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しもつま 広
報 

パパの育児休業を応援します 
 
◆パパの育児休業のポイント 

 ・妻の出産予定日から取得可能 

 ・１日からでも取得可能 

 ・妻の産後期間に１回、また子が１歳になるまで 

  の間も、理由を問わず再度取得可能 

◆休業中の収入について 

今年の４月より雇用保険被保険者で一定の要件を 

満たせば育児休業給付が休業開始前賃金の67％ 

支給(社会保険料が免除されるため、手取り賃金 

で比べると休業前の約８割支給)されます。 
 

問 茨城労働局雇用均等室 029-224-6288 

愛犬を捜しましょう 

「忠犬だから戻ってくるはず」は勘違いです 
 
飼い犬がいなくなると、その多くは自ら戻りませ

ん。利口だからひとりで帰ってくると期待しても、

事故にあったり、親切な人に保護されたりする理由

で、人に慣れた飼い犬ほど自分で帰還することは困

難です。愛犬が行方不明になったらすぐに捜し、見

つからない際は、茨城県動物指導センターと近隣の

犬登録担当課に問い合わせましょう。 

迷い犬にならないために 

○室内犬でも名札(鑑札)と飼い主の連絡票を付ける 

○マイクロチップを登録し、埋め込む 

※茨城県動物の愛及び管理に関する条例第４条(抄) 

 ｢所有者は、動物が逸走した場合は、自らの責任 

 で捜索し、収容すること。｣ 

※茨城県動物指導センターでの収容期限を過ぎた犬 

 は致死処分になります。 

※マイクロチップは、動物病院で獣医師に埋め込ん 

 でもらいます。 
 

問 市生活環境課 内線1424 

茨城県動物指導センター(笠間市) 0296-72-1200 
常総市役所 生活環境課 0297-23-2111(代) 
八千代町役場 生活環境課 48-1111(代) 
筑西市役所 生活環境課 24-2111(代) 
つくば市役所 環境保全課 029-883-1111(代) 

①資源ごみ(古紙・古布)の回収 
 
 古紙や古布は少しでも濡れるとリサイクルでき

なくなってしまうため、雨天時には出さないでく

ださい。 

 また、朝の時点で雨が降っていなくても後に降

りそうなときは、回収をおこなわない場合があり

ますので、ごみを出す予定のある方は市生活環境

課へお問い合わせください。 

②ごみ集積所からの回収について 
 
 収集車が回収に来る時間はいつも同じとは限り

ません。 

 ごみは午前8時から回収を開始し、当日中に収集

することになりますが、ごみの量、天候や交通事

情等で収集時間は変わります。 

 また、ごみは収集日の当日朝8時までに出すルー

ルとなっていますので、環境衛生上や集積所の良

好な管理および確実な収集には当日の朝に出して

ください。 

③資源ごみ(かん・びん・ペットボトル)の 

出し方について 
 
・｢かん・びん｣は中を洗い、指定のコンテナへ、 

 分別をして入れてください。 

・｢ペットボトル｣は中を洗い、キャップとラベル 

 を必ず外して、回収ネットへ入れてください。 

※レジ袋にいれたままの状態で出したり、他のご 

 みが混ざっていたりしませんか。ルールが守ら 

 れていないものについては回収をおこないませ 

 ん。ごみ収集カレンダーや市ホームページの分 

 別方法等を参考に、きちんとルールを守ってご  

 みを出すようにしましょう。 
 

問 市生活環境課 内線1425・1426  

坂井・比毛地区の民生委員 

連絡先の訂正について 
 
 9月25日号でお知らせしました、坂井・比毛地区

の民生委員の電話番号について、お詫びして訂正し

ます。 
 

 
 
 

問 市福祉課 内線1585 

氏名 住所 電話番号 地区担当 
野村 守 比毛55-1 44-5743 坂 井 ・ 比 毛 

住宅用太陽光発電システム補助金は 

終了しました 
 
平成26年度住宅用太陽光発電システム設置にかか

る市補助金の申請受付は、予算額に達したため終了

しました。 
  

問 市生活環境課 内線1423  

個人住民税特別徴収(給与天引き)の 

徹底について 
 

 特別徴収とは、事業主が毎月の給与を従業員に支

払う際に税金を天引きし、市町村に納める制度で

す。地方税法上、所得税を源泉徴収している事業主

は、アルバイト等を含むすべての従業員から個人住

民税を特別徴収する必要があります。 

 茨城県および県内全市町村では、納税者間の公平

性、納税者の利便性等の確保を図るため、平成27年

度から、特別徴収実施を徹底する取組をおこないま

すので、ご理解・ご協力をお願いします。 
 

問 市税務課 内線1342～1346 

ふるさと博物館開館カレンダー/11月 
 

 
 

問 下妻市ふるさと博物館 44-7111 

日 月 火 水 木 金 土 

            １ 

２ ３ 
４ 

休館 
５ ６ ７ ８ 

９ 
10 
休館 

11 12 13 14 15 

16 17 
休館 

18 19 20 21 22 

23 24 25 
休館 

26 27 28 29 

30             

市役所電話設備改修にともなう 

電話の不通について 
 
市役所の電話設備改修にともない、下記の時間に

おいて市役所の電話(43-2111)が不通となりま
す。なお、期間中にお急ぎのご用の方は、下記緊急

連絡先までご連絡ください。 
 
◆日時 11月８日(土)午前10時～11時 

◆緊急連絡先 090-2636-3954 
 

問 市財政課 内線1332・1333 

市立図書館開館カレンダー/11月 
 

 
 ※３日(祝)・24日(祝)：午前９時～午後５時 

 ※11日(火)：臨時休館日 

 ※26日(水)：館内整理日のため休館 
 

問 市立図書館 43-8811 

日 月 火 水 木 金 土 

            １ 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

９ 
10 
休館 

11 
休館 

12 13 14 15 

16 17 
休館 

18 19 20 21 22 

23 24 25 26 
休館 

27 28 29 

30             

防災行政無線の保守点検について 
 
11月４日(火)～13日(木)まで下妻地区において

防災行政無線の点検を実施します。点検は音声を出

さずにおこないますので、点検期間中は日中、防災

ラジオの電源が入り切りを繰り返しますが、故障で

はありませんのでご注意ください。 

また、電源の入り切り時に頻繁に雑音が発生し、

ご迷惑をお掛けしますがご理解をお願いします。 
 

問 市消防交通課 内線1435 

市立図書館 おはなし会/11月 
 
参加は自由ですので、気軽にお越しください。 

 
｢おはなしの花たば｣ 

◇日時 11月８日(土)午前10時30分～11時30分 

午後２時～３時 

｢にちようびのおはなし会｣ 

◇日時 11月23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) 

 

問 市立図書館 43-8811 

案 内 

案 内 



茨城県民の日 

｢パークゴルフ場無料開放デー｣開催 
 

◆開放実施日 11月13日(木)茨城県民の日 

◆利用可能時間 午前9時～午後４時30分 

        (受付は15時30分まで) 

◆対象者 県内在住者 

※無料となるのは、パークゴルフ場使用料・クラブ 

 使用料・ボール使用料。 

※当日は住所が確認できるものを持参 
 

問 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 
 45-0200 

『楽しさ丸ごと冬体験＆雪遊びin北海道』 

参加者募集 
 

●期間 12月25日(木)～31日(水) 

●場所 北海道(旭川、名寄、札幌) 

●対象 小学2年生～中学3年生 

●定員 20名(先着順) 

●内容 野外活動体験、冬のスポーツ体験、冬の動物 

            観察 ほか 

●申込締切 12月5日(金) 

●参加費 羽田空港出発帰着  

      小学生129,000円・中学生133,000円 

     新千歳空港集合解散 

      小学生104,000円・中学生107,000円 
 

問 公益財団法人 国際青少年研修協会 
03-6417-9721 
http://www.kskk.or.jp 

『下妻市長杯市民パークゴルフ大会』 

参加者募集 
 
●日時 11月９日(日)午前８時15分受付  ※小雨決行 

●場所 小貝川ふれあい公園パークゴルフ場 

●参加資格 市内在住・在勤の方および協会会員の方 

●試合方法 36ホール ストロークプレー 

●参加費 500円  

   ※参加費を添えて申し込んでください。 

●申込期限 11月５日(水)定員80名 

      (先着順。定員になり次第締切) 

※当日の参加申込はできませんのでご注意ください。 
 

申 小貝川ふれあい公園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 

健康麻雀始めませんか 
 
“たまり場ゆい”は、誰でも気軽に参加できるみ

んなの集いの場です。 

 毎週火曜日、木曜日がつどいの日で、毎週火曜

日は、飲まない・賭けない・呆けない健康麻雀を

おこなっています。初心者大歓迎です! 

他に、キーボードにあわせて懐かしい歌を口ず

さんだり、ためになるお話会として、お坊さんの

話や体験談を聞いたりと、お茶を飲みながら楽し

いひと時を過ごせる場所です。 
 
◆日時 毎週火曜日・木曜日 

    午後1時30分～3時30分 

◆場所 たまり場ゆい[見田1153番地] 

◆参加者 どなたでも参加いただけます 

◆参加費 100円(お茶代ほか) 
 

問 ゆいの会代表(小貫) 090-4959-5489 

下妻市制施行６０周年記念事業 

｢新沼謙治＆神野美伽ジョイント 

コンサート｣好評発売中!! 
 
◆日時 11月15日(土) 

    昼の部 開場 午後２時  

    開演 午後２時30分 

夜の部 開場 午後６時 

    開演 午後６時30分 

◆場所 下妻市民文化会館 大ホール 

◆入場料 (全席指定) 

★シングル券 5,500円(5,000円) 

★ペアー券  10,000円(9,000円) 

※( )内は友の会会員料金 

※未就学児の入場はお断りします。 

◆主催 下妻市・下妻市教育委員会・下妻市民 

    文化会館(下妻市自治振興公社) 
 

問 下妻市民文化会館  43-2118 

｢横瀬夜雨記念会講演会｣開催 
 
横瀬夜雨記念会では、｢評釈横瀬夜雨｣の発刊を

記念して、文学講演会を開催します。 
 
◆期日 11月13日(木) 

◆場所 ふるさと博物館 講座室 

◆時間 午前10時～ 

◆演題 ｢評釈横瀬夜雨｣をめぐって 

◆講師 横瀬 隆雄 先生(茨城高専名誉教授) 

◆参加費 無料 
 

問 横瀬夜雨記念会事務局(横瀬) 44-1325 

｢ふれあいウォークフェスティバル 

(歩く会)｣を開催します 
 

 歩くことを通して、市民の皆さんが体力増進や健

康維持への関心を高め、地域間・世代間の交流を深

めることを目的に開催します。ご家族・お友達を

誘って参加してください。 
 
◆日時 11月３日(祝)午前７時45分(開会式) 

    ※小雨決行   受付：午前７時15分～ 

◆場所 千代川公民館前広場(千代川庁舎となり) 

◆コース 晩秋の野道ふれあい 

 【８㎞コース】 

  千代川公民館⇒大形橋⇒鬼怒川堤防⇒無量院⇒ 

  鬼怒川堤防⇒大形橋⇒千代川公民館 

 【４㎞コース】 

  千代川公民館⇒割烹築地⇒千代川公民館 

◆参加料 無料 

◆参加賞 あり 

◆申込方法 当日会場受付 
 

問 市生涯学習課 内線2833 

『連盟杯ソフトテニス大会』参加者募集 
 
●日時 12月14日(日)8時30分集合 

    ※雨天の場合 12月21日(日) 

●場所 市営柳原球場テニスコート 

●試合種目 一般男子の部、一般女子の部、初級者 

      の部 

●参加資格 市内在住、在学、在勤者、または下妻 

      市ソフトテニス連盟に加入している者 

●試合方法 ダブルスによるリーグ戦およびトーナ 

      メント戦 

●参加費 １チーム2,000円 

●申込期限 11月23日(日)正午まで ※期日厳守 

●申込方法 下記までお電話にてお申込ください。 
 

問 申 市ソフトテニス連盟(市川) 
     090-4835-5226 

｢刃物研ぎボランティア｣開催 
 

家庭でお使いの包丁は切れますか。ご近所の方の

包丁も一緒にお持ちください。切れる包丁で楽しい

料理をしましょう。 
 
◆日時 11月28日(金)午後１時～２時30分 

◆場所 JA常総ひかり下妻支店 
 

問 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

『ショートテニス教室』参加者募集 
 
●場所 11月19日(水)・12月10日(水) 

 午前９時30分～正午 

●場所 市総合体育館 

●内容 短いラケットとスポンジボールを使い、誰

でも手軽にできるショートテニスの基礎を

学びましょう。 

●講師 猪瀬芳美およびアシスタントコーチ数名 

●参加費 600円(会場使用料等) 

●定員 20名程度 

●持物 体育館用シューズ 

●その他 ラケットは貸出します。運動のできる服 

     装で参加してください。 

年齢性別は問いません。当日参加も可。 
 

問 申 常総スポーツクラブ 
     (総合型地域スポーツクラブ)(猪瀬) 

090-9859-0791 

『下妻市長杯テニス大会』参加者募集 
 
●日時 11月24日(祝) ※予備日12月7日(日) 

●受付時間 8時30分までに全員受付を済ませてく 

      ださい。 

●種目 男子ダブルス・女子ダブルス 

●参加資格 市内在勤・在住・在学の方 

      (ペアの片方でも可) 

●会場 砂沼サンビーチテニスコート 

    (ハードコート4面使用) 

●試合方法 リーグ戦後順位別トーナメント 

      ※エントリー数により試合形式の変更 

       あり 

●参加費 一般     3,000円(1ペア) 

     高校生以下 １,000円(1ペア) 

●表彰 上位入賞者を表彰、賞品あり。その他参加 

    者全員に参加賞あり。 

●申込期限 11月17日(月)午後５時まで 
 

問 申 下妻市テニス連盟(宮本)   
     44-2805 Fax44-2848 

｢表書き・宛名書き筆ペン上達講座｣開催 
 

◆日時 11月18日(火) 

    午後1時30分～3時30分 

◆場所 下妻市商工会 会議室 

◆受講料 1,200円(教材費として) 
 

問 申 下妻市商工会 43-3412 

案 内 案 内 募 集 
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子宮がん･骨粗しょう症集団検診 
 
どちらの検診も、対象年齢の女性であれば健康保険の種

類に関係なく受診できます。ぜひ受診しましょう。 
 
【子宮がん検診】頸部検査 

・対象者…20歳以上の女性(H27.3.31日現在の年齢) 

 ・自己負担額…500円   

※当日はスカートを着用するか、ご持参願います。 

※月経中は検診ができない可能性がありますので、日

程変更をお勧めします。 

※今年度、市の医療機関検診受診券や、子宮頸がん無

料クーポン券を使って、子宮がん検診を受診済みの

方は受けられません。 

※妊娠・出産等の経験がなく、子宮がん検診が初めて

の方は、医療機関検診を受診してください。 

    (詳細はお問合せください) 

【骨粗しょう症検診】かかとでの超音波検査 

・対象者…25・30・35・40・45・50・55・60・ 

     65・70歳の女性(H27.3.31日現在の年齢) 

・自己負担額…500円 ※対象年齢であれば骨粗しょう 

            症検診のみの受診も可能 

◎骨粗しょう症検診のみの方および子宮がん検診とあわせ 

 て受診する方は、地区割に関わらず※印がついている日 

 程で受診してください。 

※骨粗しょう症検診日 
 
◆該当地区の日程で都合のつかない方は、該当地区以外の 

 日でも受診可 

◆受付時間 午後0時50分～１時20分(番号札は午後０時 

      30分に出します) 

◆受診券について 

受診券は、昨年度の子宮がん集団検診受診者および、今

年度39・41・43・45歳の方(H27.3.31現在の年齢)

に送付します。新たに希望する方は保健センターにお申

込みください。 
 

問 申 市保健センター  43-1990 

   日程 会場 対象地区  

11月14日(金)  
 
 
 
 

下
妻
市
保
健
セ
ン
タ
ー 

大園木・鯨・本宗道・鎌庭・長萱・

伊古立・村岡・別府・五箇・皆葉           

※ 17日(月) 羽子・原・宗道・渋田 <骨粗> 
     18日(火) 鬼怒・見田・唐崎・田下・下栗     
       19日(水) 大木・尻手・渋井 

     20日(木) 黒駒・柴・江・平方・桐ヶ瀬・前河

原・半谷・南原・赤須 
※12月１日(月) 大宝地区・長塚 <骨粗> 
    ※   ２日(火) 下妻乙・下妻戊・下妻丙 <骨粗> 

※ ３日(水) 下妻甲・本城町・本宿町・砂沼新

田・石の宮 <骨粗> 

 ９日(火) 下妻丁・小野子・坂本新田・大木新

田   
 10日(水) 高道祖地区・騰波ノ江地区 

  11日(木) 豊加美地区・総上地区 

『芋煮会』参加者募集 
 
わらべうた・あそびランドでは、自然の中で

フィールド遊びをした後に、大きく丸々と育った里

芋を使った芋煮会を開催します。皆さんお誘いあわ

せのうえ参加してください。 
 
●日時 11月30日(日)午前９時30分集合 

●場所 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター前 

    ※雨天の場合は中止 

●参加資格 ３歳～小学６年生までの親子 

●定員 100名程度 

●参加費 無料 

●持参品 おにぎり・お椀・お箸・レジャーシート 

●申込期限 11月25日(火)まで 
 

問 申 市生涯学習課 内線2837 

｢くさぶえ｣４５集発刊 
 
ページをめくると、そこには子どもの世界があり

ます。子どもの純粋な心と感性をあなたも感じてみ

ませんか。 
 
◆詩集 ｢くさぶえ｣45集 

◆内容 幼稚園・保育園児：口頭詩(つぶやき) 

    小学生・中学生：児童・生徒詩 

◆発行 わらべうた・あそびランド 

◆頒布価格 1冊1,000円 
 

問 市生涯学習課 内線2837 

｢母親大会｣開催 
 
◆日時 11月16日(日)午後２時～４時 

◆場所 下妻市民文化会館 2階 

◆講演 金田 昭一 氏 

    ｢子どもと向き合い未来と向き合う｣ 

    ～自分で考え 行動する力を身につけ 

    るために～ 

◆参加費 無料 ※どなたでも参加できます 

◆後援 下妻市・常総市・八千代町/下妻市教育 

    委員会・常総市教育委員会・八千代町 

    教育委員会 
 
問 下妻地域母親連絡会(大久保) 
   48-0394 

11月は茨城県男女共同参画月間です 
～認めよう 男女の違いと すばらしさ～ 
(H25年度川柳・標語入賞作品) 

●男女が互いの人権を尊重しよう 

●男女があらゆる分野に参画できる体制をつくろう 

●男女の多様なライフスタイルを可能にする環境を 

 つくろう 

●誰もが健やかに安心して暮らせる健康づくりと福 

 祉の充実を図ろう 
 

問 市民協働課 内線1314 

下妻市男女共同参画推進事業 

 「～広げよう心と心がつながる社会～ 

男女共同参画に関する川柳・標語」 

作品展開催 
 
夏休み期間中に市内小学校５年生～中学校３年生

親子を対象に募集し、応募のあった作品を展示しま

す。 
 

◆期間 11月1日(土)～30日(日) ※図書館開館日 

◆場所 下妻市立図書館 ２階ギャラリー 
 

問 市民協働課 内線1314 

｢下妻市新型インフルエンザ等対策 

 行動計画(案)｣に対するパブリック・コ

メント(意見公募)実施について 
 
下妻市では、政府行動計画、茨城県行動計画

で定められた事項を踏まえ、『下妻市新型イン

フルエンザ等対策行動計画』を策定中です。 

この計画を策定するにあたり、市内の学識経

験者、医療関係者や関係団体の代表者等で構成

される下妻市保健センター運営協議会で議論を

おこない、このたび計画(案)がまとまりました

ので、パブリック・コメント(意見公募)を実施

します。 

つきましては、検討中の計画(案)を公表しま

すので、ご意見をお寄せください。 
 
◆計画の名称  ｢下妻市新型インフルエンザ等対  

       策行動計画(案)｣ 

◆募集期間   11月４日(火)～21日(金) 

◆意見提出および公表場所 

 市ホームページで公表のほか、下妻市保健セ

ンター、下妻市役所企画課(本庁舎２階)、く

らしの窓口課(千代川庁舎)にて意見提出およ

び閲覧ができます。 

◆募集対象 

 ・市内在住、在勤、在学している方 

 ・市内に事務所、事業所を有する個人および 

  法人その他団体 

◆提出された意見の取り扱い 

意見の概要およびこれに対する市の考え方を 

ホームページ等で公表する予定です。(住所、 

氏名等特定する情報は公開しません) 

※電話や口頭での意見や住所、氏名などが明記 

 されていないものは受付ができませんので、 

 ご了承ください。 
 

問 市保健センター 43-1990 

働く婦人の家・勤労青少年ホーム 

｢合同文化祭｣開催 
 
◆日時 11月15日(土)午前９時～午後５時 

       16日(日)午前９時～午後３時 

◆場所 働く婦人の家  

◆作品展示  

クレイフラワー フラワーボトル 筆ぺン習字 

 わかば手編み 華道 アミアミパーク 絵手紙 

 千代紙人形 パッチワーク 砂山教室 

◆実技公開 

 15日 スイーツクラブ 午後1時～午後5時 

 16日 スイーツクラブ 午後1時～午後３時 

 16日 着付け     午前10時～正午 

 16日 茶  道      午前10時～午後２時 

◆体験コーナー 

 15日・16日  千代紙人形 午前10時～３時 

 15日・16日  クレイフラワー  午前10時～３時 

◆発表(演奏) 

 16日  大正琴講座 午前10時30分～10時45分 

     たんぽぽ会  午前10時50分～11時５分 

     秋桜会    午前11時10分～11時40分 

 16日 ソレイユ     午後２時～２時30分 

 

問 働く婦人の家 43-7929 
勤労青少年ホーム 43-7423 

案 内 

案 内 

案 内 

募 集 



｢介護保険制度改正に向けての取り組み｣ 

講演会開催 
 
平成27年度より介護保険制度が改正され、同じ地

域に住む者同士がお互いに助け合うことがより必要

になってきます。地域やボランティアができること

は何かを皆さんで一緒に考えてみませんか。 
 

◆日時 11月18日(火) 

受付午後０時30分 講演午後１時～３時 

◆場所 千代川公民館 ホール 

◆講演 1部｢介護保険制度改正後のインフォーマル 

      サービスのあり方｣ 

    茨城県社会福祉協議会  

    福祉のまちづくり推進部長 篠原 義典 氏 

    2部｢介護保険制度改正に向けての取り組み｣ 

    講師：住民参加型在宅福祉サービス団体全 

       国連絡会 代表幹事  

       山王丸由紀子氏(大阪市NPO法人フェ 

       リスモンテ理事長) 

       隅田 耕史氏(大阪市NPO法人フェリ 

       スモンテ事務局長) 

◆参加費 無料 
 

問 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

個人事業税第二期分の納付について 
 

個人で事業をおこなっている方は、一定の所得を

超えた場合に、個人事業税が課税されます。 

第二期分の納付書を11月中旬に送付しますので、

12月１日(月)の納期限までに必ず納付してくださ

い。 
 

問 茨城県筑西県税事務所 課税第一課 

 24-9192 

電気料金支払い窓口廃止について 
 
東京電力下館支社では、10月31日(金)午後4時を

もちまして電気料金支払い窓口を廃止します。11月

4日(火)以降、県内の当社電気料金支払い窓口は水戸

支社のみになります。 

詳細は、茨城カスタマーセンターまでお問い合わ

せください。 
 

問 茨城カスタマーセンター  

 引越、契約内容の変更 0120-995-331 
 停電、その他問合せ  0120-995-332 

茨城県立下妻特別支援学校 

Part.1 ｢ふれあい教室｣開催 
 
就学前のお子さまと保護者の方を対象に｢ふれ

あい教室を｣開催します。関係職員の皆さんも、気

軽に参加してください。 
 
◆日時 11月12日(水) ※悪天候の場合中止 

    午前9時45分～11時40分 

◆会場 茨城県立下妻特別支援学校 

◆対象 運動機能に障害のあるお子さんと保護 

    者、療育関係者 

◆内容 遊び体験・学校紹介・情報交換など 

◆申込方法 11月5日(水)までに電話またはFax 

      にて申し込み 

 

 

問 下妻特別支援学校 44-1800 
            Fax43-9174 

Part.2｢学校公開｣開催 
 

本校では、地域の特別支援教育におけるセン

ター的機能の一環として、今年度も下記のとお

り学校公開を開催します。 
 
◆日時 11月17日(月)～21日(金) 

            午前9時30分～午後２時30分 

◆場所 茨城県立下妻特別支援学校 

◆対象 地域の方々、教育・関係機関担当者等 

◆内容 小・中学部、高等部の授業公開 

◆申込方法 11月7日(金)までに電話または 

      Faxで申し込み 

※詳細については 

 http://www.shimotsuma-sh.ed.jp/ 

茨城県立結城特別支援学校 

｢学校公開｣開催 
 
◆日時 11月５日(水)、７日(金)、10日(月) 

    午前9時30分～正午 

    (受付午前9時10分～) 

◆内容 授業公開｢ビジネス・ライフ科｣説明会、 

    個別相談会 

◆申込方法 直接お電話いただくか、ホームペー 

      ジをご覧ください。 
 

問 茨城県立結城特別支援学校  

32-7991 Fax33-6707 
ホームページ：http//www.yuki-sh.ed.jp 

『陸上自衛隊 高等工科学校 

(推薦・一般)』生徒募集 
 
一般の高等学校と同じ学科を学びますので、３年

間の教育が終了した際は卒業資格を取得できます。 
 
●受付 11月１日(土)～平成27年１月９日(金) 

※推薦は12月５日(金)必着 

●応募資格 中卒(見込み含む)で17歳未満の男子 

      (平成10年４月２日～平成12年４月 

      １日までに生まれた者) 

●試験日 １次試験日 １月24日(土)[下妻市] 

     ２次試験日 ２月５日(木)～８日(日)の 

           のうち指定する１日 

     推薦試験日 １月10日(土)～12日(月) 

                                のうち指定する１日 

●生徒手当 94,900円(月額) ※期末手当・年２回 
 
◎応募方法等詳しくはホームページ参照 
 

問 自衛隊茨城地方協力本部 筑西地域事務所  

   22-7239 
 自衛隊茨城地方協力本部ホームページ  

 http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/ 

水道メーターの交換について 
 
 水道メーターは、計量法により８年ごとの交換が

義務付けられています。有効期限が満了する前に、

新しい水道メーターに交換する作業を実施しますの

で、ご協力をお願いします。 
 
◆作業場所 市内全域 

◆交換対象 平成18年4月～平成19年3月までに取 

      付けしたもの(対象の方には、交換前に 

      個別通知します) 

◆作業期間 平成27年２月まで 

◆委託業者 第一環境株式会社 

      (指定給水装置工事事業者) 

       ※作業員は身分証明書を携帯 

◆注意事項 

・メーター交換作業は30分程度で終了しますが、 

 作業中は一時的に水道が使用不可になります。 

・交換のために敷地内に入らせていただきます。 

 ・ご不在でも交換させていただきます。 

・交換後は一時的に濁り水や空気による白い水が 

 出ることがあります。少し水を流してからお使  

 いください。 

・交換工事代金の負担はありません。 
  

問 市上下水道課 44-5311 

水道管布設工事にご協力をお願いします 
 
工事期間中は、歩道通行止めおよび車道1車線規

制の交通規制をおこないますので、皆さんのご協

力をお願いします。 
 
◆工事期間 1月下旬まで 

◆工事箇所 図のとおり[下妻乙地内] 

問 市上下水道課 44-5311 

公共下水道工事にご協力をお願いします 
 
不動宿・下子町 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、立坑箇所において全面

通行止(夜間開放)、車線規制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 平成27年３月中旬まで 

◆工事内容 汚水幹線工事(推進工法) 

◆工事場所 不動宿・下子町 地内 

問 市上下水道課 44-5311 

案 内 案 内 募 集 

http://www.shimotsuma-sh.ed.jp/
http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/


外国人のための一日無料弁護士相談 
 
 外国人の抱える問題解決のため、弁護士による相談

会をおこないます。 
 
◆日時 11月16日(日)午前10時～午後３時 

    (受付は午後２時30分まで) 

◆場所 しもだて地域交流センター アルテリオ２Ｆ 

◆電話番号 090-2645-6448 
      (11月16日だけ話せます) 

◆相談内容 在留資格・労働関係・国際結婚・税金・ 

      保険・その他生活全般について 

◆相談可能な言語 日本語、英語、中国語、タイ語、 

         タガログ語、ポルトガル語、韓国 

         語、スペイン語、インドネシア語 

◆その他 お金はかかりません。秘密は守ります。 
 

問 (公財)茨城県国際交流協会  
    外国人相談センタ－ 029-244-3811 

｢石岡市・小美玉市就職説明会｣開催 
 
◆対象 

①大学・短大・専門学校などを平成27年３月に卒業 

   見込みの方と既卒で未就職の方おおむね３年以内) 

※履歴書・事前申込は不要。既卒者はハローワー 

 クの登録が必要です。 

②高校(ハローワーク石岡・土浦・笠間・水戸管内)を  

 平成27年3月に卒業見込みの方 

 ※事前に学校の進路指導担当の先生に参加希望を 

  伝えてください。 

・参加企業は、県内に事業所のある企業です。な

お、高校生への面接は、石岡・小美玉市に事業所の

ある企業のみになります。 
 
◆期日 11月６日(木) 受付 午後12時30分～ 

◆場所 石岡市石岡運動公園体育館 

◆説明会 午後1時～4時 

◆その他 参加費は無料です。 

     ※上履き等を持参してください。 

◆詳細はホームページをご覧ください。 

石岡市  http://www.city.ishioka.lg.jp 

小美玉市 http://www.city.omitama.lg.jp 
 

問 石岡市経済部商工観光課(石岡事務所) 
   0299-23-1111 
   小美玉市産業経済部商工観光課 

       0299-48-1111 

多重債務者のための無料法律相談会 
 
借金の返済でお困りの方を対象に無料法律相

談会を開催します。 

相談は無料ですので是非ご相談ください。弁

護士、司法書士、消費生活相談員が相談に応じ

ます。(秘密厳守) 

また、各会場で｢心の健康相談｣もあわせて実

施しますので、希望される方は気軽に申し付け

ください。 
 
◆日時 11月14日(金)～16日(日) 

    午後1時～４時30分 

◆場所 11月14日(金)筑西合同庁舎 

    11月16日(日)土浦合同庁舎 

◆対象 多重債務者(借金の返済にお困りの方) 

◆相談料 無 料 

◆定員 各会場 定員10名  

    ※事前予約制。定員になり次第締切 

◆申込方法 各会場開催日の前日までに県生活

文化課へ電話にて申し込んでくだ

さい。 

◎ホームページ  

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

 seikan/syose/ 
 

問 申   県生活文化課   
     029-301-2829  
     Fax029-301-2848  

｢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 11月16日(日)午前10時～午後１時 

◆場所 八千代町中央公民館 １階 大ホール 

◆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)を持参 

◆申込期間 11月10日(月)まで 
 
※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) 

Part.2 

働きざかりのワーク・ライフ・バランス講座 

公開講演会｢食のとっても大切なお話 

～家族の力と心を育むおいしい食生活～｣開催 
 
◇日時 11月21日(金)午前10時30分～正午 

◇講師 根本 悦子 氏 

    (クッキングスクールネモト主宰) 

◇定員 308名 ※先着順受付 

◇参加費 無料 
 
◆場所 共に｢レイクエコー｣茨城県鹿行生涯学習 

    センター茨城県女性プラザ 多目的ホール 
 

問 申 レイクエコー 0299-73-2300 
     (月曜日を除く午前9時30分～午後９時) 

荒廃した農地を再生してみませんか 
 
農地を耕作放棄にすると、雑草の繁茂、病害虫の発

生等の原因となる恐れがありますので、適正な管理を

お願いします。耕作放棄地の除草等をおこない農地と

して再生・利用する取組に対しての支援があります。

これから再生作業をお考えの方は、農政課へ相談して

ください。 
 
<主な支援内容> 

・荒れた農地の再生作業+土壌改良(土づくり)  

 50,000円/10a 

・営農定着(種苗等資材) 25,000円/10ａ 

※｢主食米、麦、大豆、そばなどを作付する場合｣と 

 ｢米及び水田活用の直接支払交付金の交付対象農地｣ 

 は支援対象外 

<主な条件> 

・再生利用計画を作成すること。 

・再生経費が10万円/10a以上であること。 

・再生した農地を５年間以上耕作すること。 
 

問 市農政課(千代川庁舎) 内線2623 

Part.1  

男女共同参画の視点に立った地域活動講座 

｢地域活性！コミュニティビジネス 

あなたのアイディアが仕事になる｣ 
 
◇日時 11月5日、19日、12月3日 

    いずれも水曜日 午後1時15分～3時15分 

◇講師 為崎 緑 氏(中小企業診断士) 

◇定員 20人(先着順) 

◇参加費 無料 

『農地中間管理事業借受』希望者募集 

(第２回公募) 
 

農地中間管理機構では、意欲的な農業者へ農地利用

の集積・集約化をおこない、農地の有効利用や農業経

営の効率化を図るため、機構が借り受けた農地の借受

希望者を募集します。農地の借受希望者は、公募への

応募が必要です。 
 
●募集時期 11月20日(木)まで 

●募集地域 下妻市全域 

●応募方法 募集期間内に『農用地等の借受希望申込 

      書』を下妻市農政課、または農地中間管 

      理機構へ直接ご提出ください。『農用地 

      等の借受希望申込書』は下妻市農政課窓 

      口で交付しています。 
 

問 市農政課 内線2622 
   公益社団法人 茨城県農林振興公社 

   農地グループ(農地中間管理機構) 

 029-239-7131 
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しもつま 広
報 

案 内 

募 集 

相 談 

『クリスマスイルミネーションパネル』 

製作者募集 
 
●製作日時 11月９日(日)９時30分～ 

●製作場所 やすらぎの里しもつま内 

      ｢リフレこかい｣前 

●定員 20組(小学校５年生以上) 

●展示期間 11月23日(日)～年末(予定) 

※材料・機材はこちらで用意します。 
 

申  やすらぎの里しもつま内｢リフレこかい｣  
    30-0070 
 

問 蚕飼地区まちづくり委員会  
       090-4438-2934(塚田) 

http://www.city.ishioka.lg.jp
http://www.city.omitama.lg.jp
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/

