
・大町町内会 
・市子ども会連合会 
・市老人クラブ連合会 
      下妻支部 
  ・新町町内会 
   ・交通安全協会 
   ・わらべうた 
    あそびランド 
   ・新町睦会・上町和会 

・市文団連 
・長塚東部自治会 
・下妻生活学校 
・市消費者友の会 
・江連八間土地改良区 
・砂沼新田自治会 

・市商工会 
・ロータリークラブ 
・下館法人会下妻地区青年部 
・市婦人会 
・砂沼広域公園管理事務所 

・市役所 
・石の宮自治会 
・市職員組合 

・下妻青年会議所・砂沼愛魚会 
・越戸町内会 ・市青少年相談員 
・青少年を育てる 

     市民の会下妻支部 
・南原自治会 
・シルバー人材センター 

・市交通安全母の会 
・市議会 
・市Ｐ連 
・市自然愛護協会 
・花の街推進ボランティアクラブ 
・イオン下妻店 

・茨城富士㈱ 
・下木戸町内会 
・砂沼団地自治会 
・三ツ和自治会 
・社会福祉協議会 

・リコージャパン㈱ 
・リコーテクノシステムズ 
・オオムラサキと森の文化の会 
・市野球連盟 
・市スポーツ少年団 
・ＪＡ常総ひかり 
・市観光協会 

・西町巴会 

★ 
 
 ● 
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しもつま 広
報 

｢からだ元気!らくらく糖尿病予防｣開催 
 
 ｢尿糖(＋)とは｣｢血糖値が高いとどうなる｣など糖尿

病の基礎からわかりやすくお話します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆場所 下妻市保健センター 

◆対象者 市内在住の方 

◆参加費 無料 

◆定員 50名 

◆申込期限 ２月21日(金)までに保健センターに  

      申し込み。定員になり次第締切 
※2回連続講座ですが片方のみの参加でも結構です。 
  

問 申 市保健センター 43-1990 

  １回目 
日にち ２月26日(水) 
時間 午後２時～３時30分 
受付時間 午後１時30分～ 

内容 

<糖尿病についての講話> 
ごとうクリニック(筑西市)  
後藤 千秋 先生 
（糖尿病学会専門医） 

  
日にち 
時間 
受付時間 

内容 

２回目 
３月11日(火) 

午前10時～11時30分 
午前９時30分～ 

<栄養講座> 
今すぐできる 糖尿病予防食 
下妻市保健センター 
管理栄養士 田々辺美香 

※講義で使いますので、普段お

使いのご自身のご飯茶碗をお

持ちください。 

Part.3 ｢図書館映画会｣を開催します 
 
<ライブラリーシアター> 

◇日時 ３月15日(土)・18日(火)午後２時～ 

◇上映作品 ｢私の頭の中の消しゴム｣/111分 
 
<子ども映画会> 

◇日時 ３月22日(土)午後２時～ 

◇上映作品 世界名作アニメ 白雪姫/83分 
 
◆場所  市立図書館 映像ホール 

ほっとランド・きぬ臨時休館日 
 
例年どおりプールの水入替え、清掃および機械設

備点検等にともない臨時休館します。ご利用の方々

にはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願

いします。 
 

◆臨時休館日 ２月17日(月)～21日(金) 

       ※２月22日(土)から通常営業 
        
問 ほっとランド・きぬ 30-4126 

http://www.kouiki-shimotsuma.or.jp/ 

「砂沼をきれいにする運動」に参加しましょう 
 

市民の憩いの場、砂沼の清掃をおこないます。 

｢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 

参加をお願いします。  
 
◆日時 ３月９日(日)午前８時～９時 

 ※雨天中止。小雨決行。 

※防災無線で７時に広報します。 

◆内容 砂沼周辺のごみ収集 
 
《つぎの点にご注意ください》 

・収集したごみは絶対に燃やさず、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！ 

・沼内のごみは、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) 

・清掃用具は、各団体でご用意ください。 

・図面の●印の所にごみ袋を用意します。 

袋に書いてあるとおり、可燃物、不燃 

物に分けてください。 

★印の所がごみ集積所になります。 

これ以外の場所は車が入れません。 
 

問 市生涯学習課 内線2834 

・長塚如月会 

● ごみ袋 
★ ごみ集積所 

｢みんなであそぼう!～遊びの広場～｣開催 
 
子育て真っ最中の皆さん！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。そんなことを一度に解決しちゃ

う広場に、ぜひお越しください。 
 
◆日時 ３月５日(水)午前10時30分～12時 

    (受付10時～10時30分) 

◆場所 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 

    ・ぴよぴよコーナー(0歳～1歳児向け遊び) 

    ・のびのびコーナー(2歳～就園前向け遊び) 

    ・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 

Part.1 『図書館雑誌スポンサー』 

     を募集します 
 
雑誌スポンサーとは、図書館にある雑誌の中か

ら希望される雑誌の購入代金をご負担いただき、

その最新号のカバー等に企業名や広告を掲載する

ものです。 
 
<スポンサーになるには> 

◆スポンサーの範囲 企業・商店・団体などで、 

 個人は除きます。 

◆提供する雑誌 図書館が作成した｢雑誌リスト｣ 

        の中から選んでいただきます。 

◆提供期間 原則１年間とします。(更新可) 
 
<スポンサーになると> 

◆提供雑誌の最新号のカバー表面に、スポンサー 

 名を表示します。 

◆提供雑誌の最新号のカバー裏面に広告チラシを 

 １枚挿入できます。 
 
※その他、詳しくは、お問い合わせください。 
 
 

問 市立図書館 43-8811 

Part.2 図書館へ行こう！ 
 
 市立図書館では、子どもたち(未就学児)とその保

護者の方を対象にした｢図書館へ行こう!｣を開催しま

す。事前申し込みは不要ですのでお気軽にご参加く

ださい。皆さんのご来館をお待ちしています。 
 
◆日時 ２月20日(木)10時30分～11時30分 

◆場所 市立図書館 ２階 集会室 

◆内容 親子あそび 

◆講師 服部 祐美子 氏 

◆共催 市立図書館・下妻母親クラブ 

認知症介護家族の交流会「つどい」開催 
 
◆日時 ３月３日(月)午後１時30分～３時30分 

    毎月１回(原則として第１月曜日) 

◆場所 市役所 第二庁舎 3階 中会議室 

◆対象者 現に認知症の方を介護中のご家族の方 

◆参加費 100円(飲物代として)※事前申込み不要 
 

問 市介護保険課 下妻市地域包括支援センター  
   内線1543・1544 

｢子育て相談教室｣開催 
 

｢早く寝てくれない。好き嫌いが多い。オムツが

はずせない。｣など、多くのお母さん達の悩みや子

どもとの関わり方についてのポイントをお話しして

くれる、子育て中のお母さんを応援する教室です。 
 

◆日時 ３月６日(木)午前10時30分～11時30分 

          (受付午前10時～) 

◆場所 下妻市保健センター 

◆講師 茨城県ポーテージ協会相談員 

    服部 祐美子 氏 

◆対象 就学前の子を持つ保護者 ※先着30名 

    ※希望者には保育をします 
 
問 申 市保健センター 43-1990 

案 内 

募 集 

募 集 

案 内 

http://www.kouiki-shimotsuma.or.jp/


がん予防・検診講習会 

｢ピロリ菌感染と胃がん検診｣開催 
 
日本人の約50％がピロリ菌の感染者といわれる現

代、胃がんとの関連性も含め、正しい対処法をいっ

しょに学んでみませんか。 
 
◆日時 ３月６日(木)午後１時30分～３時 

◆場所 茨城県常総保健所 

◆講師 きぬ医師会病院副院長 対馬 健祐 先生 

◆参加費 無料 

◆定員 50名 

◆申込期限 ２月28日(金) 
 

問 申 茨城県常総保健所 健康指導課 

             0297-22-1351 
     Fax0297-22-8855 

『受講生』を募集します 
～初心者のための押し花教室～ 

 
 身の回りに咲く花、野に咲く花、また丹精込めて

育てた花などを押し花にしてみませんか。 
 
◆期日 4回コース 

第１回 3月16日(日)  花の押し方(生花(小花)は水 

            をかけないで持参) 

第２回 4月13日(日)  しおり作り 

            (自分で押した花を使用) 

第３回 5月11日(日)  壁掛け作り 

                                (ウッドプレート) 

第４回 ６月 8日(日) 色紙絵作り 

◆時間 午前９時30分～11時30分 

◆場所 砂沼サンビーチギャラリー 

◆定員 15名(４回とも受講可能な方) 

    ※ただし、最少定員(８名)に満たない場合は 

     開講されない場合があります。 

◆受講料 6,500円(全４回分)押器代、教材費等を 

     含む ※受講時に料金を徴収します。 

◆持ち物 新聞紙、はさみ、カッターナイフ、 

     ティッシュペーパー、ピンセット 

◆申込期限 ３月７日(金)まで 
 

問 申 砂沼サンビーチ管理事務所  
     43-6661 

下妻市ご当地アイドル「しもんｃｈｕ」 

『運営スタッフおよびメンバー』募集 
 
●運営スタッフの募集 

・毎週土曜日・日曜日にボランティアで｢しもん

chu｣の運営スタッフとして下妻市を盛り上げるた

めに活動してくださる方 

 ・スタッフの内容は、イベント運営、ライブ進行、

メンバーアシスタント(女性)、渉外、広報・宣伝な

どです。 

●メンバーの募集 

 ・高校生～24歳までの健康な女性 

 ・週１～２回の下妻市で行われるレッスンに参加で

きる方、また、月１回の定期公演、土日におこな

われるイベントに参加できる方 

 ※詳しくは、しもんchuホームページ 

    →http://shimonchu.com/をご覧ください。 
 

問 下妻アイドルプロジェクト運営委員会 
shimonchu2014@gmail.com 

市産業振興課 内線2633 

｢建築士さんとみんなで歩くまちなみ探険｣ 
～歴史的建造物を活かした 

   回遊型まちづくりを考えるワークショップ～ 
 
●日時 2月22日(土)午前10時～午後４時(少雨決行) 

●集合場所 光明寺 

●参加費 500円(昼食・資料代として当日集金)親子

参加(小学生以下)の児童は無料。 

●対象 どなたでも可(まちを歩くため、お子様は保護 

    者同伴でお願いします。) 
 

問 申 (一社)茨城県建築士会 まちづくり委員会  
     43-2618(江面)  mtp@ezura-arc.co.jp 

『臨時職員』募集 
 
●募集職種 一般事務(臨時職員) 

●募集人員 １名 

●業務内容 博物館管理業務 

●応募資格 ・パソコン操作ができる人 

       (Word・Excel等) 

      ・普通運転免許を有する人 

●勤務地 下妻市ふるさと博物館 

●勤務時間 １日７時間45分 

午前８時30分～午後５時15分 

(途中60分の休憩あり) 

週４日勤務(ローテーションに 

より土、日、祝日の勤務あり) 

●賃金等 時給賃金制 時間単価 810円  

賞与・通勤手当なし 

社会保険加入・雇用保険加入 

●提出書類 履歴書 

●雇用期間 平成26年４月１日 

      ～平成26年９月30日 

      (期間更新する場合あり) 

●試験内容 面接 日時：３月11日(火) 

            ※時間別途連絡 

         場所：市役所千代川庁舎 

            ２階会議室 

●申込期限  ３月３日(月) 
 

問 申 市生涯学習課(千代川庁舎)  
     内線2835 

『嘱託職員』募集 
 
●募集職種 給食調理員(嘱託職員) 

●募集人員 １名 

●業務内容 学校給食調理業務 

●応募資格等 健康に自信のある人、栄養士または調 

       理師の免許があればなお可 

●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) 

※８月は勤務日数に変動あり 

●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 

※８月は半額支給(勤務日数の半減により) 

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 平成26年4月1日～平成27年3月31日  

      ※更新は3年まで。ただし、有資格者は 

       勤務状況によりその後の更新あり 

●試験内容 面接 日時：3月7日(金) 

            ※時間は別途連絡 

   場所：市役所千代川庁舎2階会議室 

●申込期限 2月28日(金) 
 

問 申 市学校教育課  内線2812～2814 

『嘱託職員・臨時職員』募集 
 
Part.1 
●募集職種 一般事務(嘱託職員) 

●募集人員 1名 

●業務内容 一般事務 

●応募資格等 パソコン(Word・Excel等)ができる人 

       普通運転免許を有する人  

●勤務地 市長公室 

●勤務時間 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 176,200円(上限) 

     ※年齢により異なる 

     賞与・通勤手当の制度あり 

     社会保険加入・雇用保険加入 

●雇用期間 平成26年4月1日～平成27年3月31日 

      (勤務状況により更新あり) 

●試験内容 面接 

      日時  3月12日(水)・13日(木)のいずれか  

       ※日時は別途連絡  

      場所  下妻市役所本庁舎 3階 会議室 

●募集期間 2月28日(金)締切 

●提出書類 履歴書 
 

問 申 市総務課 内線1224 

災害等緊急雇用対応事業 

『臨時職員』募集 
 

●募集職種 一般事務(臨時職員) 

●募集人員 1名 

●業務内容 一般事務 

●応募資格等 ・パソコン(ワード・エクセル等)ので 

        きる人 

  ・普通運転免許を有する人 

●勤務地 農業委員会事務局 

●勤務時間 午前9時～午後4時(昼休み60分) 

●賃金等 時給賃金制 

 時間単価 810円  

 賞与・通勤手当なし 

 社会保険加入・雇用保険加入 

●雇用期間 平成26年4月1日～平成26年9月30日 

      (勤務状況により更新あり) 

●試験内容 面接  

      日時：3月12日(水)～14日(金)までの 

         いずれか ※日時は別途連絡  

 場所 下妻市役所本庁舎 3階 会議室 

●申込期限 2月28日(金)まで 

●提出書類 履歴書・ハローワークの紹介状 

●備考 平成23年3月11日時点において、下妻市に 

    住所を有していた方等、震災被災者が対象 

    となります。 
 

問 申 市総務課 内線1224 

募 集 

案 内 

 

Part.2 

●募集職種 不法投棄・廃棄物回収(臨時職員) 

●募集人員 2名 

●業務内容 ごみの不法投棄パトロールと 

      回収業務 

●応募資格等 普通運転免許を有する人 

●勤務地 生活環境課 

●勤務時間 午前9時～午後4時(昼休み60分) 

●賃金等 時給賃金制 

     時間単価 810円 

     賞与・通勤手当なし 

     社会保険なし・雇用保険なし 

●雇用期間 平成26年4月1日 

      ～平成26年9月30日 

      (勤務状況により更新有り) 

●試験内容 面接 

      日時 3月12日(水)～14日(金) 

         までのいずれか 

         ※日時は別途連絡  

      場所 下妻市役所本庁舎 3階  

         会議室 

●募集期間 2月28日(金)締切 

●提出書類 履歴書 

http://shimonchu.com/
mailto:shimonchu2014@gmail.com
mailto:mtp@ezura-arc.co.jp
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使用済小型家電のリサイクルにご協力ください 
 

使用済小型家電とは電源、充電器、電池を使用する小型電子機器(携帯電話やデジタルカメラなど)のことで、こ

れらの小型家電には希少金属(レアメタル)等が含まれており、再生利用可能なリサイクル品です。ご家庭で不要

となった対象の小型家電はごみとして出さずに、｢使用済小型家電回収ボックス｣へ入れてください。リサイク

ルへのご協力をお願いします。 
  
<対象品目>17品目 

 携帯電話・PHS、ビデオカメラ、デジタルカメラ、携帯用ゲーム機器、携帯音楽プレーヤ、電子辞書、カー 

 ナビ、ACアダプタ、卓上計算機、ICレコーダ、ヘアドライヤー、電子体温計、CD・MDプレーヤー、電気 

 アイロン、電気かみそり、電話機、ラジオ 

<使用済小型家電回収ボックス設置場所> 

 市役所本庁舎、市役所千代川庁舎、市立図書館、下妻公民館、千代川公民館、大宝公民館、総合体育館 

 千代川運動公園ふれあいハウス、勤労青少年ホーム、働く婦人の家、ふるさと博物館、ビアスパークしもつ 

 ま、ほっとランド・きぬ、小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター、イオンモール下妻、ホームセンター山 

 新下妻店、熊倉電気、木田ストアー 

<注意> 

・施設、店舗が休業の時はご利用できません。 

・個人情報が含まれるものは、あらかじめ消去してください。 

・回収ボックスに入らないものは、従来通りの処理をしてください。(投入口の大きさ:縦15㎝×横30㎝) 

・取り出し可能な電池やバッテリー類、メモリーカード類は外してください。また、袋や箱はボックスに入れ

ないでください。 

・一度投入されたものは返却できませんので、ご注意ください。 

・家電4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機)、パソコンは出せません。 

・処分費用はかかりませんので、リサイクルにご協力ください。 
 

問 市生活環境課 内線1425・1426 

東日本大震災による災害がれき(瓦) 

の受付終了について 
 
申請については、3月28日(金)正午まで、搬入は同

午後３時30分をもって受付終了となります。なお、

期日の過ぎた申請は一切受付できませんので産業廃棄

物として処分してください。搬入の済んでいない方は

ご注意ください。 
 

問問 市民協働課 内線1312  
   市生活環境課 内線1425・1426  

『エコネット塾』参加者募集 
 
 ｢エコネット塾｣は、地球温暖化問題をみんなで考

え、環境保全の意識を高めあっていく学習講座で

す。地域の暮らしを支える施設を見学して、環境に

配慮した行動を取り入れましょう。 
 
●日時 ３月19日(水)午後3時～5時 

●場所 きぬアクアステーション 現地集合 

●定員 30名 ※先着順、最少催行人数 15名 

●対象 市内在住・在勤の方 

    ※中学生以下は保護者同伴 

●内容 ・下水処理場の見学 

・家庭の省エネに関する講話 

●参加費 無料 

●申込期限 ３月５日(水)午後5時 

●共催 STOP!温暖化エコネットしもつま、下妻市 
 

問 申 市生活環境課 内線1423 

県民交通災害共済加入受付開始 
 
 平成26年度分の県民交通災害共済の加入受付

を、２月３日より開始しています。加入を希望され

る方は下記担当窓口へ直接お申し込みください。 
 
◆担当窓口 

<下妻地区の方>  本庁舎 ｢消防交通課｣ 

<千代川地区の方> 千代川庁舎 ｢くらしの窓口課｣ 

◆加入に必要なもの 

・会費 大人(高校生以上)  900円 

     子ども(中学生以下) 500円 

・県民交通災害共済加入申込書(チラシ手書き用) 

 ※チラシは１月末頃、郵送しています。 

 ※小中学生は学校での一括加入になりますので、 

  個別の申し込みは不要です。 

 ※４月１日以降の申込みは、共済期間が申込日の 

  翌日からになりますので、ご注意ください。 

◆共済期間 

平成26年４月１日～平成27年３月31日 

◆対象となる事故 

①共済期間中に日本国内の道路上を運行中の自動 

 車・バイク・自転車等の接触、衝突、転落、転   

 覆などの事故にともなう人の死傷。 

②共済期間中に踏切道における電車等との接触、 

 衝突の事故による死傷。 
 

問 市消防交通課 内線1432 

不法投棄１１０番 
 
 産業廃棄物の不法投棄(散乱・埋め立て・積み上

げ・焼却)、違法な土砂による盛土などを見かけたら

情報提供をお願いします。 
 
※危険ですので、投棄をしている者とは接触しない 

   でください。 
 

問 県不法投棄110番 0120-536-380 
    県不法投棄対策室 029-301-3033 
    県西県民センター環境・保安課  24-9127 
        市生活環境課 内線1422 
        ※休日や夜間は下妻警察署  43-0110 

「家族介護支援事業講演会」を開催します 
 

♦日時 ３月９日(日)午後１時30分～４時 

♦場所 千代川公民館 

◆参加費 無料 

♦内容 ・｢認知症疾患医療センター(地域型)の役割｣について/古河赤十字病院 

   ・信じられない!～夫が若年性認知症と診断されて～/介護家族 寺門 律子 氏 

   ・認知症と気づいた時の対応と進行予防～認知症は治療できる。対応方法も治療の1つです～ 

◆講師 敦賀温泉病院 認知症疾患医療センター 認知症認定看護師 松村 菜穂美 氏 
 
※この講演は｢認知症サポーター養成講座｣に該当します。 
 

問 市介護保険課 下妻市地域包括支援センター 内線1543・1544 

介護保険料(65歳以上)の 

減免申請について 
 
第１号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、

前年の合計所得金額や世帯の状況に応じて設定され

ますが、下記に該当する方は、申請により保険料の

減免制度が適用となります。 
 
◆対象者 

 介護保険料の所得段階が第１段階(生活保護受給者 

 を除く)・第２段階・第３段階の方で、次の減免基 

 準をすべて満たす方 

◆減免基準 

・世帯員全員が市民税非課税であり、地方税法の 

 規定による所得がないこと。 

・世帯の年間収入金額が93万円以下であること。 

 (世帯員が２人以上のときは、93万円に世帯主 

 を除く世帯員１人につき28万円を加算した額) 

・市民税課税者に扶養されておらず、かつ生計を 

 共にしていないこと。 

・資産等を活用してもなお生活が困窮している状 

 態にあること。(預貯金等の総額が100万円以 

 下、世帯員が2人以上のときは150万円以下で 

 あること。) 

・原則として申請時に保険料の未納がないこと。 

◆減免対象保険料および減免額 

減免申請日において納期限が過ぎていない保険料 

・第１段階、第２段階の方:保険料の2分の１の額 

・第３段階の方:保険料の3分の１の額 
 

問 申 市介護保険課 内線1536・1537 

案 内 

案 内 



自動車は県内のナンバーにしましょう 
  

 自動車税は県の重要な財源となっています。 

 転居などで茨城県に転入された方は、住民登録とあ

わせて所有される自動車について県内のナンバー(水

戸・土浦・つくば)に変更するようお願いします。 
  

問 <登録に関するお問合せ> 
   土浦自動車検査登録事務所 

   050-5540-2018 
  <納税に関するお問合せ>  

   茨城県筑西県税事務所(収税第二課) 

 24-9190 

家畜の飼養状況の報告について 
 
 愛玩用の家畜を飼育されている方は、家畜伝染

病予防法により毎年２月１日現在の飼養頭羽数等

を県に報告することになっています。 
 
・牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、いのしし 

・鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほ 

 ろ鳥、七面鳥 
 
 上記などの家畜を1頭(羽)でも飼育していれ

ば、ペットであっても、報告の必要性がありま

す。犬、猫、うさぎ、インコなどは対象となりま

せん。報告用紙など詳しいことは下記までお問い

合わせください。 
 

問 茨城県県西家畜保健衛生所  

   52-0345 Fax52-4870 

｢ふれあいパーティ｣を開催します 
 
<つくば会場>※平日夜開催 
◇日時 3月13日(木)午後７時～９時 

◇場所 つくば山水亭 

◇対象者 男女とも 30代・40代の方 各20名 

◇参加費 男性4,000円 女性1,000円(当日徴収) 
 
<下妻会場> 

◇日時 3月15日(土)午後１時30分～午後４時30分 

◇場所 ビアスパークしもつま 

◇対象者 男女とも 30代･40代・50代の再婚者・ 

     再婚者ご希望の方 各20名 

◇参加費 男性4,000円 女性1,000円(当日徴収) 
 
<つくば会場> 

◇日時 ３月23日(日)午後１時30分～４時30分 

◇場所 ホテルグランド東雲 

◇対象者 男女とも 

     Aコース 30代・40代の方 各20名 

     Bコース 50代・60代の方 各15名 

◇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(月曜休み) 
     E-mail：info@bell-support.net 

ご家庭の水道凍結防止対策をお願いします 
 

<水道管が凍りやすい場所> 

・水道管が｢むき出し｣になっている場所 

・日の当たらない場所 

・風当たりの強い場所 
 
<家庭でできる凍結防止対策> 

・｢むき出し｣になっている水道管は直接外気に触れ 

 ないよう、保温材を巻きつけ、紐で縛って固定  

 し、その上から、保温材が濡れないようにビニー 

 ルテープ等で隙間なく重ねて巻いてください。(保 

 温材は市販されているものの他に毛布、発泡スチ 

 ロール等でも代用できます) 

・冷たい外気により、水道メーターが凍結すること 

 がありますので、メーターが入っている箱の中 

 に、発泡スチロールを細かく砕いたものや、布切 

 れを、濡れないようにビニール袋にいれて、メー 

 ターを保護するようにしてください。 

 なお、メーターが凍り、破損した場合は、無料で 

 交換しますので上下水道課にご連絡ください。 
 
<もし凍結してしまったら> 

・蛇口が凍ってしまった場合は、タオル等をかぶ 

 せ、その上からゆっくりとぬるま湯をかけてくだ 

 さい。 

※急に熱湯をかけると、水道管や蛇口が破裂するこ 

 とがありますので注意してください。 
 
<もし破裂してしまったら> 

・メーターが入っている箱の中にある止水栓を閉め 

 て、水を止めてから、指定工事業者へ修理を依頼 

 してください。 

※市の条例により、緊急の工事であっても市の指定 

 を受けていない業者が水道工事をすることはでき 

 ません。必ず指定工事業者であることを確認して 

 から工事を依頼してください。 
 

問 市上下水道課 44-5311 

建築確認を受けた建築物の 

工事完了後には完了検査が必要です 
 
建築基準法に基づく完了検査は、法律で定められた

建築主の義務です。検査後に交付される｢検査済証｣

は、建築物の安全性等が確認された適合建築物の証で

あり、建築物の売買や融資を受ける際、または増改築

時に提示を求められることもあります。 

完了検査の詳細は、建物を建築した工務店、建築士

事務所または茨城県県西県民センター建築指導課にお

尋ねください。 
 

問 茨城県県西県民センター建築指導課  

    24-9149 
 市建設課 内線1713 

心身に障害をお持ちの方へ 

自動車税・自動車取得税の減免制度 
 

茨城県では、身体障害者手帳、精神障害者保健

福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳の交付を受け

ている方で，障害等級や自動車の所有者等が一定

の要件を満たす場合には，障害をお持ちの方のた

めに使用する自動車に係る自動車税および自動車

取得税を減免する制度を設けています。 

減免申請は管轄の県税事務所において年間を通

じて受付していますが，下記の日程でお住まいの

市町村等に減免申請の受付窓口を設置しますの

で、ご利用ください。 
 
◆受付日時 ２月28日(金)、３月17日(月) 

午前10時～12時、午後１時～４時 

◆場所 市役所第二庁舎 ３階 小会議室 

(注) 新車・中古車新規登録にかかる減免や自動車  

  取得税の減免については，登録日から30日 

  以内に管轄の水戸または土浦県税事務所自動 

  車税分室でお願いします。 

◆必要な書類 

 ・障害者手帳(原本) 

 ・納税義務者の印鑑(認印可) 

 ・運転者の運転免許証(コピー可・免許証両面) 

 ・自動車の車検証または納税通知書 

 ・生計を一にすることを示す書類(住民票等) 

※減免の要件により手続きに必要な書類が異なり

ますので，下記の県税事務所まで必ずお問い合

わせください。 
 

問 筑西県税事務所 収税第二課 24-9190 
茨城県総務部税務課ホームページ 

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

soumu/zeimu/zeimu.htm 

高道祖地区排水処理施設使用料 

(後期分)の納入について 
 
 ２月28日(金)は、高道祖排水処理施設使用料(後期

分)の納期限ですので、期限内の納入をお願いしま

す。口座振替の場合は、事前の預金残高のご確認を

お願いします。 
 
◆納入場所 納入通知書記載の金融機関および 

      市役所会計課・くらしの窓口課 
 

問 市農政課(千代川庁舎) 内線2613 

｢ときめき婚活パーティーと 

ウインナーソーセージ手づくり体験」開催 
 
◆日時 ３月９日(日)午後１時30分～４時30分 

◆会場 下館工房 [筑西市みどり町２丁目８-19] 

◆対象者 40歳以下の独身男・女各15名 

◆参加費 男性6,000円 女性1,600円  

◆申し込み 先着順 
 

問 申 NPO法人メドウルミートクラブ 
     25-2678 

道路工事にご協力をお願いします 
 
市内各地区において道路工事を実施します。工事期

間中は全面通行止め等の交通規制を実施する場合があ

りますので、皆さんのご理解ご協力をお願いします。 

 

◆工事期間 ２月中旬～３月下旬 

◆工事箇所 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市建設課 内線1716 

工事箇所 

大木 

半谷 

案 内 

mailto:info@bell-support.net
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/

