
お知らせ版  No.1 

 

 

 
1/2 

９ 
10 

2014 

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 

市立図書館映画会/９月 
 
《ライブラリーシアター》 

◇日時 ９月20日(土)午後２時～ 

◇上映作品 人生、いろどり 

      (2012年/日本/112分) 

◇内容 四国の小さな町で起こった<奇跡>の実話 
  
《子ども映画会》 

 ◇日時 ９月27日(土)午後２時～ 

 ◇上映作品 アニメ 世界名作劇場 

       トム・ソーヤの冒険(90分) 

 ◇内容 1980年に放送された名作が、90分編集 

     版となって帰ってきました。 
 
◆場所 市立図書館 ２階 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 

｢みんなであそぼう!～あそびの交流会～｣開催 
 
子育て真っ最中のみなさん、親子そろって、広い

場所で思いっきり体を動かしてみませんか。ママ同

士で育児の相談をしたり、情報交換をしたり…そん

な“広場”に遊びに来ませんか。 
 
◆日時 10月３日(金)午前10時30分～正午 

◆場所 東部中央公園(下妻総合体育館北側) 

    雨天の場合：下妻総合体育館 

◆参加費 無料 

◆内容 ミニミニ運動会、手形コーナー 

◆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 

ほっとランド・きぬ 

｢グラウンドゴルフ大会｣開催 
 
初めて参加される方も大歓迎です。３名１組で

お申し込みください。 
 

◆日時 11月７日(金)午前8時30分～午後０時30 

    (雨天順延) 

◆場所 ほっとランド・きぬグラウンドゴルフ場 

◆参加資格 下妻市、八千代町、常総市、筑西市 

      に在住、または在勤の方 

◆定員 216名(１組９名で24組) 

◆申込方法 ほっとランド・きぬのフロントで参 

      加申込書を記入のうえ、参加料を添 

      えて提出してください。 

◆申込方法 10月17日(金)午前９時～ 

      ※先着順受付(一人で３組まで) 

◆参加費 １名500円(１組３名 計1,500円) 

※グラウンドゴルフ場利用料・スポー 

 ツ保険料を含む 

◆競技方法 24ホールストロークマッチプレー 
 

問 ほっとランド・きぬ 30-4126 

平成26年度下期『認定農業者』 

募集～認定農業者になりましょう！～ 
 
認定農業者制度とは、自らの農業経営を向上して 

いこうという意欲のある農業者が立てた計画を市が 

認定し、その実現に向けて支援措置を講じていこう 

とするものです。認定農業者になると、県・市関係 

機関から重点的に支援を受けられます。これから規 

模拡大をお考えの方は、ぜひお問い合わせください。 
 
◆申込期間 ９月10日(水)～30日(火) 

◆認定の基準(５年後の目標) 

 ①年間労働時間が、主たる従事者１人あたり 

  2,000時間以内 

 ②年間農業所得が、主たる従事者１人あたり 

  580万円以上 

◆認定農業者への主な支援 

 ・低利資金の融資 

 ・農業者年金の保険料の国庫補助(青色申告をし 

  て40歳未満の方) 

 ・畑作物の直接支払交付金(数量払・営農継続支払) 

・米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策) 
 

問 市農政課(千代川庁舎) 内線2622 

｢ベビーヨガ教室｣を開催します 
 

赤ちゃんの運動能力・内臓機能・成長の助けと

なり、体質改善にも役立ち、また、母と子のスキ

ンシップから生まれる深い絆・信頼関係は、子育

てに対する自信へとつながると言われています。

楽しいベビーヨガ教室に参加してみませんか。 
 
◆日時 10月６日(月) 

    午前10時30分～11時30分 

    (受付10時～) 

◆場所 下妻市保健センター 

◆対象 市内在住の生後３か月(首がすわってい 

    る)～1歳(ひとり歩きを始める前)の赤ち 

    ゃんとその保護者(先着20組) 

◆講師 インストラクター 大羽 加奈里 氏 

◆持物 ヨガマット(持っていない方については、 

    保健センターで準備します) 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

『下妻市農産物直売所出荷組合』 

新規会員募集 
 

下妻市農産物直売所出荷組合では、新規会員を随時

募集しています。会員になると、道の駅しもつまやビ

アスパークしもつまの農産物直売所に農産物を出荷す

ることができます。 
 

●応募資格 下妻市に住所を置き、かつ居住している

個人の方で、出荷する農産物を市内で自

ら生産している方 

●出荷対象 穀物、野菜、果物、花、木、キノコ類

(天然キノコを除く)、米、その他の農産

物、農産物加工品(必要な許認可を取得

したものに限る)、民芸品、工芸品  

●出荷先 道の駅しもつま農産物直売所 

     ビアスパークしもつま農産物直売所 

     ※どちらか一方のみの出荷でも可 

●清算方法 口座振込(毎月末日の１回締め、15日以

内に清算) 

      ※売上金から販売手数料を差引いた金額  

       が振込まれます。 

      ※代金の振込先金融機関はJA常総ひか 

       りのみとなります。 

●年会費 3,000円 

●申込方法 入会を希望される方は、年会費を添え

て、市産業振興課までお申し込みくださ

い。申込みの際、印鑑と預金通帳をご用

意ください。 
 

問 申 市産業振興課 内線2636 

｢動脈硬化の徹底対策講座｣開催 

◆参加費 無料 

◆参加対象者 下妻市民の方 

◆募集人数 50名(4回目のみ30名) 

◆申込期限 10月17日(金)まで 

      ※定員になり次第締切 

※４回の連続講座ですが、1回のみの 

 参加も可。 
  

問 申 市保健センター 43-1990 

｢にちようびのおはなし会｣開催 
  
◆日時 ９月28日(日)午前10時30分～11時 

◆場所 市立図書館 児童室(おはなしコーナー) 

    ※参加は自由です。お気軽にお越しくだ 

     さい。 
 

問 市立図書館 43-8811 

｢まちの美術展｣開催 
 
第17回｢まちの美術展｣を開催します。平成25

年度茨城県芸術祭展およびわくわく展において入

賞・入選作品の展示です。皆さんのご来館をお待

ちしています。 
 
◆期間 ９月13日(土)～23日(火) 

    午前９時～午後４時 

※９月16日(火)・17日(水)・22日(月)は 

 休館日 

◆場所 下妻市ふるさと博物館 

◆入館料 ｢まちの美術展｣のみ無料 
 

問 下妻市文化団体連絡協議会 43-3418 
   市ふるさと博物館 44-7111 

  第１回 第２回 
日にち 10月22日(水) 10月31日(金) 
時間 午後2時～3時30分 午前10時～11時30分 

会場 
下妻市役所 
第二庁舎大会議室 

下妻保健センター 

内容 

脂質異常症について 
<講師>川井クリニッ

ク  理事長 
川井紘一先生 

血圧について 
かるしお(適塩)レシピの

紹介 
<講師>国立循環器病研究 
センター 高田彰先生 

  第３回 第４回 
日にち 11月18日(火) 12月3日(水) 
時間 午後2時30分～4時 午前9時30分～午後1時 

会場 
下妻市役所 
第二庁舎大会議室 

下妻公民館 

内容 

メタボリックシンド

ロームについて 
<講師>長戸孝道先生 

ヘルシーでオイシーお料

理＆軽体操! 
ヘルシーでかるしお(適

塩)メニューを作って食べ

よう 

募 集 

募 集 

案 内 

案 内 



新しい出会いを探してみませんか 
 
<下妻会場> 

◇日時 10月18日(土)午後１時30分～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代の方 各20名 

◇参加費 男性4,000円 女性2,000円(当日徴収) 
 
<つくば会場>※平日夜開催 

◇日時 10月23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2,000円(当日徴収) 
 
<古河会場> 

◇日時 10月26日(日)午後１時30分～４時30分 

◇場所 古河市とねミドリ館 

◇対象者 Aコース 男女とも 30代・40代の方  

     各20名 

     Bコース 男女とも 50代・60代の方  

     各20名 

◇参加費 男性4,000円 女性2,000円(当日徴収) 
 
◆申込開始 随時 

◆後援 いばらき出会いサポートセンター 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート(月曜休み) 
     0280-87-7085 
     E-mail：info@bell-support.net 

 ※NPO法人ベル・サポートは、少子化対策や男 

  女共同参画社会の実現に向け、特定非営利活 

  動法人の組織にて、結婚支援事業をおこなっ 

  ています。 

新しい出会いのお手伝いをします 
 
いばらき出会いサポートセンターは、茨城県と

(一社)茨城県労働者福祉協議会が共同で設立した

組織で、市長会・町村会をはじめ多くの団体の支

援を得て活動をおこなっています。 
 
◆活動内容 

・ふれあいパーティーの開催・支援(会員以外の

方も参加可) 

・登録会員のパートナー探しのお手伝い(会費

10,500円(3年間)) 

・結婚なんでも相談(結婚に関するあらゆる疑

問、悩みに相談員が無料でアドバイス。会員

以外の方、その家族、親類、友人など誰でも

相談可。匿名でも相談可) 

※プライバシー厳守。ぜひご相談ください。 
 

問 (一社)いばらき出会いサポートセンター 
   県西センター 33-1984(火曜日除く) 

全国高等学校  

『アームレスリング選手権大会』 

参加者募集 
 
●日時 10月19日(日)午前8時30分受付 

●場所 笠間市民体育館 

●出場資格 日本国の高等学校に在学中の生徒で 

      年齢が20歳以下 

      ※高等専門学校においては、３学年ま 

       でに限る 

●競技区分 競技区分についての詳細は、お問い合 

      わせください。 

●参加費 【個人の部】1,000円 

【団体の部】1チーム 3,000円 

●申込期限 10月３日(金)まで 

●申込方法 申込書に必要事項を記入し、保護者の

署名および承諾印を押印のうえ、参加

料を添えて現金書留にてお申込みくだ

さい。 

      ※申込後の参加料の返金はしません。 
 

問 申 全国高等学校アームレスリング選手権大  
     会事務局 

     (笠間市教育委員会スポーツ振興課内)  

     0296-77-1101 

募 集 案 内 案 内 

募 集 『THE・体力測定』参加者募集 
～あなたの体年齢は何才ですか～ 
     
●日時 10月13日(祝)午前11時～午後8時 

●場所 ほっとランドきぬ 館内フロント前 

●対象 ５歳～89歳 

●料金 入館料のみでイベントに参加できます。 

    (大人600円)(65歳以上300円) 

    (小中学生200円) 

●内容  

 イベント① 専門のカラダスキャンマシンを使っ 

       ての測定(基礎代謝量、体脂肪率、内 

       臓脂肪量、筋肉率、など) 

                 ※当日受付、当日申込み。 

 ◇体組成測定 受付時間   

  １部 午前11時～午後１時15分 

  ２部 午後５時～７時15分 

  ※結果をもとにトレーニングジムスタッフがカ   

   ウンセリングをおこないますのでお気軽に相 

   談してください。 

 イベント② みんなで体力測定 

  ※みんなで体を動かしながら腹筋、バランスな 

   どの体力測定をします。(内容は変更する場合 

   があります) 

   子供向け体力測定 午後１時～２時 

   成人向け体力測定 午後２時～３時 

 イベント③  水着やトレーニングウェアの大セール   

  ※いつもとちょっと違う品揃え!?イベントに参 

   加しない方も足を運んでみてください。 

 イベント④ ぶるぶるダイエットマシン、乗馬マ 

       シン足ツボマッサージマシンなど無 

       料開放!! 

  普段トレーニングをしてる方はもちろんこれか 

  ら運動を始めようとしてる方もお気軽に参加で 

  きます。 
 
※ご不明な点がございましたら、 

 お気軽にお問い合わせください。 
 

問 申 ほっとランド・きぬ 30-4126 

「秋の山野草展」開催 
 
下妻市自然愛護協会の方々が丹精込めて育てた、身

近な山野草を約300点展示します。 
 
◆日時 ９月26日(金)～28日(日) 

    午前９時～午後４時30分 

    ※９月28日(日)は午後３時まで 

◆場所 ネイチャーセンター ギャラリー１ 

◆入館料 無料 

◆主催 下妻市自然愛護協会 
 

問 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 
   45-0200 

『ボディメイクヨガ教室』参加者募集 
 
 ｢ボディメイクヨガ｣の効果には、①姿勢の改善

②やせ体質への改善③基礎代謝の向上④呼吸機

能、心肺機能の向上⑤内臓機能の改善⑥自律神経

の改善、等の効果があります。皆さんぜひ参加し

てみませんか。 
  
◆日時 10月11・25日(土)午後１時30分～３時 

◆場所 大宝公民館 体育館  

◆講師 下妻スポーツクラブ 関 陽子 氏 

◆受講対象 市内在住・在勤の方 

◆定員 30名 

◆参加費 1人500円 ※保険代として事前徴収 

◆持ち物 ヨガマット(持っていなくても受講可)、 

     体育館履、タオル、飲み物等 

◆申込期間 ９月17日(水)～28日(日) 

      午前９時～午後５時 

      休館日(月曜・祝日除く)  

      ※定員になり次第締切 

◆申込方法 電話または千代川公民館へ来館のう 

      え、お申し込みください。また、12 

      月には千代川公民館を会場に開催(別 

      途募集)します。 
 

問 申 千代川公民館 44-3141 

男女共同参画チャレンジ支援セミナー 

「～対話から始まる～ 

ココロも快適!幸せ収納レッスン」 

を開催します 
 
◆日時 10月9日(木)午前10時～正午 

◆場所 茨城県女性プラザ  

    男女共同参画支援室 

    ※車で来場の際は、 

     県三の丸庁舎駐車場 

     をご利用ください。 

◆内容  

 第１部｢夏物の収納と 

     冬物のお手入れ点検｣ 

 第２部｢片づけを促すコミュ 

     ニケーション術｣ 

◆講師 吉田 トシコ 氏 

    (収納コンサルタント、コミュニケーショ 

    ントレーナーヨシダトシコ(有)取締役) 

◆定員 50名(先着順。託児あり要予約) 

◆参加費 無料 
 

問 茨城県女性青少年課 

   女性プラザ男女共同参画支援室 

   029-233-3982 

案 内 
｢結婚相談会｣開催 
 
結婚を希望される方のあらゆるご相談にお答えし

ます。親御さんだけでも大丈夫です。 
 
◆日時 ９月21日(日)午前10時～午後１時 

◆場所 常総市生涯学習センター ２階 研修室 

◆相談費用・登録料 無料  

 (プロフィール作成を希望される方は、身上書、写 

 真(L判)をお持ちください) 

◆申込期限 ９月17日(水)まで 

◆主催 いばらきマリッジサポーター県西地域活動 

    協議会、茨城県、(一社)いばらき出会いサ 

    ポートセンター 

◆後援 常総市、八千代町、下妻市 
 
※いばらきマリッジサポーターは、茨城県知事から 

 委嘱を受けて、若者の出会いの相談や仲介などを 

 おこなうボランティアです。 
 

問 申 県西地域第２ブロック 
     マリッジサポーター 

     090-8891-1893(塚越) 
     090-2439-9529(篠崎) 
     090-6956-2178(松永) 

相 談 

mailto:info@bell-support.net
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献血にご協力をお願いします 
 
献血は最も身近なボランティア。あなたのわ

ずかな時間で救える命があります。 
 
◆日時 ９月25日(木)午前10時～午後４時 

◆場所 市役所本庁舎 １階 市民ホール 

    ※献血カード(または手帳)のある方は 

     持参してください。 
 

問 市保健センター 43-1990 

｢蚕飼小学校｣｢宗道小学校｣ 

｢大形小学校｣に関する資料を 

お持ちですか 
 

 ふるさと博物館では、市内小学校の歩みを紹介す

る企画展｢学校のたからもの～学び舎の思い出～｣を

シリーズで開催しています。 

 シリーズ３として平成26年11月15日(土)～30

日(日)の期間で｢蚕飼小学校｣｢宗道小学校｣｢大形小

学校｣を紹介します。博物館や学校の所蔵資料だけ

ではなく、市民の皆さんが所蔵する資料をお借り

し、展示させていただきたいと考えています。 
    
◆募集期間 

 ９月10日(水)～10月10日(金) 

 ※９月16日(火)・22日(月)・29日(月)・10月６ 

  日(月)は休館 

◆募集方法 

 ふるさと博物館までお電話ください。 

 受付時間 午前９時～午後４時30分 

◆募集要件 

 無償で資料をお貸しいただける方(展示終了後、 

 返却します) 

◆募集する資料 

 ｢蚕飼小学校｣｢宗道小学校｣｢大形小学校｣にゆかり 

 のある資料 

 例)古い写真・教科書・卒業証書・成績表・古い 

   通学用かばん・木製児童用机・椅子など学校 

       で使用していたもの 

◆その他 

 借用にあたっては、職員が訪問するか直接ふるさ 

 と博物館までお持ちいただき、展示できるか検討 

 して借用します。 
 

問 申 ふるさと博物館 44-7111 

｢夜間健診｣を実施します 
   
日中、仕事や家事で忙しく時間が取れない方のため

に夜間健診を実施します。予約制となりますので、ご

希望の方は必ずお申し込みください。 
  

◆対象者  

 (平成27年3月31日現在の年齢) 

 ○40歳から75歳未満の下妻市国民健康保険加入者 

 ○39歳以下の方(健康保険の種類にかかわらず受診 

  できます) 

 ※社会保険の被扶養者、後期高齢者医療保険にご加 

  入の方はお問合せください。 

◆健診日・会場 9月25日(木)、26日(金) 

        下妻市保健センター 

◆受付時間 午後5時～8時 

      (番号札は午後4時30分に出します) 

 

◆実施項目・自己負担額    

◆申込期限 9月22日(月)まで  

      ※定員になり次第締切 

◆申込方法 電話または下妻市保健 

      センター窓口にてお申 

      込みください。 
 

問 申 市保健センター  
     43-1990 

生ごみダイエットにご協力ください 
 
生ごみダイエットとは、私たち一人ひとりの気

遣いやちょっとした工夫で、生ごみの減量化を促

進していく取り組みです。生ごみの約80％は水分

であり、きちんと水切りをおこなうことができれ

ば、大幅な減量化につながり、より少ないエネル

ギーでごみを処理することが出来ます。 

※水分が多く絞りにくいものは、日当たりの良 

   い場所に｢天日干し｣や一晩置いておくだけで 

 かなりの水分を取り除くことができす。 

※空き缶やペットボトルなどを押しつけて水切 

 りすることで、直接触れずに生ごみをダイエ 

 ットできます。  
 

問 市生活環境課 内線1425・1426 

『市内の小中学校講師』登録者募集 
 
 市内の小中学校において、教職員に欠員が生じ

た際に採用する講師を募集しています。講師の登

録をしていただき、採用する必要が生じた場合(随

時)、連絡をさせていただきます。 
 
◆職種 

 ・常勤講師(産休育休教職員の代替や欠員の補充 

      等)、勤務時間は教職員に準じます。 

 ・非常勤講師(体育代替、初任者研修補充等)勤務 

  時間は種類により異なります。 

  ※給与は、茨城県の給与規定に準じます。 

◆応募資格 

 ・教育職員免許法に基づく教諭等の免許状を有 

  する方 

 ・地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない 

  方 

 ・市内小中学校に通勤可能な方 

◆講師登録方法 

 下記の書類を市役所学校教育課へご提出くださ 

 い。(郵送可) 

 ・採用志願書(市のホームページからダウンロー 

  ド可能)、教員免許状の写し 
 
 ※採用志願書は随時受け付けしています。年度 

  ごとに登録をお願いします。 

 ※登録いただいても必ず採用されるとは限りま 

  せんので、予めご了承願います。 

◆提出先 

下妻市教育委員会学校教育課(郵送可) 

 [〒304-8555 下妻市鬼怒230番地]  

 43-2111 
 

問 申 市学校教育課 内線2812 

『商店街等のイベント事業』 

募集 
 
 市では、中心市街地の活性化を図るため、市

街地の賑わいにつながる事業等を募集し、審査

の上補助をおこないます。 

 補助対象事業は、市民団体等が中心市街地を

含む一定の区域(砂沼周辺地区都市再生整備計

画事業内)においておこなわれることが要件と

なります。 

 補助金は、100万円を上限とし、補助対象と

なる経費には一定の制限があります。 
 
●申込期限 ９月30日(火)(第1次締切) 
 

問 市産業振興課 内線2633 

「オレンジカフェ～認知症カフェ～」開催 
 
オレンジカフェとは、認知症について知り、

不安や悩みを同じ体験をしている人や認知症に

詳しい人に気軽に相談ができ、楽しく交流でき

る場所です。 

 お茶を飲みながら、今の不安な気持ちや悩み

を解消しませんか。お気軽にお越しください。 
 
◆日時 9月16日(火)午後1時30分～3時30分 

◆場所 千代川公民館レストハウス 

◆対象  どなたでもご参加ください。     

◆参加費 1人100円(お茶・おやつ代) 
 

問 申 市介護保険課地域包括支援センター 
内線1543・1544 

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 

健(検)診項目 健(検)診料金 自己負担額 

特定健診・基本健康診査 

8,240円 1,500円 ＋心電図検査・眼底検査・  

貧血検査 

胸部レントゲン 1,404円 

39歳以下  

700円 

40～64歳  

300円 

65歳以上  

無料 

前立腺がん検診 

(40歳以上男性) 
2,376円 500円 

肝炎ウイルス検査 

(40歳以上の未実施者) 
3,240円 500円 

大腸がん検診 

(30歳以上) 
1,728円 300円 

募 集 

募 集 

案 内 

案 内 



｢法の日｣司法書士法律相談会 
 

茨城司法書士会では、｢法の日｣にちなんで無料

相談会を実施します。 
 

◆日時 10月４日(土)午前10時～午後３時 

◆場所 下妻公民館 

◆相談内容 借金、土地・建物、相続、裁判、会 

      社等に関するご相談。これらに関連 

      する登記についてのご相談 

◎相談料は無料。事前予約不要。 
 

問 茨城司法書士会 029-225-0111 

   ※当日、電話相談も受け付けます。 

屋外広告物の表示には許可が必要です 
～屋外広告物の許可基準を守りましょう～ 
 

屋外広告物を表示するときは、原則として市町村長の許

可を受けることが必要です。また、許可を受けるために

は、屋外広告物が許可基準に適合する必要があります。 
 
○許可が必要な屋外広告物を無許可で表示すると罰則が科 

 されます。許可基準に適合したものを許可を受けて表示 

 しましょう。 

○屋外広告物は種類ごとに許可期間が定められています。 

 許可期間の満了後も引き続き表示するためには更新許可 

 の手続きが必要です。許可期間が切れた屋外広告物は、 

 違反広告物となりますのでご注意ください。 

 ※許可手続・許可基準については、お問い合わせくださ 

  い。 
 

問 市都市整備課 内線1725 

女性専用相談電話 
 
        パートナー 
０２９-３０１-８１０７ 
 

茨城県警察では、女性専用相談電話を設置

し、女性安心パートナー(女性警察官)が24時間

体制で対応しています。 

 DV、ストーカー、夫婦・恋人間の女性に対す

る暴力問題、性犯罪の被害に関する悩みなど、

女性からの相談にお答えします。 
 

問 県警察本部生活安全部 人身安全対策室 
   029-301-0110(女性安心パートナー) 

「警備業務技能講習会」開催 
 
◆対象 下妻市または近隣市町村に在住かつ満55 

    歳以上で公共職業安定所に求職登録をし 

    ｢ハローワークカード｣をお持ちの方 

◆日時 11月17日(月)～28日(金) 

    ※土、日、祝を除く全７日間 

    午前９時30分～午後４時30分 

◆内容 警備業務全般(施設警備・交通誘導等)およ 

    び救急法基礎講習 

    ※講習会終了後(11月28日)、合同面接会 

     を開催 

◆場所 筑西市シルバー人材センター 

◆費用 無料 

    (会場までの交通費・昼食代は自己負担) 

◆定員 20人  

    ※後日個人面談をおこない決定。申込者 

     が定員の半数以下の場合、中止する可 

     能性あり 

◆申込期限・方法  

 10月17日(金)までに、ハローワークカードおよ

び運転免許証など本人が確認できるものをお持

ちのうえ、下妻地方広域シルバー人材センター

へお申し込みください。 

※延長の場合あり。午前９時～午後4時(土日祝 

 日を除く)。申込書は同センターにあり 
 

問 申 下妻地方広域シルバー人材センター    
     44-3198 

｢難病フェスタ2014｣を開催します 
 
◆日時 10月19日(日) 

    午後1時～4時 

◆場所 茨城県総合福祉会館 

◆内容 講演｢新たな難病対策について｣ 

   患者体験発表(筋無力症・膠原病) 

    落語｢三遊亭鳳志｣ 

    医療等相談コーナー 

◆参加費 無料 
 

問 茨城県難病団体連絡協議会 

   ・Fax029-244-4535 

法務局休日相談所について 
 
登記、供託、戸籍・国籍、人権擁護など法務局

の取り扱う業務全般について、法務局職員、司法

書士、土地家屋調査士、公証人および人権擁護委

員が相談に応じます。秘密は厳守します。 
 

◆日時 10月5日(日)午前10時～午後4時 

            ※受付は午後３時まで 

◆場所 下妻会場 

    水戸地方法務局下妻支局 

◆相談内容 土地の境界争い、相続・贈与・売買 

      などの登記手続き、抵当権の抹消手 

      続、地代家賃の供託手続、戸籍の届 

      出方法、成年後見制度、夫婦・親子 

      など家庭内の問題、近隣とのトラブ 

      ル、セクハラ、子どものいじめ、 

      DV問題など 

◆相談料 無料 

◆その他 要事前予約 
 

問 申 水戸地方法務局下妻支局(岡部)  
     43-3935 

特別児童扶養手当をご存知ですか 
 
特別児童扶養手当とは、精神、知的または身体に障害のある20歳未満のお子さん(児童)を監護している父もし

くは母、または父母にかわって養育している養育者に対して支給される手当です。この手当と児童扶養手当、児

童手当、障害児福祉手当との併給は可能です。ただし、この手当は申請をしなければ支給されませんのでご注意

ください。 
 
手当の対象となる児童の障害の程度 

《特別児童扶養手当1級》 

 ・身体障害者手帳の判定が1・２級(内部疾患含む)程度に該当するもの 

 ・療育手帳の判定がA・Ａ程度の知的障害である場合。または、同程度の精神障害がある場合 

《特別児童扶養手当2級》 

 ・身体障害者手帳の判定がおおむね3級(内部疾患を含む)程度に該当するもの 

 ・療育手帳の判定がB程度の知的障害である場合。または同程度の精神障害がある場合 

(注)次の場合は受給する資格がありません。 

 １児童および父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき 

 ２児童が障害による公的年金を受けることができるとき 

 ３児童が児童福祉施設(保育所・通園施設・肢体不自由児施設への短期母子入所を除く)に入所しているとき 
 

《手当の額について》 

 手当の額は認定請求をした日の属する翌月分より支給されます。また、請求者

(本人)や配偶者および扶養義務者の方の前年の所得(課税台帳による)が所得制限限

度額以上の方はその年度(８月～翌年７月まで)手当の支給が停止されます。 
 

《所得制限限度額表》 

 

この他に所得制限限度額に加算されるもの、所得額から控除さ

れるもの等があります。 
 
特別児童扶養手当を受給されている皆さんへ 

所得状況届の手続きはお済みですか。特別児童扶養手当を引き

続き受給するためには所得状況届の提出が必要です。受給資格

者の皆さんに所得状況届についてのご案内を送付しています。

忘れずに届出をしてください。 
 

 

○詳しくは、福祉課までお問い合わせください。 
 

問 市福祉課 内線1573 

等級月額 (児童１人につき) 
1級 49,900円 
2級 33,230円 

扶養親族

の数 
請求者(本人) 

配偶者および 

扶養義務者 
０人 4,596,000円 6,287,000円 
１人 4,976,000円 6,536,000円 
２人 5,356,000円 6,749,000円 
３人 5,736,000円 6,962,000円 
４人 6,116,000円 7,175,000円 

５人 
以下380,000円

ずつ加算 
以下213,000円

ずつ加算 

警察の相談ダイヤル ＃９１１０ 
 
 ９月11日は警察相談の日です。県警察県民安心

センターでは、犯罪の未然防止に関する相談や、皆

さんの安全と平穏についての相談を受け付けるため

に、相談専用ダイヤルを常時設置しています。 

 110番は緊急通報ダイヤルであり、緊急では無

い相談で利用されると、事件事故などの緊急通報が

警察へ届くまでに遅れが生じることとなり、被害の

拡大等重大な結果につながりかねません。 

 相談には、警察相談ダイヤルをご利用ください。 
 
◆警察相談ダイヤル利用方法 

 ・｢＃9110｣ 

  (市外局番無し。携帯電話、PHSからも利用可) 

 ・029-301-9110(ダイヤル回線、IP電話) 
 ・土日、祭日、夜間は警察本部代表電話 

  029-301-0110へ 
  ※利用には通話料金が掛かります。 
 
 このほかにも、各警察署内に｢総合相談係｣を設置 

 して相談に対応しているほか、交番・駐在所でも 

 対応しています。 
 

問 下妻警察署警務課総合相談係 43-0110 

相 談 

案 内 

案 内 


