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しもつま 広
報 

「国勢調査」をかたる不審な電話に 

ご注意ください 
 

県内で｢国勢調査｣をかたる不審な電話がありました。

国勢調査での電話による問合せなどは現在実施しており

ません。国勢調査をかたって、家族構成、年齢、資産状

況などを電話で聞き出そうとすることは不正な行為です

ので、一切回答されないようお願いします。 

統計調査をかたる不審な電話や訪問がありましたら、

県庁統計課または各市町村統計担当課までお問い合わせ

ください。 
 
【参考】 

 ｢かたり調査｣とは、国勢調査などの統計調査を装っ

て、世帯の情報を電話等で聞き出す不正行為のことで

す。このような行為に対して、統計法では罰則規定を定

めています。 

なお、平成25年5月現在、国勢調査はおこなわれてい

ません。前回の調査は平成22年10月に実施済みであ

り、次回は平成27年10月に実施される予定です。 
 

問 市民協働課 内線1315 

木造住宅耐震改修費助成事業 
 

住宅の耐震改修(設計・工事)に関する費用助成をおこな

います。 
 

◆申込開始日 ７月１日(月)～ 

◆事業対象住宅の主な要件 

・昭和56年５月31日以前に建築確認を受けている  

 木造住宅 

・所有者が居住する戸建住宅で、地上階数が２以下の 

 木造住宅 

・耐震改修設計をおこなう場合は、一般診断法による耐  

 震診断の上部構造評点(※)が1.0未満 

・耐震改修工事をおこなう場合は、耐震改修設計時の精 

 密診断法による上部構造評点が0.3以上増加し、かつ  

 増加後の上部構造評点が1.0以上となること。また、 

 平成26年２月末日までに工事が完了すること。 

 (上部構造評点とは、建物の地震に対する強さを表す 

  数値) 

※その他にも要件があり、要件すべてに該当する住宅 

 のみが対象となります。 

◆申込方法 申込書に記入、押印のうえ、申し込み。 

◆助成割合等 

 

 
 

 

問 申 市建設課 内線1713 

区分 助成割合 
助成 

限度額 
予定 

件数 
備考 

耐震改修設計 費用の1／3以内 10万円 ５件 原則 

先着順 耐震改修工事 費用の1／3以内 30万円 ５件 

木造住宅耐震診断士派遣事業 
 
◆申込期間  

 ７月１日(月)～22日(月) 

◆事業対象住宅の主な要件 

・昭和56年５月31日以前に建築確認を受けて 

 いる木造住宅 

・所有者が居住する戸建住宅で、地上階数が 

 ２以下の木造住宅 

※その他にも要件があり、要件すべてに該当 

 する住宅のみが対象。東日本大震災により 

 被災した住宅(被災者生活再建支援制度によ 

 る被災度区分判定調査において全壊、大規 

 模半壊、半壊と判定された住宅)は、事業対 

 象外。 

◆申込方法 

 申込書に記入、押印のうえ、申し込み。申込み

の際は、住宅の建築時期が確認できる書類(建

築確認済証等)を持参 

◆費用自己負担額  

 １件当たり2,000円 

◆派遣予定件数  

 10件(原則として先着順) 

◆その他 

・同派遣事業は、被災者生活再建支援制度に 

 よる被災度区分判定調査とは異なります。 

 ・事業申込みをされていない方に対する派遣や

斡旋等はおこなっていません。また、診断士

がご自宅に訪問する際は、｢茨城県木造住宅

耐震診断士認定証｣を携帯しています。 
 

問 申 市建設課 内線1713 

７月から平成25年度（７月～平成26年6月）の 

国民年金保険料の免除・納付猶予申請受付が始まります！ 
 

経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合は、市役所(本庁舎・千代川庁舎)国民年金担当窓口に申請し、

日本年金機構で承認されると保険料の納付が免除・猶予となる｢保険料免除制度｣や｢若年者納付猶予制度｣があ

ります。 
 

◇平成25年４月からの国民年金保険料 月額15,040円 
 
◆保険料免除を申請する場合は、本人、配偶者、世帯主の前年所得がそれぞれ一定の基準額以下であることが

条件です。 
 
 ◇全額免除(納付猶予)や一部納付の世帯構成別の所得(収入)基準の｢めやす｣ 

 

 

 

 

 

 ※（  ）内の収入の｢めやす｣は、収入のすべてが給与所得と仮定して計算しています。 
 
◆若年者納付猶予制度について 

20歳代の方(学生を除く)で、本人および配偶者の所得が一定額以下の場合、世帯主の方の所得にかかわら

ず申請により保険料の納付が猶予されます。 
 

◆保険料免除・若年者納付猶予申請に必要なもの 

  年金手帳、印鑑、今年１月以降に転入した方は前住所地での平成24年中の所得状況(扶養人数および控除

額等の記載のあるもの)を証明するもの、失業の場合は、雇用保険の｢雇用保険受給資格者証｣または｢離職票｣

などの写しを添付してください。 

代理の方がお越しの際は、身分証明書(免許証、健康保険証等)をご持参ください。 
 
◆免除された保険料等の追納について 

  免除または猶予された保険料については、10年以内に納付することができます。 

ただし、承認された年度から３年度目以降に納付する場合は、経過した年数に応じた一定の加算額が加わ

ります。 
 
◆全額免除・納付猶予の継続申請について 

平成24年度に全額免除・若年者納付猶予を承認された方(該当月から平成25年６月まで)で、申請時に継

続審査を希望した場合は、平成25年度の全額免除・若年者納付猶予の申請をあらためておこなわなくても、

継続して申請があったものとして自動的に審査をおこないます。 

ただし、若年者納付猶予に該当した方のうち、平成25年６月までに30歳になる方、失業の場合や天災等

を理由として承認された方、一部納付または却下に該当した場合は、継続審査とならないため、毎年申請が

必要です。 

 

問 日本年金機構下館年金事務所 25-0811  市保険年金課 内線1525 

世帯構成 
全額免除 
納付猶予 

一部納付 
１／４納付 １／２納付 ３／４納付 

４人世帯(夫婦、子ども２人) 162(257)万円 230(354)万円    282(420)万円 335(486)万円 
２人世帯(夫婦のみ) 92(157)万円 142(229)万円 195(304)万円 247(376)万円 
単身世帯 57(122)万円 93(158)万円 141(227)万円 189(296)万円 

案 内 

案 内 2013砂沼サンビーチオープン  
 
 今年も砂沼サンビーチがオープンします。イベ

ント等も開催しますので、ぜひご来場ください。 
 
◆期間  

 ７月13日(土)～９月１日(日) 

 ※荒天等による閉園の場合あり  

◆オープニングイベント 

 ７月13日(土) 時空戦士イバライガーショー    

        午前11時～、午後２時～ 

 14日(日) 市民ステージ  

                 午前10時～ 

 15日(祝) しもんChuステージ  

                 午前11時～、午後２時～ 

 ※イベント時間の変更や中止の場合あり 
 

問 都市整備課 内線1725 

   砂沼広域公園管理事務所 43-6661 



｢農業機械研修｣ 
 
トラクターの基本操作と安全運転技術の習得と大型特殊免許(農耕

用)または、けん引免許(農耕用)の取得を目指します。 
 
◆実施時期 

 

 

 

 

 

 
 

◆受験資格 

 ・茨城県に住所がある農業者等 

・大型特殊免許(農耕用)取得研修の場合 

普通自動車免許(AT限定免許も可)の取得者であること。 

 ・けん引免許(農耕用)取得研修の場合 

  大型特殊免許(農耕用限定免許も可)の取得者であること。 

◆定員  

 

 

 

◆場所 

 茨城県立農業大学校[茨城町長岡4070-186] 

◆内容 

 トラクターの点検整備および安全利用研修とけん引免許取得のため

の運転コース走行 

 

 

 

 

 
 

◆受講経費 

9,184円 

(受講料、テキスト代、傷害保険料、免許申請料、免許交付手数料) 

※交付手数料(2,050円)は合格した方のみ徴収します。 

 

問 申 茨城県立農業大学校 029-292-0419 

  受付期間 研修期間【４日間】 

第３回 ５月27日(月)～６月17日(月) ７月１日(月)～７月４日(木) 

第４回 ７月８日(月)～７月22日(月) ８月５日(月)～８月８日(木) 

第５回 10月28日(月)～11月14日(木) 12月９日(月)～12月12日(木) 

第６回 12月２日(月)～１月７日(火) １月20日(月)～１月23日(木) 

第７回 12月16日(月)～１月16日(木) ２月17日(月)～２月20日(木) 

第８回 １月27日(月)～２月13日(木) ３月３日(月)～３月６日(木) 

定員 内訳 

各回25名 
・大型特殊免許(農耕用)取得研修は15名程度 

・けん引免許(農耕用)取得研修は10名程度 

1日目 2・３日目 ４日目 

<講義> 

トラクターの構造と特徴 

農作業事故の発生防止 

トラクターの保守点検 等 

<実技研修> 

運転コース走行 

(Ａコース・Ｂコース) 

<免許試験> 

(運転コース) 

『平成２６年度茨城県立農業大学校学生』募集 
 
 専修学校であり大学への編入学の受験資格が得られます。 
 
●募集人員等 

 

 

 

 

 

 

 

●願書受付・入学試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

●授業料等 

 ・入学試験手数料(2,200円)、入学料(5,650円)、授業料(年118,800円) 

  自治会費他 

 ・学科1年生は全寮制(1人食費月額約29,000円)、学科2年生および研究科は 

  希望入寮制 
 

問 茨城県立農業大学校 入試事務局 029-292-0010 

農大ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/nodai/ 

区

分 
学科名 

募集 

人員 
受験資格 

修業 

年限 
専 攻 コ ー ス 

学 

科 

農学科 40名 高校等を卒業した者または平成

26年３月に卒業もしくは修了

見込みの者 

２年 普通作・露地野菜・果樹 

畜産学科 10名 ２年   

園芸学科 30名 ２年 施設野菜・花き 

研究科 10名 
農業大学校卒または短大等卒以

上もしくは卒業見込みの者 
２年 作物・園芸・畜産 

試験区分 願書受付期間 試験日 選抜方法 

推薦入試 

(各学科) 
10月1日(火)～16日(水) 10月25日(金) 

小論文 

口述試験(個別面接) 

一 般 

入 試 
(各学科) 

前

期 
12月11日(水)～ 平成26年1月10日(金) 平成26年2月4日(火) 

筆記試験 

口述試験(個別面接) 後

期 
平成26年2月7日(金)～ 26日(水) 平成26年3月5日(水) 

研究科 

一般入試 
１0月1日(火)～ 16日(水) 10月25日(金) 

筆記試験 

口述試験(個別面接) 

｢学校説明会｣を開催します 
 
<茨城県立古河中等教育学校> 

◆期日 ７月27日(土) 

◆日程 第１回 午前10時～11時10分 

    第２回 午後1時30分～２時40分 

    ※第１回・第２回共に同じ内容のため、どちらかを選択 

◆会場 古河市中央運動公園総合体育館 

    ※上履き必要。駐車場約500台可 

◆内容 学校概要および平成26年度入学者選抜等 

◆対象 参加希望者(特に制限はありません) 

◆申込方法 古河中等教育学校ホームページ  

      【http://www.koga-cs.ed.jp】参照 
 

問 茨城県立古河中等教育学校 0280-92-4551 

送電線へのビニール付着に注意ください 
 

近年、送電線に農業用ビニール等が付着する事故が増えています。

大規模停電事故につながる可能性が高く、たいへん危険です。 

農業用ビニールは、弱い風でも大きく舞い上がり、遠くまで飛散し

ます。周辺に送電線が無い場合でも、強く固定するとともに、撤去し

たビニールを放置しないようにお願いします。もし、送電線や配電線

に付着したビニールを見つけた場合は、さわらずに東京電力にご連絡

ください。 
 

問 東京電力 茨城カスタマーセンター 

   0120-995-332(フリーダイヤル) 

国民年金保険料の納め忘れはありませんか 
～後納制度をご利用ください～ 
  

後納制度とは、過去10年以内に国民年金保険料の納め忘れの期間がある方が、平

成27年９月30日までに限り、国民年金保険料を納めることができる期間を過去2年

から10年に延長できる制度です。 

 この後納制度を利用することにより、将来受け取る年金額が増額・年金受給資格

が得られる場合があります。 
 
◆申請日の属する年度から３年度を超え期間の保険料を納付する場合は、加算金が 

 加わります。 

◆後納制度は、将来の無年金・低年金の発生を防止し、高齢期の所得の確保を支援 

 することを目的とするため、既に老齢基礎年金(国民年金)を受給している方は対象 

 になりません。 
 
◎後納制度により保険料を納付するためには事前に申し込みが必要になります。 

 詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 日本年金機構下館年金事務所 25-0811 

国民年金保険料専用ダイヤル 0570-011-050 
｢元気いばらき就職面接会｣を開催します 
 
 学生を除く若年者や離職され求職中の方を対象に、合同就職面

接会を開催します。 

 履歴書を複数枚持参のうえ、ぜひご参加ください。 
 

◆日時 7月18日(木)  

    午後1時30分～3時30分(受付 午後1時～) 

◆場所 筑西合同庁舎 大会議室 

◆参加事業所数 約20社 
 

問 いばらき就職支援センター県西地区センター 

   23-3811 

茨城空港から那覇直行便が再び運航されます 
 

昨夏、大変ご好評いただきました茨城空港発の那覇直行便が、

今年も7月1日(月)から1日1往復運航されます。 
  
◆運航ダイヤ 

 

 

※上記運航ダイヤは変更される場合がありますので、事前に 

 ご確認ください。 
 

◆問合せ スカイマーク予約センター  

     050－3116－7370 

 (午前9時～午後７時30分/年中無休) 
  

問 茨城空港利用促進等協議会(茨城県空港対策課)  

   029-301-2761 

   茨城空港ホームページ 

  【http://www.ibaraki-airport.net/】 

茨城 ⇒ 那覇 那覇 ⇒ 茨城 

午前11時10分→午後２時15分 午後２時50分→５時25分 

募 集 

案 内 案 内 

http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/nodai/


図書館おはなし会／７月 
～おはなしの花たば～ 
 
 参加は自由ですので、お気軽にお越しください。 

 

◆日時 ７月13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 

資源ごみ回収団体に報償金を交付します 
 

自治会、子供会、PTAなどの団体が資源ごみを

独自に回収して専門の引取業者に引き渡した場

合、報償金を交付します。 
 
◆対象となる資源ごみ 

古紙類(新聞紙、雑誌、段ボールほか)、古布類

金属類(空き缶含む)、生きびん、ペットボトル 

◆報酬金額 

 ※事前に団体の届出が必要となります。 

 ※｢生きびん｣とは、一升びんやビールびん、牛 

  乳びんなど、洗って繰り返し使用されるガラ 

  スびんのことです。 
 

問 市生活環境課 内線1425・1426 
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水道と井戸水等の管が直接接続 

されていませんか 
 
 ご自宅の給水管と井戸水・共同水道などの管が直接

接続されていませんか。これは 

｢クロスコネクション｣といい、 

水道法により、固く禁止されて 

います。 

 また、バルブを設置し、水道 

水と井戸水などを必要に応じて、 

切り替えて利用している状態も 

該当します。    
 
◎水道水と井戸水等を併用して利 
 用している場合は、右図のように 

 必ず、配管を別にしてください。                         
                                   
<なぜ、禁止されているのか>                

ご自宅の給水管と井戸水などの管が直接接続されてい

ると、バルブの故障、誤った操作や突然の事故によ

り、井戸水などが水道本管へ逆流することがありま

す。もし、井戸水などが汚染されていた場合、汚染さ

れた水が水道本管に流れこみ、水道水が汚染され、広

範囲に健康被害が生ずるなど重大事故につながる危険

性があります。 

また、反対に大量の水道水が井戸等に流れ込んだ場

合、多額の水道料金が請求されることがあり、場合に

よっては、法律により罰せられることもあります。 
 
<給水管と井戸水などの管が直接接続されている場合> 

上下水道課に連絡するとともに、下妻市指定工事業者

に依頼し、すみやかに、水道の給水管から井戸水など

の管を切り離してください。 

切り離したことが確認できるまでの間、水道を一旦停

止しますので、水道の利用はできません。 
 

問 市上下水道課  44-5311 

水道水 井戸水 

井戸水 水道水 

水道管の洗管作業実施について 
 

水道管の洗管作業を実施します。作業時間中、一時的

に水のにごりの発生が予想されますので水道の使用を控

えていただけますよう、ご協力よろしくお願いします。 
 
※湯沸し器などの給水器具が設置されている場合水がに

ごっている間は使用しないでください。故障の原因と

なることがあります。この件についてお気づきの点が

ございましたら、お問い合わせください。 
 
◆日時 6月30日 深夜12時～7月1日 朝６時 

◆対象地区 本宗道、宗道、渋田、唐崎、見田 

      伊古立、長萱、大園木、鯨 

      ※関東鉄道より東側の地区 
 

問 市上下水道課 44-5311 

下妻市先天性風しん症候群予防対策 

大人の風しん予防接種費用の一部を 

助成します 
 

妊婦が風しんに感染すると、心疾患・白内障・

難聴などの先天性風しん症候群の赤ちゃんが生ま

れる可能性があります。妊娠中は風しん予防接種

が受けられませんので、妊娠を希望する方は妊娠

前にワクチンを接種して抗体をつけることが大切

です。 

また、周りの方はウイルスを持ち込まないよう

注意が必要です。 
 
◆対象者 

助成金を受けることができる者は、19歳以上 

で、次のいずれかに該当する者。 

※ただし、風しんに感染したことがある者、風 

 しんの予防接種歴のある者を除く。 
  
 ・妊娠を予定または希望している女性 

 ・妊娠している女性の夫 
 
◆助成金額 

接種料金の2分の1以内(上限5,000円) 

◆申請に必要な書類 

・｢風しんワクチン｣または｢麻しん風しん混合ワク 

 チン｣接種の領収書 

・印鑑 

・振込先の口座が分かるもの 

◆助成対象接種期間 

平成25年4月1日～平成26年3月31日 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

『市民協働のまちづくり推進 

交付金事業』募集（二次募集） 
 
 市では、地域および市の活性化を図るため、市民団体 

が自主的におこなう市民協働の事業に対して｢下妻市市民 

協働のまちづくり推進交付金｣を交付します。 
 
◆対象となる団体 

 会員が10人以上で、活動の拠点が主に市内の 

 市民団体 

◆対象となる事業 

市民団体が地域または市の活性化につながる協働 

事業として取り組む事業で、公共性のある継続的 

な効果が期待できる事業 

◆交付額 

 交付対象となる経費の3分の2以内とし、10万円 

 を限度とします。 

◆二次募集申請期間 

6月25日(火)～7月31日(水)  

※申請希望の場合は、事前に電話等でご相談ください。 
 

問 申 市民協働課 内線1313 

｢水防訓練｣を開催します 
 

第54回鬼怒・小貝水防連合体水防訓練が、下妻

市を会場におこなわれます。 

この訓練は、出水期にあたり消防団の士気と作

業能率の向上を図るとともに、住民の水防に対す

る協力と理解を深めることを目的とします。 
 
◆日時 ７月７日(日)午前８時開始(雨天決行) 

◆場所 別府地先 鬼怒川右岸 大形橋下流 

◆主催 鬼怒・小貝水防連合体 

※下妻市・常総市・つくば市 

 つくばみらい市・八千代町 

※なお、当日は訓練作業上、会場付近の堤防上の 

 道路が一時通行止めとなります。 
 

問 市消防交通課 内線1434 

夏節電のお願い 
 
今年の夏の電力需給は、最低限必要とされる予備率

３%以上を確保できる見通しですが、皆さんの節電行動

を見込んだ想定であることから、無理のない節電の取り

組みをお願いします。 
 
◆政府からの節電要請期間等 

◇期間 7月1日～9月30日の平日(8/13～15を除く) 

◇時間帯 午前9時～午後8時 ※数値目標は設けません 
 
◆無理のない｢長続きする節電｣を 

・エアコンのフィルターを2週間に1回掃除する。 

・テレビ画面の輝度を下げる。 

・冷蔵庫の設定を｢強｣から｢中｣に変える。 

・便座の保温を切る。 

・消費電力の大きい家電の使用が重ならないよう家  

 事を段取りましょう。(アイロン、電子レンジ、ド 

 ライヤー、洗濯乾燥機、掃除機) 
 

問 市生活環境課 内線1423 

募 集 

案 内 

案 内 

｢鬼怒川・小貝川クリーン大作戦｣ 
 

7月が｢河川愛護月間｣であることから毎年７月

に実施しています｢鬼怒川・小貝川クリーン大作

戦｣について、下記のとおり実施します。 

 鬼怒川・小貝川の流域市町村と栃木県・茨城

県および国土交通省下館河川事務所などで構成

する｢鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議｣の

広域イベントの一つとして、沿川住民、河川敷

占用者、河川利用者の他、各種団体の協力を得

て、河川敷のゴミを一掃することにより、常に

河川を美しく保ち正しく安全に利用する運動を

推進するものです。 
  
●日時 7 月 13 日(土)午前 7 時～ 9 時 

    (小雨決行) 

    ※中止の場合、防災無線にて連絡 

●場所 鬼怒川・小貝川河川敷 
 

問 市建設課 内線1714・1715 



「肝がん撲滅茨城の会」を開催します 
 
●日時 ７月28日(日) 

●時間 午後２時30分～４時30分(開場 午後２時) 

●場所 県西生涯学習センター(多目的ホール) 

●内容  

 第1部 基調講演 ｢肝がんの予防｣ 

 第2部 皆様の質問にお答えするQ&A 

 ｢慢性肝疾患の最新の治療｣ 

<講師> 

 松﨑 靖司 先生(東京医科大学 茨城医療センター 病院長) 

 福田 邦明 先生(筑波大学附属病院 消化器内科 講師) 

 池上 正 先生(東京医科大学茨城医療センター消化器内科   

       准教授) 

 吉田 正 先生(ホスピタル坂東 消化器内科) 

●参加費 無料  

     ※事前申し込み不要。当日、直接会場にお越しく 

      ださい。 

●主催 日本肝臓学会／肝がん撲滅茨城の会 
 

問 東京医科大学茨城医療センター 総務課(杉本) 

029-887-1161 

｢関鉄フォトコンテスト｣を開催します 
 
◆写真テーマ ｢常総線｣(車両や駅舎のほか、常総線に関する全ての風景が対象) 

◆応募締切 10月10日(木)消印有効 

◆作品 テーマに沿った関東鉄道常総線のカラー・モノクロ(4ツ切り(ワイド可)、A4判)の単写真プリント。 

    作品の裏面に指定の応募票に必要事項(タイトル、撮影日、撮影場所、氏名、住所、職業、年齢、電話番号、撮影 

    データ)を記入し、テープで貼り付けてください。 
 
◆注意事項 ・撮影の際は、撮影マナーを守るとともに列車運行に十分注意し、鉄道内への立ち入りは禁止とします。軌道内 

       および危険箇所からの撮影とみなした作品については審査対象外とします。 

        ・応募作品は、他の著作権、肖像権に抵触しないようご配慮ください。 

           ※下妻市は沿線自治体とともに常総線活性化支援協議会を構成し、地域の公共交通機関の維持・発展を支援し 

        ています。 
 

問 申 関東鉄道㈱  鉄道部業務課内｢フォトコンテスト｣係 029-822-3718  

(受付 平日午前8時30分～午後５時30分) 

             [〒300-8555 茨城県土浦市真鍋1-10-8] 

『夏休み実験室』参加者募集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●場所 県消費生活センター(水戸合同庁舎内)2階研修室 

●申込方法 名前・学年・住所・連絡先電話番号・同伴者名(参加者との関係)をお電話ください。 

      １組につき１講座のみ 

●申込期間 ７月１日(月)～５日(金) 

●受講料 無料 

●持参品 筆記用具、エプロン、水筒、カメラ(撮影したい方) 
 

問 申 県消費生活センター相談試験課(大高・永原) 029-224-4722 

日にち 時間 対象者 内容 定員 

7月23日(火) 

  24日(水) 
午前10時～12時 

小学生 

(4～6年生向き) 
｢酸･アルカリのひみつをさぐろう｣ 

各日  

10組 

20名 

午前10時30分～12時 小学生 

(1～3年生向き) 
｢手作りマヨネーズのお味は？｣ 

各  

15組 

30名 

7月25日(木) 

  午後１時30分～３時 

7月29日(月) 

   30日(火) 

 

午前10時～12時 
小学生 

(4～6年生向き) 
｢LEDでオリジナルランプをつくろう」 

各日  

15組 

30名 

予防接種指定医療機関の追加について 
 
6月からヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン・二種

混合ワクチンが接種できるようになりました。 
 
●医療機関名 宇津野医院 

●場所 下妻丁373-15 

 ※接種を希望する方は、必ず事前に電話等で予約をし 

  てください。 
 

問 宇津野医院 45-0311 

｢オープンキャンパス｣を開催します 
 
◆日時 ７月20日(土)・８月２日(金)・23日(金) 

    午前10時～12時30分(受付 午前９時30分～) 

◆内容 学校紹介・進学ガイダンス 

    看護体験(血圧測定・赤ちゃんの沐浴等) 

    在校生との交流会・進路相談  

    ※８月23日は、在校生との交流会・進路相談は実施 

     なし 

◆申込期限・方法 １週間前までに電話またはFax・電子 

         メールのいずれかで申し込み 

         (氏名・連絡先・希望日を明記) 
 

問 申 茨城県結城看護専門学校  

     33-1922 Fax 33-1920 

    E-mail:yukinu@yukinu.or.jp 

農作物やトラックの盗難にご注意を！ 
 
最近、下妻警察署管内において、スイカ・メロンなどの農作

物やトラック等の盗難事件が発生しています。 

警察では、警戒を強化し農作物やトラック等の盗難事件の発

生防止に全力で取り組んでいますが、市民の皆さんも不審な車

や人を見かけたら、迷わず110番通報してください。 
 

◆トラック等の盗難被害に遭わないためには 

・GPS装置やハンドルロックなどの盗難防止装置を複数取り 

 付ける 

・大きな音を発する人感式の警報器や防犯カメラを取り付ける 

・車庫などの人目に付きにくい場所に保管する 
 
などの盗難防止対策を徹底して被害防止に努め 

ましょう。 
 

問 下妻警察署 43-0110 

『受講生』募集 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
◎申込方法 筑西産業技術専門学院のホームページまたは、往復はがきに講座名・氏名・年齢 

      住所・電話番号・職業を記入し郵送。 
 

問 申 筑西産業技術専門学院 24-1714 

｢ふれあい教室｣を開催します 
 
◆日時 ７月23日(火)<荒天時は中止> 

    午前9時30分～11時30分 

◆会場 茨城県立下妻特別支援学校 自立活動室 

◆対象 ・発達や運動機能に不安のある就学前 

     のお子さんとその保護者 

    ・関係機関担当者 

◆内容 みんなで遊ぼう・情報交換など 

◆申込期限 ７月16日(火) 

◆申込方法 Faxまたは電話で申し込み 
 

問 下妻特別支援学校 教育相談係  

   44-1800 Fax43-9174 

1．『機械図面の読み方・描き方』 
 
●内容 機械図面の基本的な知識と製図関係 

    規格について 

●実施日 ８月22日(木)・23日(金) 

       午前9時～午後４時(2回 計12時間) 

●定員 10人 ※定員を超えた場合は抽選 

●申込期限 ７月22日(月)必着 

●受講料 2,900円 

●その他 受講決定者は決定通知に記載する 

     指定日に来院し、受講手続きが必要 

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 
 
◆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 市長公室 内線1212 

募 集 

案 内 

案 内 

2．『ガス溶接技能講習』 
 

●内容 労働安全衛生法で定められた 

    技能講習 

●日時 9月20日(金)・21日(土) (2日間) 

午前9時～午後5時 

●定員 20人 ※定員を超えた場合は抽選 

●申込期限 8月12日(月)必着 

●受講料 2,750円 



『トウモロコシをたべよう会』参加者募集 
 

わらべうた・あそびランドでは、今年も5月にトウ

モロコシの種まきをしました。そのトウモロコシを収

穫して｢トウモロコシをたべよう会｣を開催します。 
 

●日時 ７月28日(日)午前９時～12時 

●場所 神明集落センター(騰波ノ江) 

●参加資格 ３歳～小学６年生までの親子 

●募集人員 50組(100名) 

●参加費 無料 

●申込期限 ７月25日(木) 
 

問 申 市生涯学習課 内線2834 

『｢千人おどり｣おどり手』募集 
 
 恒例の下妻まつり｢千人おどり｣も今年で29回目
となりました。今年も、花火大会と同日開催となり
ます。 
 
●日時  

 ８月３日(土)小雨決行 

 アトラクション 午後５時15分～ 

 千人おどり   午後６時～ 

●会場  

 新町(旅館吾妻屋前)～長塚(丸十パン前) 

●曲目  

 ｢下妻シッチョメ｣｢下妻小唄｣  

●服装  

 自由 

●事前申込期限  

 ７月16日(火) 

●事前申込特典  

 ①当日、本部受付にてうちわ、手ぬぐいを準備 

  します。 

 ②希望によりおどりの講習会をおこないます。 
 
◎市内外問わずどなたでも参加可能です。また、自 

 治区内で参加を希望する方は、自治区長までお申 

 し込みください。 

◎アトラクション、おどりの時間等につきましは、 

 天候等により変更になる場合があります。 
 

問 申 下妻市観光協会事務局(市産業振興課内)    

      内線2632 

【sangyo@city.shimotsuma.lg.jp】 
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しもつま 広
報 

「LOVE TRAIN 常総」参加者募集 
～友達からでもいいですか～ 
 
●日時 ９月７日(土)午後２時30分～５時30分 

    (受付 午後２時～) 

●場所 ウエディングヒルズ アジュール 

●対象者 独身男女各30名  

     ※応募者多数の場合は抽選 

●内容 心躍るスイーツの数々とフリートーク  

    ※本物のチャペルで模擬結婚式の公開 

●参加費 男性 6,000円 女性 4,000円 

●申込期限 7月31日(水) 

●主催 常総線沿線ネットワーカー｢LOVE TRAIN  

    常総｣実行委員会 
 

問 申 市民協働課 内線1314  

野外焼却は禁止！ 
 
 家庭ごみ、雑草、枝・葉、野菜くず、店舗や会社 

からでたごみを、野外で燃やしていませんか。野外 

焼却(野焼き)は｢廃棄物処理法｣で禁じられており罰 

則規定があります。 
 
・火災の原因になります。 

・灰、すす、悪臭、有害物質などの発生により、ご 

 近所の方の生活環境や健康を損なうおそれがあり 

 ます。 

・ドラム缶やブロック積みなど簡易な焼却炉による 

 焼却も禁止されています。 

・家庭から出るごみは市指定のごみ袋に入れ、各地 

 区の集積所に出すか、クリーンポート・きぬへ直 

 接搬入してください。 

・会社や店舗から出るごみは事業系一般廃棄物とし 

 て処理してください。 

・産業廃棄物は専門の処理業者に依頼してください。 
 

問 市生活環境課 内線1422 

狂犬病予防注射は必ず受けましょう 
 
 狂犬病は、人も犬も発症をするとほぼ死亡してしま

う恐ろしい病気です。発症を防ぐため、年に一回の狂

犬病予防注射が法律で義務付けられています。 

 

◆下記の動物病院では、その場で注射済票を受け取れ  

 ます。注射料金は各病院へお問い合わせ下さい。 
 

赤沢獣医科     44-3947 

稲川動物病院    30-1311 

みうらどうぶつ病院 44-8008 
 

※その他の動物病院で注射を受けた場合、生活環境課

窓口にて注射済票を発行します。(交付手数料350円) 
 

問 市生活環境課 内線1424 

犬はつないで散歩させましょう 
 

犬を放すことは法律や条例に違反することはもちろ

ん、動物嫌いな人を不快や不安な気持ちにさせます。

どんなにおとなしく、かわいい犬でも、道路や公園で

放すことは慎みましょう。 
 
◆犬を制御(コントロール)できていますか 

散歩中、犬が綱を強く引いたり虚勢を張っているの  

は、飼い主との主従関係ができていない場合にみら  

れる行動であり、動き回る犬を抑えられないことは 

放していることと同じです。伸びるリードを使用す 

る際は、特に周囲に配慮が必要です。 
 

問 市生活環境課 内線1423 

救急協力医療機関休日在宅当番医の変更 
 
【変更前】７月15日(月)三津山クリニック  

     48-9131[下妻市大串452-2] 

     ９月１日(日)菊山胃腸科外科医院  

     44-2014[下妻市下妻丁81-7] 
                                  
【変更後】７月15日(月)菊山胃腸科外科医院       

     ９月１日(日)三津山クリニック 

     ※住所・電話番号の変更はありません。 
                           

問 市保健センター 43-1990 

『イルミネーション事業』 

企画・運営団体募集 
 

下妻市観光協会では、｢冬のしもつま｣の夜景を楽しん

でもらえるようなイルミネーションイベントの企画・運

営をおこなう団体を募集します。 

 

●募集期間 7月1日(月)～16日(火) 

 ※詳しくは、下妻市観光協会ホームページ参照 

 【http://www.shimotsuma-kankou.jp/】 
 

問 申 下妻市観光協会(市産業振興課内)  

      内線2632 

『季節のハイキング』参加者募集 
 
滝川渓谷を歩く(矢祭町滝平) 

東北最南端・阿武隈の秘境を歩く 
 
●日時 ７月15日(月・海の日)午前７時出発 

●集合場所 下妻市総合体育館北側駐車場 

●参加費 会員１人2,000円 非会員１人2,500円 

     (バス代、保険料、環境整備料等含む) 

●定員 40名 ※定員になり次第締切 

●対象 付き添いなく１人でハイキングの出来る方 

●申込方法 会費を添えて申し込み 

●その他 態度決定午前６時、各自サンドレイククラブ 

     にご確認ください。 
 

問 申 サンドレイククラブ(井上) 43-0174 

    市生涯学習課(千代川庁舎) 内線2833 

   ※当日の問合せは、サンドレイククラブへ 

          お願いします。 

『嘱託職員』募集 
 
●募集職種 給食調理員 

●業務内容 学校給食調理業務 

●応募資格 健康に自信のある人、給食調理の経験 

      があれば尚可 

●勤務地 市内小中学校 

●勤務時間 1日6時間 週30時間勤務  

      午前9時～午後4時(昼休み60分) 

●賃金等 基本賃金 136,400円(上限) 

     ※年齢により異なる 

        8月は半額支給(勤務日数半減により) 

        賞与・通勤手当の制度あり 

        社会保険・雇用保険加入 

●提出書類 履歴書 

      ※栄養士または調理師免許を持って 

       いる人はその写し 

●雇用期間 ８月１日～平成26年３月31日 

      (更新する場合あり) 

●申込方法 平日午前８時30分～午後５時15分 

      の間に提出書類を持参してください。 

●申込期限 ７月11日(木) 

●試験内容 面接 

 ○日時 ７月17日(水)※時間は別途連絡 

 ○場所 市役所千代川庁舎２階会議室 
 

問 申 市学校教育課 内線2812～2814 

募 集 

募 集 案 内 

案 内 


