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下妻小学校児童保育クラブ 

『入所児童および指導員助手』募集 
 

《入所児童募集》 
  
 ●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 

  4月より開設 下校時～午後6時30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30分 

 ●運営費 

  ◇入会金 年額2,000円(初年度のみ) 

  ◇保険料 年額3,000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 

  児童保育クラブに入所した児童の保護者は、必ず児童 

  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 

  14名 

 ●申込方法 

  児童保育クラブにある入所申込書に記入のうえ、 

  2月10日(木)までにお申し込みください。 
 

《指導員助手募集》 
  
 小学校１年生から３年生までの 

 児童と遊べる方、大歓迎です。 
 
 ●募集人員 パート １名 

 ●対象 子育て経験のある方 

     (年齢、資格は問いません) 

 ●時給 800円(3か月間は試用期間770円) 

 ●勤務日時 相談による 

 ●申込方法 面接をおこないますので、電話連絡の 

       うえ、履歴書を持参してください。 

 

問 申 下妻小学校児童保育クラブ (指導員 小竹) 

      44-3704 ※平日 正午～午後３時 

ご存じですか！ 

医療福祉（マル福）制度 
 
 医療福祉(マル福)制度は、一定の条

件を満たす人が医療保険を使って医療

機関等にかかった医療費の一部を公費

(県と市の負担)で助成する制度です。 

 

 

 

◆対象となる方 
 
【小児】 

 ・０歳から小学３年生まで 
 
【妊産婦】 

 ・母子手帳の交付を受けてから、 

  妊産婦特有の疾病と診断を受け 

  た方 
 
【ひとり親】 

 ・18歳未満の児童および20歳未 

  満の障害児・高校在学者を監護 

  している父子家庭の父とその子 

  および母子家庭の母とその子 

 ・父もしくは母が重度障害者であ 

  る父子もしくは母子など 

 ・父母のいない児童を養育してい 

  る配偶者のない男子および女子 

  または婚姻したことのない男子 

  および女子 
 
【重度心身障害者】 

 ・身体障害者手帳１・２級に該当 

  の方 

 ・身体障害者手帳３級に該当の方 

  でその障害名が心臓・腎臓・ 

  肝臓・呼吸器・膀胱・直腸・ 

  小腸またはヒト免疫不全ウィル 

  スによる免疫の機能障害の方 

 ・療育手帳の判定  A  または A 

  判定の方 

 ・障害基礎年金１級の方 

 ・身体障害者手帳３級の方でかつ 

  療育手帳判定Bの方 

 ・特別児童扶養手当１級の方 
 
◎受給には所得制限が設けられてい 

 ますので、該当にならない場合が 

 あります。 

 

問 市保険年金課 医療福祉係 

   内線1514 

『千代川地区ビーチボールバレー大会』 

参加チーム募集 
 
●日時 

 ２月20日(日) 

 午前８時20分集合 

●場所 

 千代川体育館 

●種目 

 ①女子の部(年齢制限なし) 

 ②男女混合の部(常時女子2名以上プレー) 

 ③シニアの部(50歳以上、男女単独・混合 

  どちらでも可) 

 ④ジュニアの部(小学生以下、子ども会・ 

  スポーツ少年団も可) 

●試合方式 ブロック別リーグ戦 

●チーム編成 

 ・千代川地区内住民で編成したチーム 

 ・千代川地区内の事業所で編成したチーム 

 ※どちらも１チーム４名以上で制限なし。 

●参加費 

 １チーム1,000円(保険料含む) 

 ※ジュニアの部は無料 

●申込方法 

 申込書に記入のうえ、参加費を添えて 

 お申し込みください。 

●申込期限 

 ２月２日(水)午後５時 
 
【組み合わせ抽選会】 

 2月10日(木)午後７時30分 

 千代川運動公園ふれあいハウス 

 ※チーム代表者は必ず出席してください。 
 

申 千代川運動公園ふれあいハウス 

   受付時間 午前８時～午後５時 

   ※月曜日を除く。 
 

問 千代川ふれあいスポーツフェスタ 

   実行委員会 

   (飯岡) 43-4333  

平成23年度 

小学校新入学児童に入学祝品を贈ります 
 
 (社)茨城県母子寡婦福祉連合会では、ひとり親家庭(母子・父子家

庭)のお子さんに入学祝品(学用品)を差し上げます。 

該当児童がいるひとり親家庭で、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(月)

までにご連絡ください。 
 

申 市福祉事務所 内線1578 
 

問 茨城県母子寡婦福祉連合会 029-221-7505 

～父子家庭の皆さんへ～ 

児童扶養手当の申請はお済みですか 
 

これまで母子家庭を支給対象としていた児童扶養手当が、平成

22年8月分手当から父子家庭にも支給されることになりました。 

まだ児童扶養手当の申請がお済みでない父子家庭の方は、市に申

請をしてください。 

また、この手当は申請した月の翌月分から支給されます。  
 
【児童扶養手当とは】 

 父母の離婚(事実婚解消を含む)や死別などで、父または母と生計 

 を同じくしていない児童、父または母が重度の障害の状態にある 

 児童、父または母から1年以上遺棄されている児童、父または母 

 が1年以上拘禁されている児童(18歳に達する日以後の 初の3月 

 31日までの間にある児童(中度以上の障害を有する場合は20歳未 

 満))の父または母に対して支給される手当です。 
 

 ※支給対象に該当しても、児童が児童福祉施設に入所した 

  とき、請求者および児童が公的年金(老齢福祉年金を除く) 

  を受けることができるときなど、手当が支給されない場 

  合があります。 
 
【手当額と支払月】 

 児童１人のとき    月額41,720円～9,850円 

 児童２人以上の加算額 2人目 5,000円加算 

            3人目以降1人につき 3,000円加算 

 ４月・8月・12月の年3回(支払月の前月分までが支給されます) 
 
  ※受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)やその同居する 

   扶養義務者等について、それぞれ所得制限が設けられて 

   います。 

   また、所得により手当の一部が減額されたり、支給され 

   ない場合があります。 
 

【申請に必要な書類】 

手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なります 

ので、詳しくはお問い合わせください。 

 

問 申 市福祉事務所 内線1578 

募 集 

案 内 



下妻市農地賃貸借料情報 
 
 平成22年の農地の賃貸借における賃借料(10a当たり)は次のとおりです。 
 
                                           (単位：円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  ・情報は、賃借料の目安として提供するものです。 

  ・データ数は、集計に用いた筆数です。 

  ・賃借料を物納支給(水稲)としている場合は、１俵(60kg)当たり13,000円に換算しています。 

  ・金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としています。 

  ・市平均は全地域の金額をデータ数により平均した値です。 

  ・水利費等の経費支払いは相対となっています。 
 

問 市農業委員会 内線2132 

平成23･24年度 入札参加資格審査申請の定期受け付けを実施します 
 
◆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 

 

問 市総務課 内線1224 

【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 
  
◎公的機関が発行する書類は、登録申請書の提出日 

 以前３か月以内のものとする。 
 
◆受付期間 

 2月1日(火)～28日(月) 

 午前9時～12時、午後1時～5時 

◆受付場所 

 市役所本庁舎2階 総務課契約検査係 

◆提出方法 

  ・Ａ４ファイル左綴じ 

   ファイルの色 

    建設工事         【青】 

    建設コンサルタント等   【赤】 

    物品製造(役務の提供)等 【黄】 

 ・郵送可(期限内必着) 
 
 ※表紙に｢平成23・24年度入札参加資格審査申 

  請書｣および｢商号｣、背表紙に｢商号｣を記載し 

  てください。 

 ※ファイルは留め具が金具でないものを使用して 

  ください。 

 ※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。 

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 低賃金が改定になりました。《効力発生日 平成22年12月31日》 
 
①鉄鋼業 793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 778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 772円 

④各種商品小売業 744円 
 

問 茨城労働局労働基準部賃金室 029-224-6216 

公共下水道工事にご協力を！ 
 

鎌庭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

おこないますので、ご協力をお願いします。 
 
◆工事期間 １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 図のとおり 

 

問 市下水道課 内線1732～1734 

測量作業にご協力を！ 
 
田下・二本紀地内において、測量作業を実施します。 

作業中は、道路に面する土地に立ち入る場合がありま 

すので、ご協力をお願いします。 
 
◆作業期間 １月中旬～２月中旬 

◆作業場所 図のとおり 

問 市建設課 内線1717 

案 内 

  地区名  
田 畑 

平均額 高金額 低金額 データ数 平均額 高金額 低金額 データ数 

下妻 賃借料情報なし   賃借料情報なし   

大宝 22,500 32,500 6,500 120 9,100 19,500 1,200 9 

騰波ノ江 21,300 26,000 5,000 32 13,300 31,200 5,000 13 

上妻 18,500 26,000 10,000 70 7,100 11,400 5,300 6 

総上 21,600 26,000 6,500 86 8,900 8,900 8,900 1 

豊加美 19,400 27,000 1,500 117 11,600 19,500 7,000 5 

高道祖 22,600 26,000 19,500 74 7,000 7,000 7,000 2 

蚕飼 22,900 26,000 10,000 21 賃借料情報なし    

宗道 22,600 26,000 6,500 110 

大形 20,700 26,000 13,700 13 20,000 20,000 20,000 1 

下妻市平均 21,300     (合計)643 10,700     (合計) 37 

賃借料情報なし   

工事箇所 

測量箇所 
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第57回文化財防火デー 
 

昭和24年1月26日、奈良県の法隆

寺金堂が火災に遭ったのを機に、毎年

1月26日を文化財防火デーとし、全国

的に消防演習など文化財を火災から守

る運動が展開されています。 

 市でも、この運動にともない防火訓

練を実施します。 

 見学もできますので皆さんご来場く

ださい。      
 
◆日時 １月23日(日)午前10時～ 

◆場所 大宝八幡宮境内 
 

問 市生涯学習課 内線2833 

農地利用集積円滑化事業が 

開始されました 
 
 農地を貸したい農地所有者(貸し手)と規模を

拡大したい認定農業者等(借り手)をとりまとめ

て、農地を面的に集積し、農地の有効活用と農

業振興を図ります。 

 この事業により農地の効率的利用が促進され

た場合には、貸し手・借り手それぞれに10ａ

当たり10,000円の交付金が交付されます。 
 
◆交付要件 

 すべての要件を満たす必要があります。 
 

①下妻市が農地所有者から借り手を特定しな 

 い貸付けの委任を受けて、農地所有者を代 

 理し、認定農業者等に貸付けがおこなわれ 

 たもの 
 
②平成23年３月までに新たに利用権設定さ 

 れたもの 
 
③市内農振区域内の農地で６年以上の存続期 

 間を有する利用権設定がおこなわれたもの 
 
④面的に集積したと認められるもの 

 

問 市農政課 内線2624～2625 

卓上ガスボンベ・スプレー缶などの出し方に 

注意してください！ 
 

引火性のガスが残ったまま

の卓上用コンロのカセット式

ガス缶やスプレー缶などがつ

ぶれて、収集車の荷台が火災

になる事故が 近多発してい

ます。 

収集車に引火した場合、収集作業員や周辺に

重大な危険を及ぼす可能性がありますので、次

の点にご注意ください。 
 
◆卓上用コンロのカセット式ガス缶やスプレー 

 缶は、中身を完全に使いきり、風通しの良い 

 場所で穴を開け、中に引火性ガスが残らない 

 ようにした上で、｢不燃ごみ｣として出してく 

 ださい。 
 
◆使い捨てライターも必ずガスを使いきり 

 頭の部分を折り、｢不燃ごみ｣として出して 

 ください。 
  
◆灯油等の引火性の液体は、使い切るか、専門 

 の処理業者に処分を依頼してください。 
 

問 市生活環境課 内線1423 

使用済農業用ポリエチレンの 

回収(有料)をおこないます 
 

下妻市農業用廃プラスチック適正処理推進協議会で

は、使用済農業用ポリエチレン(農ポリ)の回収を有料で

おこないます。 
 
◆回収日 １月26日(水)午前９時～午後３時 

◆回収場所 ＪＡ常総ひかり千代川野菜集出荷所  

◆回収費用 15円／kgを回収日に徴収 

◆回収できる使用済農ポリの種類 

 １．農業用ポリエチレンフィルム(農ポリ) 

 ２．農業用ポリオレフィン系フィルム(農PO) 

 ３．農業用酢酸ビニルフィルム(農サクビ) 

 ４．育苗箱(キチンと束ねた状態に限る) 

 ５．肥料空袋など 

◆分別と仕分け 

農ポリ、農ＰＯ、農サクビ、肥料空袋ごとに分別梱 

包し、土砂、作物残さ、留金等の金属、竹片、木片 

等を除去してください。 
 

※適正な荷姿でないもの、異物の混入しているもの 

 は回収できません。 
 

問 市農政課 内線2622 

 JA常総ひかり 千代川地区センター 44-3911 

        下妻地区センター 43-1311 

  または各支店へお問い合わせください。 

「環境カルタ大会」を実施します 
 
◆日時 

 2月19日(土)午後1時30分～ 

◆会場 

 イオン下妻ショッピングセンター 

 ｢フォレストコート｣ 

◆内容 

 市民みんなで制作した｢環境カルタ｣ 

 を囲み、会場全体で環境問題を共有 

 します。 

 二人一組のチーム対抗戦。 

 (クラス分けあり) 

◆対象 市内在住・在勤の方 

◆参加費 無料(参加賞・賞品あり) 

◆申込方法 

 所定の用紙に必要事項を記入のうえ、 

 お申し込みください。 

 ※応募多数の場合は抽選。 

◆申込期限 2月3日(木) 

◆主催 STOP!温暖化エコネットしもつま 
 

問 申 市生活環境課 

     内線1422 

下妻をもっと住みよいまちに！ 

地域福祉助成事業の申請を受け付けています 
 

住民参加による住みよいまちづくり活動の支援と、赤い羽根共

同募金の有効活用、透明性の確保を目的に地域福祉助成事業を実

施しています。 

 ただいま、平成23年度事業の申請受け付け中です。 
 
◆対象団体 

 地域福祉の推進、住みよいまちづくりを目的に活動をおこなう 

 非営利団体 

 (ボランティア団体、自治会、NPO法人、当事者団体など) 

◆助成金額 

 ・総額400万円を３期に分けておこないます。 

 ・１団体につき年間20万円かつ総事業費の75％以内を限度額 

  とします。 

◆申請時期 

  ※第１・２期の残金は次期に繰り越します。 
 
◆申請に必要なもの 

 ①地域福祉助成事業申請書 

  ※社協事務局またはホームページから取得できます。 

 ②申請団体の通帳の写し(口座名義、口座番号記載部分) 

 ③申請団体の前年度決算書、事業報告書および当年度予算書、 

  事業計画書 

 ④備品等の購入については金額がわかるもの(見積書、カタログ 

  等)の写し 
  

問 申 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

 ホームページ http://www.st-shakyo.jp/ 

期間 審査委員会開催月 申請可能な事業の開催時期 助成額 

第1期 

平成23年3月 

(２月末までに申請  

 のあった事業) 

４月1日～平成24年3月31日 

※7月31日以前に実施予定の 

 事業は必ずここで申請して 

 ください。 

200 

 万円 

第2期 

平成23年7月 

(６月末までに申請 

 のあった事業) 

8月1日～平成24年3月31日 

※11月30日以前に実施予定 

 の事業は必ずここで申請し 

 てください。 

140  

 万円 

第3期 

平成23年11月 

(10月末までに申請 

 のあった事業) 

12月1日 

 ～平成24年3月31日 

※60 

 万円 

「茨城県傷病者の搬送及び受入れに関する 

実施基準」の策定について 
 
 救急搬送において，搬送先医療機関が速やかに決まら

ない事案があることから，平成21年10月に｢改正消防

法｣が施行され，都道府県は，｢傷病者の搬送及び受入れ

に関する実施基準｣を策定することになりました。 

 茨城県では，医療機関や消防本部などで構成する｢茨城

県救急業務高度化推進協議会｣での検討結果を踏まえて，

16の症状に対応できる医療機関のリストや救急隊が傷病

者を観察するための観察基準票等，救急隊が速やかに傷

病者を医療機関に搬送するため，実施 

基準を平成22年11月19日に策定し，

平成23年４月より本格運用します。 
  
◎詳しくは，茨城県消防防災課 

 ホームページをご覧ください。 

  http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/ 

  shobo/shobo.htm 
 

問 茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部 

   警防課 0280-47-0126 

 

 

案 内 

案 内 



確定申告等に必要な｢障害者控除対象者認定書｣を交付します 
 

年齢65歳以上の高齢者で、精神または身体に障害のある方については、障害者手帳等の交付を受けていな

くても、障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受ければ、確定申告および住民税申告の際の障害者

控除の対象となります。 

そのため、介護保険の要介護等の認定を受けている方については、調査記録等をもとに審査・判定をおこ

ない、該当する場合には｢障害者控除対象者認定書｣を交付しますので、必要な方は申請してください。 

なお、障害者手帳の交付を受けている方は、手帳により障害者控除の対象となりますので、申請の必要は

ありません。 
 

◆認定基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆障害者控除額 

  障害者   所得税27万円 住民税26万円 

  特別障害者 所得税40万円 住民税30万円 
 
◆申請方法 

  申請者の印鑑を持参のうえ、介護保険課まで申請してください。 
 

問 市介護保険課(認定書関係) 内線1532 市税務課(税控除関係) 内線1342～1346 

認定区分 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度) 認知症高齢者の日常生活自立度 

特別障害者

に準ずる 

１日中ベッド上で過ごし、排泄・食事・着

替えにおいて介助を要する。 
 
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中

もベッド上での生活が主体であるが、座位

を保つ。 

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が

見られ、専門医療を必要とする。 
 
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通

の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 
 
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通

の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。 

障 害 者 に

準ずる 

屋内での生活はおおむね自立しているが、

介助なしには外出できない。 

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通

の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自

立できる。 

非該当 
何らかの障害を有するが、日常生活はほぼ

自立しており、独力で外出できる。 

何らかの症状を有するが、日常生活は家庭内および社

会的にほぼ自立している。 

確定申告等に必要な｢おむつ代の医療費控除用書類｣を発行します 
 

 確定申告や住民税申告の際に、おむつ(紙おむつなど)代を医療費控除の対象とする場合は、おむつ代の領収

書といっしょに、医師が発行する｢おむつ使用証明書｣が必要となりますが、介護保険の要介護等の認定を受

けている方は、｢おむつ使用証明書｣の代わりに｢市が主治医意見書の内容(寝たきり度、尿失禁の有無等)を確

認した書類｣でも認められてますので、必要な方は申請してください。 

  

 ※｢市が主治医意見書の内容を確認した書類｣の発行は、おむつ代の医療費控除を受けるのが２年目以降の 

  方に限りますので、初めておむつ代の医療費控除を受ける方は、医師の｢おむつ使用証明書｣が必要とな 

  ります。 

  なお、主治医意見書の内容によっては、確認書の発行が出来ない場合があります。 

 

◆申請方法 申請者の印鑑を持参のうえ、介護保険課まで申請してください。 

 
 

問 市介護保険課(確認書関係) 内線1532 市税務課(税控除関係) 内線1342～1346 

 

平成23年度 市・県民税等申告相談 
 
 市では、平成23年度市・県民税等の申告相談をおこないます。 

 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。 

休日の申告相談日 

 2月20日(日)市役所第二庁舎 

    27日(日)市役所千代川庁舎 

◎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》 

問 税務課 市民税係 内線1342～1346 

申告日 地区 

２月16日(水) 高道祖１～3999番地 高
道
祖 17日(木) 高道祖4000番地～ 

18日(金) 下妻乙 
下
妻 

20日(日) 休日相談日(全域) 

21日(月) 下妻丁・下妻戊・砂沼新田 

下
妻 

22日(火) 下妻甲・長塚・石の宮 

23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 

24日(木) 大宝・北大宝・平川戸 
大
宝 

25日(金) 堀篭・横根・大串・平沼 

27日(日)   

28日(月) 下木戸・福田・比毛・坂井 
大
宝 

３月１日(火) 江・関本下・平方・尻手 

上
妻 

２日(水) 黒駒・桐ケ瀬・赤須 

３日(木) 渋井・柴・半谷・南原 

４日(金) 大木・前河原 

７日(月) 小島・二本紀 
総
上 

８日(火) 袋畑・古沢・今泉・中居指 

９日(水) 若柳 騰
波
ノ
江 10日(木) 神明・下宮・数須・筑波島・下田・中郷 

11日(金) 加養・亀崎 豊
加
美 14日(月) 新堀・樋橋・肘谷・山尻・谷田部・柳原 

15日(火) 全域 

申告日 地区 

２月16日(水) 鎌庭 

大
形 

17日(木) 鎌庭・村岡 

18日(金) 皆葉・五箇 

20日(日)   

21日(月) 皆葉・五箇・別府 
大
形 

22日(火) 宗道・渋田 

宗
道 

23日(水) 宗道・本宗道 

24日(木) 原・羽子 

25日(金) 原・羽子・鬼怒 

27日(日) 休日相談日(全域) 

28日(月) 見田・唐﨑・長萱・伊古立 
宗
道 

３月１日(火) 田下・下栗 

２日(水) 大園木・鯨 
蚕
飼 

３日(木) 大園木・鯨・全域 

４日(金) 

  

７日(月) 

８日(火) 

９日(水) 

10日(木) 

11日(金) 

14日(月) 

15日(火) 

案 内 



ふるさと博物館 展覧会を開催します 
 
 貸しギャラリーによる展覧会を開催します。 

 皆さんのご来館をお待ちしています。 

  ◆開館時間 午前９時～午後４時30分 

         (23日は午後3時まで) 
 

問 ふるさと博物館 44-7111 

期間 展覧会名 作品 

１月19日(水) 

 ～23日(日) 
千代川 

和紙ちぎり絵展 
和紙ちぎり絵 

図書館おはなし会／２月 
 ～おはなしの花たば～ 
 
◆日時 ２月12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 

平成23年度 『生徒』募集 
 ～毎日通学できない方でも 

                学べる通信制～ 
 
《県立水戸南高等学校通信制課程》 

 ●受付期間 

  一般入学  ３月11日(金)～24日(木) 

  編・転入学 ２月21日(月)～25日(金) 

        

◎以前に在籍していた高校で修得した単位 

 を生かせます。 

 幅広い年代の方が学んでいますので、お 

 気軽にお問い合わせください。 
 

問 申 
 
 県立水戸南高等学校 

 通信制職員室 029-247-4284 

 事務室 029-247-6173 

 ホームページ 

  http://www.mitominami-h.ed.jp/ 

パクパク離乳食教室 
 
◆日時 ２月８日(火) 受付 午前９時45分～10時 

◆場所 下妻保健センター 

◆該当者 平成22年10月～11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。 
 

問 申 市保健センター 43-1990 
医療現場とともに考える市民公開講座 
 世界標準にはるかに及ばない日本！ 「感染症とワクチンについて、最前線よりの報告」 
 
◆日時 ２月13日(日)午後１時30分～ 午後１時開場 

※講演開始前に健康相談等をおこないます。 
 

◆会場 千代川公民館ホール ※入場無料。当日会場に直接お越しください。 
 
◆内容 《講演》｢感染症との闘い｣ 自治医科大学教授 尾身 茂 先生 

       ｢子宮頸がんとワクチン｣ 筑波メディカルセンター 婦人科医長 野末 彰子 先生 

    《その他》・情報提供コーナー 

           健康情報に関する展示、ワクチンに関するパンフレット配布 

         ・相談コーナー 

           管理栄養士による栄養(離乳食)相談、保健師による健康相談 
 

問 真壁医師会 24-8788 市保健センター 43-1990 

『自衛官』募集 
 
●種目 

 一般・技術(パイロット)幹部候補生 

●受験資格 

 平成24年４月１日現在、次のいずれかに 

 該当する者 

ア.22歳以上26歳未満の者 

イ.大学院修士課程修了者は28歳未満 

  (正規の課程を２年以上修め修士の 

   学位を受けた方) 

ウ.20歳以上22歳未満で大学を卒業した者 

  (平成24年３月卒業見込みの者を含む) 

●試験日 

 ５月14日(土) 筆記試験 

 ５月15日(日) 筆記式操縦適性検査 

   (飛行要員希望者のみ) 

●その他 

 採用予定者は、平成24年３月下旬から 

 ４月上旬、自衛隊幹部候補生学校(陸上・ 

 海上・航空)に１年間入校します。 

●受付期間 

 ２月１日(火)～５月６日(金)必着 
 

問 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/ 

平成23年度 

真壁医師会准看護学院一般入試 
 
◆募集人員 40名 

◆修業年限 ２年 

◆受験資格 中学校卒業以上の方 

◆試験日 2月18日(金)国語・数学・作文 

    2月20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31日(月)～２月17日(木) 
 

問 申 真壁医師会准看護学院 22-7702 
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しもつま 広
報 

『嘱託職員』募集 

募集職種 調理員 幼稚園教諭 

募集人員 １名 １名 

業務内容 給食調理業務 幼稚園教諭業務 

応募資格等 健康に自信のある方 

幼稚園教諭資格を有する人 

 (資格取得見込者を含む) 
普通免許を有する人 

勤務地 市内いずれかの小中学校 市内いずれかの市立幼稚園 

勤務時間 
午前8時30分～午後4時30分 

(昼休み 60分) 
午前8時30分～午後5時15分 

(昼休み 60分) 

賃金等 

月額賃金制 

基本賃金136,400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 

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 

雇用期間 ４月1日～平成24年3月31日(期間更新する場合あり) 
試験内容 

  
面接  期日 2月予定 ※詳しくは別途連絡します。 

    場所 下妻市役所千代川庁舎 2階会議室 

募集期限 1月31日(月) 

提出書類 履歴書 
履歴書 

幼稚園教諭免許状の写し 

問 (提出先) 市学校教育課(千代川庁舎内) 内線2812 

広報しもつま 
 
『わがやのにんきもの』 

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 

募 集 

募 集 

案 内 

案 内 


