

問 申 市都市整備課 都市計画係 内線1726  

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 

シルバー人材センターを 

ご利用ください 
 

シルバー人材センターは、高齢者にふさわ 

しい仕事を一般家庭・民間企業・公共団体な 

どから引き受け、会員に提供する県知事許可 

の公益法人です。 

就業や収入の保証はありませんが、会員の 

希望と能力に合わせた臨時的・短期的な就業 

機会を提供しています 
 

◆その仕事頼れるシニアがお手伝いします 
 シルバー人材センターは、収益を目的とし 

 ていないので一般に割安です。 

 豊富な経験・知識・技能を持った高齢者が 

 就業を通じて地域社会に貢献します 
 

◆こんなお仕事をお引き受けしています 
◇一般分野 

  除草、草刈、除草剤・殺虫剤散布、 

  屋内外の清掃・軽作業、農作業等 

◇技能分野 

  障子・襖・網戸張り、庭木剪定、 

  塗装、大工等 

◇折衝・外交分野 

  広報紙等の配布、検針、集金等 

◇事務分野 

  賞状書き、宛名書き、受付事務等 

◇管理分野 

  施設管理等 
 
 その他様々な仕事を引き受けています。 

 お気軽にご相談ください。 
 

シルバー人材センターでは、随時会員を 

募集しています 
 

市内にお住まいで、おおむね60歳以上の 

健康で働く意欲のある方。 

詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 社団法人 

   下妻地方広域シルバー人材センター  

   44-3198 

平成22年度 

浄化槽設置事業費補助金の 

申請受け付け 
 
 平成22年度浄化槽設置事業費補助金の申請

受け付けを、4月1日からおこないます。 

 申請書類は市ホームページからもダウン

ロードできます。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
  

問 申 市生活環境課 内線1422 

案 内 

平成２２年度 ごみ収集カレンダーの配布について 
 

自治会に加入している世帯の方には、３月10日発行の 

広報紙とあわせてごみ収集カレンダーを配布しました。 

ごみ収集カレンダーは、地区ごとに異なりますので、自 

分の地区のカレンダーであるかどうか、ご確認ください。 
 

◎自治会に未加入の世帯やアパートに 

 お住まいの方には、市役所にて配布 

 しています。 

 詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 市生活環境課 内線1423 



案 内 

◆出前講座とは 

 市民の生涯学習意識の高揚とまちづくり

の振興を図るため、市役所の各課の職員

が身につけた専門知識を、無料で研修会

や学習の場にお届けするものです。 
 
◆利用対象者 

 原則、市内在住・在勤・在学する10人 

 以上の市民のグループ 
 
◆開催日時 

 祝日・年末年始を除く午前10時から 

 午後９時(土・日曜日は午後5時まで) 

 １回２時間以内 ※一部講座を除く。 
 
◆開催場所 

 市内の公共施設や民間の施設等 

 なお、会場は主催者がご用意ください。 
 
◆費用 

無料(教材費・材料費等が必要な場合あり) 
 
◆申込方法 

 受講を希望する日の20日前までに所定 

 の申込用紙に記入のうえ、生涯学習課ま 

 たは講座担当部署へ提出してください。 

 なお、担当課の業務や講師となる職員の 

 都合により、日時などの調整が必要な場 

 合がありますので事前にお問い合わせく 

 ださい。 
 
◆申し込みできない場合 

 ・公の秩序を乱し、または善良な風俗を 

  阻害するおそれのあるとき。 

 ・政治、宗教または営利を目的とした催 

  し等をおこなうおそれのあるとき。 

 ・｢下妻市活き活き出前講座｣の目的に反 

  するとき。 
 
◆お願い 

 ・時間内で終わるようお願いします。 

 ・その場で、ご説明できない内容がある 

  場合には、ご了承ください。 

 ・各課が担当する業務の説明に関する質 

  疑や意見交換は可能ですが、苦情等を 

  言う場ではありませんのでご理解くだ 

  さい。 

  「活き活き出前講座」を 

          申し込んでみよう！ 
 

①メニューから講座を選ぶ 

 市政全般から身近なくらしの内容まで、 

 いろいろな講座をご用意しています。 

｢活き活き出前講座メニュー｣から、希望 

する講座を選びましょう。 

 

②出前講座を申し込む 

 出前講座利用申込書に必要事項を記入の 

 うえ、出前講座を希望する20日前まで 

 に生涯学習課または担当部署まで申し込 

 んでください。 

 開催場所は、申込者がご用意ください。 

 

③申込内容の確認・調整 

 講座担当課から申込内容の確認の連絡を 

 しますので、その際に打ち合わせをして 

 ください。 

 

④出前講座の講師派遣決定通知の送付 

 講師派遣決定通知書を申込者に送付しま 

 すので、内容をご確認ください。 

 

⑤出前講座の開催 

 職員を派遣し、申し込まれた講座の内容 

 についてわかりやすくお話しします。 

 

⑥出前講座受講結果報告書の提出 

 今後の講座内容のあり方についての参考 

 としますので、講座終了後、受講結果報 

 告書を生涯学習課へご提出ください。 

「下妻市活き活き出前講座」を利用してみませんか 

問 市生涯学習課(千代川庁舎) 内線2832 

《下妻市活き活き出前講座メニュー》 

№ 講   座   名 担当部署 

1 地域コミュニティーとまちづくり 企画課  

２ 防犯ボランティアパトロールについて 市民安全課 

３ 国民健康保険のしくみ 保険年金課 
４ 国民年金のしくみ 保険年金課 
５ 後期高齢者医療制度のしくみ 保険年金課 
６ 医療福祉(マル福)制度のしくみ 保険年金課 
７ 介護保険制度について 介護保険課 
８ げんき！はつらつ！介護予防講座 介護保険課 
９ 認知症サポーター養成講座 介護保険課 
10 高齢福祉事業について 介護保険課 

11 
子どもの生活リズムを見直そう 

～健やかなココロ・カラダづくり～ 
保健センター 

12 いい歯ではっぴー 保健センター 

13 がん予防のために大切なことは 保健センター 

14 

生活習慣を見直そう 

～メタボリックシンドローム・ 

        生活習慣病予防～ 

保健センター  

15 食育講座 保健センター  

16 生活保護について 福祉事務所 

17 債務整理について 福祉事務所 

18 人権教室 人権推進室 

19 
子ども・家庭支援 

～児童相談の現場から～ 
福祉事務所 

20 児童福祉あれこれ 福祉事務所 

21 保育所ってどんなとこ？ 福祉事務所 

22 障害者福祉サービス？   福祉事務所 

23 障害者自立支援法とは 福祉事務所 

24 社協ってどんなとこ？ 
社会福祉協議会 
( 44-0142) 

25 もっと気軽にボランティア 
社会福祉協議会 
( 44-0142) 

26 覚えよう！いざ！という時の応急手当 
下妻消防署 
( 43-1551) 

27 

覚えよう！いざ！という時の 

心肺蘇生法(救命手当て編) 

 ※普通救命講習修了証発行 

下妻消防署 
( 43-1551) 

28 市民の足としての公共交通 企画課  

29 
地球温暖化！ 

世界と国・地方の取り組み 
生活環境課 

30 エコライフについて 生活環境課 

№ 講   座   名 担当部署 

31 犬の飼い方 生活環境課 

32 
ごみの分別・出し方 

～マナーを守ってきれいなまちづくり～ 
生活環境課 

33 道路とくらし 建設課 

34 生活道路が整備されるまで 建設課 

35 
公園のはなし 

～使おう！守ろう！みんなの公園～ 
都市整備課 

36 水洗化で快適生活 下水道課 
37 知っていますか？下水道ができるまで 下水道課 

38 水道水はどうつくられるの？ 
水道事業所 
( 44-5311) 

39 文化団体を紹介します 生涯学習課 

40 
みんなで守る文化財 

～文化財保護について～ 
生涯学習課 

41 大切です！家庭教育 生涯学習課 

42 自分の体力を知ろう スポーツ振興課 

43 図書館の利用法について 
市立図書館 

( 43-8811) 
44 個別所得補償モデル対策について 農政課 

45 悪徳商法の被害にあわないために 商工観光課 

46 IT被害にあわないために 商工観光課 

47 
高齢者や障害者を 

消費者トラブルから守ろう 
商工観光課 

48 知って得する日常生活の｢契約｣ 商工観光課 
49 くらしの中の事故注意情報 商工観光課 

50 農業者年金制度について 農業委員会 

51 農地法について①(耕作目的編) 農業委員会 
52 農地法について②(農地転用編) 農業委員会 
53 「男女共同参画社会」ってな～に？ 企画課 

54 地方分権と行財政改革～行財政改革大綱～ 企画課 

55 
市民協働によるまちづくり 

～下妻市総合計画～ 
企画課 

56 市の財政状況はどうなっているの？ 財政課 

57 知っていますか？あなたの市・県民税 税務課 

58 知っていますか？固定資産税課税の仕組み 税務課 

59 市税の納付方法と滞納処分について 収納課 

60 住民票・戸籍・印鑑証明について 市民課 
61 議会の仕組み 議会事務局 

62 知っておきたい選挙の知識 委員会事務局 

◎出前講座の詳しい資料(メニュー表・ 

 申込用紙)は、本庁舎(総合案内)およ 

 び千代川庁舎(くらしの窓口課・生涯 

 学習課)にあります。 
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しもつま 広
報 

鯉のぼりを鬼怒川に泳がせよう 
～鯉のぼり設置参加者募集～ 
 

５月16日(日)の｢第19回花とふれあいまつり｣に向けて、 

鬼怒フラワーラインに鯉のぼりを泳がせます。そこで、 

親子で鯉のぼり設置に参加してくれる方を募集します。 

 鯉のぼりを自分の手で設置して鬼怒川で泳がせてみませ 

んか。 

 また、家庭でいらなくなった鯉のぼりがあれば、都市整 

備課(第二庁舎)または商工観光課(千代川庁舎)までお持ちく 

ださい。なお、｢吹き流し｣は設置できませんので、ご了承 

ください。 
 
●日時 ４月18日(日)午前９時集合 ※雨天決行 

●場所 鬼怒フラワーライン 

●持ち物 飲み物、軍手 

●主催 花と１万人の会 
 

問 花と１万人の会事務局 

   (市都市整備課内) 

   内線1722 

にこにこ体操教室に参加しませんか 
 

高齢者の方がいつまでも元気で楽しく過ごせるよう、 

介護予防事業として、体操教室を開催します。 

 体操は、楽しくお家でも手軽に出来る軽運動(１時間 

程度)です。 

 65歳以上で、介護保険の要介護・要支援認定を受け 

ていない方なら、どなたでも参加できます。 
 
●日時 表のとおり 

    ※詳しい日程等は、お問い合わせください。 

●募集人員 各地区25名程度 ※先着順。 

●持ち物 汗拭き用タオル、体育館履き、 

     水やお茶などの飲物 

●参加費 600円程度(初回のみ) 

●その他 申し込みをした方には、後日、詳細(日程・ 

     場所など)について個別に通知します。 
 

問 申 市介護保険課 内線1535 

地区 場所 開催日 受付開始時間 

下妻 下妻公民館 
毎月２回 

金曜日 
午後1時30分～ 

大宝 大宝公民館 
毎月２回 

金曜日 
午前9時30分～ 

騰波ノ江 
騰波ノ江 

市民センター 

毎月２回 

金曜日 
午前9時30分～ 

上妻 
上妻 

市民センター 

毎月２回 

火曜日 
午前9時30分～ 

総上 働く婦人の家 
毎月２回 

水曜日 
午後1時30分～ 

豊加美 
豊加美 

市民センター 

毎月２回 

火曜日 
午前9時30分～ 

高道祖 
高道祖 

市民センター 

毎月２回 

火曜日 
午前9時30分～ 

千代川 
千代川 

保健センター 

毎月２回 

水曜日 
午前9時30分～ 

４月の予防接種 
～ポリオワクチン～ 
 
◆日時 ４月28日(水) 

    受付 午後2時～2時30分 

◆ところ 下妻市保健センター 

◆持参する物 

 受診券、予診票(責任を持って記入し 

 てください)、母子健康手帳、体温計 

 (体温は接種会場で測ってください) 

◆該当者 

 生後３か月～90か月(7歳6か月)未満で、 

 ２回の投与が済んでいない子 

 ※ポリオワクチンは免疫をつけるため、 

  ２回の投与が決められています。 

 ※BCG接種(医療機関で接種)を先に受 

  けましょう。 
 
【接種間隔に注意しましょう】 

 ・ポリオの１回目と２回目の間隔は、 

  ６週間以上あける。 

 ・ＢＣＧ、ポリオ、麻しん風しん混合 

  を受けた場合、次の接種は、27日以 

  上あける。 

 ・三種混合を受けた場合、次の接種は、 

  ６日以上あける。 

※おたふくかぜ・水ぼうそう・突発性発 

 疹にかかった場合、治ってから４週間 

 以上あけないと予防接種を受けること 

 ができません。 

※受ける前には｢予防接種と子どもの健康｣ 

 などをよく読んで、予防接種の効果や 

 副反応について十分理解し納得してか 

 ら受けましょう。 
 

問 市保健センター 43-1990 

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22年４月～９月)｣および市報

(３月号)に掲載の休日在宅当番医の日

程が変更になります。 
   
【変更前】４月11日(日)中山医院 

       18日(日)中嶋医院 

 

【変更後】４月11日(日)中嶋医院 

       18日(日)中山医院 

日本脳炎予防接種 ４月１日より一部再開します 
 

平成17年から見合わせていた日本脳炎の定期予防接種は、 

平成21年６月から｢乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン｣(新ワクチ 

ン)による接種が、第１期の対象者に可能となりました。 

第１期の対象者でまだ一度も接種をしていない方が優先と 

されており、第２期の対象者への使用は有効性および安全性の 

確認がとれていないため接種することができません。 

また、現段階では従来ワクチンと同様に積極的な勧奨をしな 

いこととなっていますが、保護者の方が特に希望する場合には、 

接種することができます。 

 

(注) 日本脳炎ワクチン(従来ワクチン)で、１期初回２回接種し 

  た方に対する乾燥細胞培養ワクチン(新ワクチン)での追加 

  接種は、現段階では、使用経験が少ないことから、有効性 

  および安全性が確立されていません。 
 
 ※見合わせ期間中に対象年齢を過ぎてしまった方は、現段階 

  では、定期の予防接種としては取り扱えません。 

  今後、経過措置として実施していくことについて、国で検 

  討を進めています。 

 ※受診券、予診票は、再交付できますので、保健センターま 

  でご連絡ください。 
 
◆日本脳炎予防接種指定医療機関 

 

◆関連リンク 

 厚生労働省｢日本脳炎ワクチン接種に係るQ＆A｣ 

 http://www.mhlw.go.jp/qa/kenkou/nouen/index.html 
 

問 市保健センター 

   43-1990 

対象年齢・受けかた 
望ましい 
接種時期 

接種方法 

場所 

１期 

初回 
生後６か月～７歳６か月未満の方 
【受けかた】 
 ６日～28日の間隔で２回接種 

３歳 

個別接種 
指定医療機関 

追加 

生後６か月～７歳６か月未満の方 
【受けかた】 
 １期初回終了後おおむね 

 １年あけて１回接種 

４歳 

２期 ９歳以上13歳未満の方                   集団接種 
市内小学校 

指定医療機関名 電話番号 指定医療機関名 電話番号 

平間病院 43-5100 菊山胃腸科外科医院 44-2014 

坂入医院 43-6391 古橋耳鼻咽喉科医院 45-0777 

浅田医院 44-3957 砂沼湖畔クリニック 43-8181 

中山医院 43-2512 中岫産婦人科医院 44-2438 

古橋医院 44-2792 まつだこども 

クリニック 
30-5558 

健 康 

案 内 「第40回しもつま砂沼桜まつり」 
 

 ご家族お誘い合わせのうえ、 

 ご来場ください。 
 
 ◆日時 4月４日(日)午前10時 

 ◆場所 特設会場(砂沼湖畔２か所) 

 ◆内容 砂沼一周歩こう会、ビンゴ大会、 

     カラオケ大会など 

 

《砂沼の桜を夜間一部ライトアップします》 
 
 ｢花のまちしもつま｣に春の訪れを告げる砂沼

の桜。今年も砂沼遊歩道の桜を一部ライトアッ

プします。 
  
 ◆期間 3月27日(土)～4月11日(日) 

     午後9時まで 

 ◆場所 砂沼遊歩道の一部 
 

問 下妻市観光協会事務局(市商工観光課内) 

   内線2632 



相 談 『講座』受講生募集 
 
●講座名 第二種電気工事士受験対策(筆記) 

●対象者 6月6日に実施される第二種電気工事士 

     試験の受験申し込みをしている方また 

     は近年中に受験しようとしている方。 

●実施日 5月10日(月)・17日(月)・24日(月)・ 

       28日(金)・31日(月) 

 午後６時～９時 

●定員 15人 ※定員を超えた場合は抽選。 

●受講料 2,900円(教材費含む) 

●申込方法 

 往復ハガキに｢①講座名②氏名③住所④電話番号 

 (日中連絡の取れる番号)⑤年齢⑥職業(会社名) 

 ⑦企業申し込みの場合は担当者名・連絡先｣を記 

 入のうえ、郵送にてお申し込みください。 

 ※電話等による申し込みはできません。 

●申込期限 ４月７日(水)必着 
 

問 申 県立筑西産業技術専門学院 

     24-1714 

 〒308-0847[筑西市玉戸1336-54] 

平成２２年度 『在職者訓練講座』受講生募集 

●会場 古河産業技術専門学院 

●受講料 各講座共 2,900円 

●申込方法 往復ハガキに｢①受講番号②講座名③氏名④住所⑤電話番号⑥年齢⑦職業(会社名)｣を記入のうえ、 

      郵送にてお申し込みください。 

 ※往復ハガキ１枚につき１講座１名、同一講座の重複申し込みおよび電話等による申し込みはできません。 

 ※定員を超えた場合，抽選により決定します。 
 

問 申 県立古河産業技術専門学院 0280-76-0049 〒306-0126[古河市諸川1844] 

受講  

番号 
講座名 定員 内容 実施日時 

申込期間 

(必着) 

１ 
第二種電気工事士 

受験対策(学科) 20人 第二種電気工事士 

受験対策(学科) 
5/15(土)・16(日) 
9:00～17:00 

4/5 

 ～16 

２ 
第二種電気工事士 

受験対策(実技) 25人 第二種電気工事士 

受験対策(実技) 
5/22(土)・23(日) 
9:00～17:00 

4/12 

 ～23 

５ 
二級建築士 

受験対策(計画) 10人 二級建築士受験対策 

(学科)の科目別講習 

5/6(木)・8(土)・11(火)・13(木)・15(土) 
18:00～21:00 

 ※8(土) 9:00～16:00、15(土) 9:00～12:00 
4/5 

 ～14 

６ 
二級建築士 

受験対策(法規) 10人 二級建築士受験対策 

(学科) の科目別講習 
6/8(火)・10(木)・15(火)・17(木)・22(火)・24(木) 
18:00～21:00 

5/6 

 ～18 

７ 
二級建築士 

受験対策(構造) 10人 二級建築士受験対策 

(学科) の科目別講習 
5/29(土)、6/1(火)・3(木)・5(土) 
18:00～21:00 ※(土)  9:00～16:00 

4/23 

 ～5/6 

８ 
二級建築士 

受験対策(施工) 10人 二級建築士受験対策 

(学科) の科目別講習 

5/15(土)・18(火)・20(木)・22(土)・25(火) 
18:00～21:00 

 ※15(土) 13:00～16:00、22(土) 9:00～16:00 
4/5 

 ～16 

10 ビジネスマナー 10人 職業生活に必要な 

基本的マナー 
5/27(木)・28(金) 
9:00～17:00 

4/19 

 ～30 

16 建築CAD 

(Jw-CAD)   
10人 Jw-CAD操作および 

作図実践など 
6/1(火)・3(木)・8(火)・10(木)・15(火)・17(木) 
18:00～21:00 

4/23 

 ～5/6 

～認知症の家族を介護している皆さんへ～ 

「認知症の人と家族の会」の仲間に 

なりませんか 
 

認知症の人と家族の会は30年前に結成し、

全国に約10,000人の会員がいます。 

｢会員同士がともに励ましあい助けあって、

人として実りある人生を送ると共に、認知症

になっても安心して暮らせる社会の実現を希

求する｣ため様々な活動をしています。 
  

◆介護家族の交流会｢つどい｣ 

 ・筑波記念病院 

   (第１金曜日 午後１時～３時) 

  ・茨城県水戸合同庁舎 

    (第２金曜日 午後１時～３時) 

 ◆会報の発行 など 
  

問 社団法人 認知症の人と家族の会 

   茨城県支部(筑波記念病院内) 

   029-879-0808 

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、茨城県と(社)茨城県 

 労働者福祉協議会が共同で設立した組織です。 
 
【牛久会場(牛久市後援)】 

 ◇日時 4月24日(土)14:00～17:00(受付13:00～) 

 ◇場所 牛久市中央生涯学習センター[牛久市粕田町160]  

 ◇対象者 35歳～45歳までの独身男・女 

 ◇参加費 男性5,000円 女性1,000円(当日徴収) 
        
【境会場(境町後援)】 

 ◇日時 4月25日(日)14:00～17:00(受付13:00～) 

 ◇場所 境町文化村公民館2階講堂[境町上小橋540] 

 ◇対象者 Aコース 40歳以下の独身男・女 

 Bコース 40歳以上の独身男・女 

 ◇参加費 男性5,000円 女性1,000円(当日徴収) 
 
【下妻会場(下妻市後援)】 

 ◇日時 4月29日(木・祝)14:00～17:00 

             (受付13:00～) 

 ◇場所 ビアスパークしもつま[下妻市長塚乙70-3]  

 ◇対象者 35歳～45歳までの独身男・女 

 ◇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  

契約トラブルなどでお困りのときは 

ご相談ください 
 
 ◆県消費者生活センター(水戸合同庁舎内) 

   029-225-6445 

 ◆消費者ホットライン(全国共通ダイヤル) 

   0570-064
まもろうよ

-370
みんなを

 
 

県消費生活センター分室(鉾田・土浦・取手・筑西)は、 

平成22年３月31日に廃止され、県消費生活センター 

(水戸)に集約化されます。 
 

問 県生活文化課 029-301-2829 

第３回いばらき看護職 

合同進学・就職説明会 
 
◆日時・会場 

【つくば会場】 

  ４月29日(木・祝)午前11時～午後３時 

  つくば国際会議場 多目的ホール 

【水戸会場】 

  ５月９日(日)午前11時～午後３時 

  水戸プラザホテル プラザボールルーム 

◆対象者 

 ・高校生および看護職を目指す方 

 ・看護学生およびすべての看護職員 

◆実施内容 

 ・求人情報提供コーナー 

  (病院・施設の担当者) 

 ・看護職進学相談コーナー 

  (看護系大学・看護師等学校養成所の教員) 

 ・県ナースセンター登録・就職面談コーナー 

  (ナースセンター専任相談員) 

◆参加方法等 

 参加無料。事前申し込み不要。入退場自由。 
 

問 社団法人県看護協会 

   県ナースセンター 

   029-221-6900 

多重債務の無料相談窓口を開設しています 
 

借金の返済でお困りの方、お電話ください。 

秘密は守ります。 
 

 ◆関東財務局 水戸財務事務所 多重債務相談窓口 
 
  専用ダイヤル 029-221-3190 

          ※平日 午前８時30分～12時 

              午後１時～４時30分 

関東鉄道常総線のダイヤ改正について 
 

関東鉄道常総線では、常総線に新しい運行管理システム 

を導入して安全輸送および利便性の向上を図りました。 

それにともない、常総線のダイヤ改正を3月13日より実 

施しました。 
 
◆単線区間で行き違い可能な駅では全駅同時進入できるよ 

 うになり、待ち時間の短縮を図りました。 

  改正前 水海道発11:23 下館着12:19 

  改正後 水海道発11:24 下館着12:12 
 
◆日中の取手～守谷間の列車運転時刻の平準化(パターン化) 

 を図り、15分間隔での運行となりました。 

  下り 平日  取手発 11:15～15:00 

     土休日 取手発 11:30～14:45 

  上り 平日  取手着 11:37～14:12 

     土休日 取手着 12:22～14:12 
 
◆下妻6:55発、下館7:23着の列車を新たに設定しました。 

  土休日の水海道～下館間で、利用者の少ない日中に 

  2本および夕方から夜間の時間帯で6本の減便をおこ 

  なうなど、各ダイヤにおいて減便等の調整をおこな 

  いました。 
 

問 関東鉄道(株) 029-822-3718 

募 集 案 内 



募 集 平成22年度 

『市文化祭体験学習』希望団体募集 
 

市文化祭実行委員会では、平成22年度も下妻会場・千

代川会場をメイン会場として市文化祭を開催します。 

市文化祭で体験学習をおこなう団体に経費の一部助成を

予定していますので、体験学習を実施してみませんか。 
 
●実施日 平成22年度市文化祭集中展示期間中 

     (11月５日～７日を予定) 

●募集対象 市文化祭に参加希望の展示・発表団体で、 

      市文化祭の参加条件を満たし、来場した人 

      が参加できる体験学習を実施できる団体。 

●助成額 実施内容によって決定 

     (１団体につき、２万円が上限) 

 ※実施内容によっては、助成対象にならない場合も 

  あります。 

●募集団体数 ５団体程度 

●申込方法 生涯学習課にある申請用紙に必要事項を 

      記入のうえ、お申し込みください。 

●申込期間 ４月１日(木)～30日(金) 
 

問 申 市文化祭実行委員会事務局(市生涯学習課内) 

     内線2833 

広報「しもつま」 

わがやのにんきものコーナー 

掲載希望者募集 
 ～お子さんの写真を 

     掲載してみませんか～ 
 
◆対象年齢 市内在住の１歳～３歳 

      のお子さん 

◆掲載内容 写真およびメッセージ 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 市秘書課 

     内線1212 

『自衛官』募集 

問 申 防衛省自衛隊 筑西地域事務所 22-7239 

種目 

《自衛隊一般曹候補生》 

 陸上・海上・航空の各教育隊において、自衛官として必要な基  

 礎的事項について教育訓練を受けることになります。 

 教育訓練終了後、各人の希望と適性により、将来の進むべき職 

 域が決定され、引き続いてその職域に必要な基礎的事項、技能 

 習得のための教育訓練がおこなわれます。 

応募資格 
平成23年４月１日現在、18歳以上27歳未満の方 

(昭和59年４月２日～平成５年４月１日生)                             

試験期日 

第1次試験 ・第1回 5月22日(土)                                 

       ・第2回 9月18日(土)                                         

※ただし、平成23年3月高等学校卒業予定者または中等教育学 

 校卒業予定者のための試験は第2回となります。           

試験種目 

・筆記試験(国語、数学、英語、作文) 
・適性検査 

 ※第1次試験合格者発表日 第１回 ６月11日(金)                                 

              第２回 10月１日(金)                                 

 (第2次試験：1次試験合格者のみおこないます) 

初任給等 

159,500円(平成21年４月１日現在) 
※採用時の給与は採用予定者の学歴・経歴等により異なります。                            

※法律の改正により改定される場合があります。                                   

応募期間 

第1回 4月1日(木)～5月10日(月)必着 

第2回 8月1日(日)～9月10日(金)必着                                       

※ただし、平成23年3月高等学校卒業予定者または中等教育学 

 校卒業予定者の受付については、文部科学省・厚生労働省両 

 省から示された期日以降実施します。 
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しもつま 広
報 

『国税専門官』募集 
 
●受験資格  

 ・昭和56年４月２日～平成元年 

  ４月１日生まれの方 

 ・平成元年４月２日以降生まれで 

  次に該当する方 

①大学を卒業した方および平成 

 23年３月までに大学を卒業 

 見込みの方 

②人事院が①に掲げる方と同等 

 の資格があると認める方 

●試験日 

 第1次試験 ６月13日(日) 

 第2次試験 ７月20日(火)～27日 

       (火)のいずれか１日 

 ※大学卒業程度の試験 

●試験地 

 第1次試験 

  高崎市、さいたま市、新潟市、 

  松本市 他 

 第2次試験 さいたま市 他 

●採用予定数 全国で約850名 

●申込期間 

 ４月1日(木)～14日(水) 

 ※当日消印有効 

●申込方法 

 希望する第1次試験地を所轄する 

 国税局または国税事務所 
 

問 申 
 
 関東信越国税局 人事第二課  

 048-600-3111 

茨城県警察官採用試験 
 
  茨城県警察では、平成23年４月採用予定者の試験を実施します。 
 
◆受験資格 

 《警察官Ａ》 

  昭和56年４月２日以降に生まれた人で、大学(短期大学を除く) 

  卒業者もしくは平成23年３月31日までに卒業見込みの人また 

  は人事委員会がこれと同等と認める人、その他、身体基準、欠 

  格事項等がありますので、詳しくは、茨城県警察ホームページ 

  (警察官採用案内)または受験案内等をご確認ください。 
 
 ※茨城県警察ホームページ 

   http://www.pref.ibaraki.jp/index.html 
 
◆試験日 

 第１次試験(教養試験・論文試験) ５月９日(日)               

 第２次試験 ・第１日目(適正検査・身体検査・体力試験) 

         ６月５日(土)・６日(日)のいずれか１日 

       ・第２日目(集団討論・個別面接) 

         ７月12日(月)～16日(金)のいずれか１日 

 最終合格発表 ７月27日(火)予定 

◆申込期限 ４月14日(水) 
 
◎受験者および家族等に対する採用説明は、随時 

 受け付けていますので、お問い合わせください。 
 

問 下妻警察署 43-0110 

募 集 

第28回壮年ソフトボール大会 

参加チーム募集・代表者会議(抽選会) 
 
●とき  ４月24日(土)午後６時30分 

●ところ 下妻公民館 ２階小会議室 

●参加資格 市内在住・在勤で、昭和46年 

      ４月１日以前生まれの方 

●申込方法 抽選会時に参加費(5,000円)と 

      メンバー表(氏名、生年月日、 

      住所記入)をご持参のうえお申 

      し込みください。 

●大会期日 ５月30日(日) 

      ※予備日６月６日(日) 
 

問 下妻市ソフトボール連盟 

   (稲葉) 090-7210-5400 

『大正琴 無料体験会』 

参加者募集 
 

哀愁を帯びた和の音色、大正琴は全国にたく

さんの愛好者がいます。 

音符が読めなくても年齢を問わず、みんなと

いっしょに楽しめる楽器です。 

お気軽にご参加ください。 
 
 《琴音会》 

 ●とき ４月10日(土)13:30～15:00 

      ４月24日(土)13:30～15:00 

 ●ところ 下妻公民館 

  ●対象者 大人の方(高校生以上) 

  ●参加費 無料(貸琴あり) 
  

問 申 琴音会(黒澤) 43-0630 

          (池田) 44-3010 
 
 《子どもクラブ》 

  ●とき ４月10日(土)18:00～19:00 

  ●ところ 下妻公民館 

  ●対象者 小学１年～中学３年 

  ●参加費 無料(貸琴あり) 
 

問 申 子どもクラブ(渡辺) 44-4918 

           (山口) 44-2706 
『第２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25日(日)午前8時15分集合 ※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(プレー代無料) 

●定員 36組(72名) 

    ※先着順。定員になり次第締め切ります。 

●申込方法 参加費を添えて参加者本人がお申し込み 

      ください。(当日は申し込みできません) 

●申込期限 ４月18日(日) 
  

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 


