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しもつま 広
報 

『シニア元気クラブ』参加者募集 
 
 いつまでも健康で自立した生活が送れるよう、
｢シニア元気クラブ｣の参加者を募集します。参加

者は教室の前後と中間の3日間は決められた日に

ちに参加し、それ以外は3ヶ月間に都合の良い日

に8回通い、筋力トレーニング器械を使用した個

別メニューに添って運動を実施します。 
  
●日時 １月8日(木)～３月31日(火) 

    午後２時～４時 

    ※１月８日(木)、2月５日(木)、３月12     

     日(木)は全員参加 

●場所 ほっとランド・きぬ 

●定員 10名(先着順) 

●対象者 65歳以上の市民で今まで筋力トレーニ 

     ング器械を使用したジム等に参加した 

     ことがなく、付き添いがなくても一人 

     で参加できる、要介護認定を受けていな 

     い方 

●内容 体力測定、筋力トレーニング器械を使用  

    した運動、介護予防の話 

●持物 汗拭き用タオル、トレーニングシューズ 

    (室内用)、飲み物 

●参加費 保険料400円   

●申込方法 11月26日(水)午前９時より受付し

ます。保険料を添えて介護保険課へ

申し込み。電話での受付は不可。(運

転免許証または健康保険証、印鑑を

持参) 
 

問 申 市介護保険課 43-8338  

１２月１４日 

茨城県議会議員一般選挙予定 
～棄権することなく大切な一票を投じましょう～ 
 

◆投票時間 午前７時～午後６時 

      ※午後６時に投票所閉鎖 

◆投票所 市内31か所 

※郵送される入場券に投票所の記載あり 

◆期日前投票の期間と場所  

期間：12月６日(土)～13日(土) 

   午前８時30分～午後８時 

 場所：市役所本庁舎１階市民ホールまたは千代川 

    庁舎１階ホール 
 

問 市選挙管理委員会(総務課内) 
   43-2115 

詩集『くさぶえ』作品募集 
 
 わらべうた・あそびランドでは、子どもたちの心情

を育てるために、詩集｢くさぶえ｣を発行しています。

46集の発行にあたり、作品を募集します。 
 
●募集作品  口頭詩 幼児(１～６歳) 

       自由詩 小・中学生 

       表紙絵 幼児(１～６歳) 

           ※画用紙たて書き(A4サイズ) 

●申込期限 12月10日(水) 

●その他 作品の著作権は応募者に帰属。ただし、主 

     催者が広報・作品集の作成など必要な場合 

     には、公募作品を使用できるものとする。 
 

問 申 市生涯学習課 45-8995 

『アロマリラックスヨガ教室』参加者募集 
 
 アロマの香りを楽しみながら呼吸を深めていく

ヨガで、心の内面をじっくり見つめ、リラックス

ポーズを多めにとることにより、気持ちよく体を

伸ばすストレッチを中心に、心と体の凝りをほぐ

します。初心者から楽しめますので参加してみま

せんか。 
 
●日時 11月29日(土) 

    午前10時30分～11時45分 

●場所 やすらぎの里しもつま 

ふるさと交流館｢リフレこかい｣ 

多目的ホール 

●対象 市内在住、在勤の方  

●定員 20名 ※定員になり次第締切 

●参加費 無料 

●持物 ヨガマット(お持ちの方、無くても可)、

タオル、飲み物、ひざかけ(お休みの

ポーズのとき掛ける)、羽織もの、靴下

(ホールが寒い時のため)等 

●申込方法 電話または｢リフレこかい｣へ来館 

      し、申し込み 

       

問 申 やすらぎの里しもつま 
     ふるさと交流館｢リフレこかい｣ 

30-0070(休館日：水曜日) 

『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として 

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 

 のような効果があります。 
  
●日時 12月６日、20日(土) 

    午後７時～８時30分 

●場所 千代川公民館 ホール  

●講師 下妻スポーツクラブ 関 陽子 氏 

●受講対象 市内在住・在勤の一般成人 

●定員 30名 ※定員になり次第締切 

●参加費 一人500円(保険代として事前に徴収) 

●持物 ヨガマット(無くても可)、タオル、飲み 

    物など 

●申込期間 11月18日(火)～26日(水)  

      午前９時～午後５時 

      ※休館日(月曜・祝日)除く  

●申込方法 電話または千代川公民館へ来館し、 

      申し込み 
 

問 申 千代川公民館 44-3141 

『クリスマスリースづくり』参加者募集 
 
 あたたかい手作りのパン生地で編んだリースをクリ 

スマスに飾りましょう。 
 
●日時 12月６日(土)午後１時～４時 

●場所 下妻公民館 調理実習室  

●対象 小学生親子 

●定員 10組 ※定員になり次第締切 

●参加費 500円(材料代として事前に徴収) 

●持物 エプロン、三角巾、ふきん、キッチンハサミ 

●申込期間 11月18日(火)～26日(水) 

      午前９時～午後５時 

      ※休館日(月曜・祝日)除く  

●申込方法 電話または下妻公民館へ来館し、申し込み 
 

問 申 下妻公民館 43-7370 

市役所第二庁舎東側の 

資源ごみ回収庫について 
 
最近、市役所第二庁舎東側に設置してある資源ごみ

回収庫において、不法投棄が多く見受けられます。調

査により不法投棄者を発見した場合は、厳重に対処し

ます。なお、可燃ごみ、不燃ごみ、古布、事業所等か

ら出た資源ごみについても収集しませんので、ご注意

ください。 
 

問 市生活環境課 43-8289 下妻の歴史的街並み再発見の 

探索をしませんか 
  
下妻街道周辺エリアを散策する｢第２回下妻街並み

ウォーキング｣を開催します。ウォーキング終了時に

は昭和モダン和風建築の名邸・沼尻家住宅(旧六芳園)

庭園でお茶休憩をします。 
 
●日時 11月23日(日)①午前10時～②午前11時～ 

            ③午後２時～④午後３時～ 

●コース 市内上町・三道地・西町周辺の１時間 

●定員 80名(各時間とも20名) 

●参加費 500円(資料・お茶代等) 

●申込方法 電話でお申し込み 
 

問 申 下妻いいとこ案内人の会事務局 
     (産業振興課内) 44-0732 

｢下妻市菊まつり｣開催中 
 
下妻市の花でもあります、菊まつりが下記の通

り開催中です。出品者の皆さんが丹精込めて作り

上げた作品が展示されています。 
 

◆日時 11月24日(月)まで 

◆場所 大宝八幡宮境内 
 

問 市産業振興課 44-0732  

案 内 

案 内 

案 内 

募 集 

募 集 

『東京ベイ浦安シティマラソン』参加者募集 
 

浦安市とのスポーツ交流として、マラソン大会参加

者を募集します。浦安市運動公園・東京ディズニーリ

ゾート周辺をめぐる10㎞コースです。送迎バスは、

市で用意します。 
 
●日にち ２月１日(日) 

●対象者 18歳以上市内在住の健康な方(高校生不可) 

●参加費 無料 

●募集部門 10㎞コース(Ｂ) 

●定員 40名(定員になり次第締切) 

●受付期間 11月17日(月)～27日(木) 

●申込方法 電話または生涯学習課へ直接申し込み 
 

問 申 市生涯学習課 45-8997 



茨城県自然博物館 

『ミュージアムコンパニオン非常勤嘱託員)』 

募集 
 
●採用人員 若干名 

●職務内容 入館者に対する展示品・資料の解説およ 

      び館内の案内、入場券売および改札その 

      他利用者の利便に関する業務 

●雇用期間 平成27年４月１日～平成28年３月31日 

      (４回まで更新可)※平成27年３月中に約 

      15日間の事前研修を実施 

●勤務日時 週４日交替制(土日祝日も勤務対象日) 

      午前９時～午後５時15分(有給休暇あり) 

●給与 月額143,500円(通勤手当、賞与あり) 

●応募方法 履歴書(写真を貼付)、志望の動機につい 

      ての作文(原稿用紙２枚、800字以内)、   

      結果通知用返信封筒(宛名を記入し、92 

      円切手を貼付)を持参または郵送。 

   郵送の場合は封筒に｢ミュージアムコン 

   パニオン応募書類在中｣と朱書きし、｢簡 

   易書留｣等確実な方法をとること。 

●受付期間 12月２日(火)～平成27年１月４日(日) 
 

問 申 ミュージアムパーク茨城県自然博物館 

     管理課 0297-38-2000 
 [〒306-0622 坂東市大崎700番地] 

Part.1 『臨時職員』募集 
 
①一般事務(臨時職員) 
〇募集人員 1名 

〇業務内容 一般事務 

〇応募資格等 パソコン操作ができる方 

       (Word、Excel等) 

〇勤務地  下妻市役所 子育て支援課 

〇賃金等  時給賃金制 時間単価＠810円  

 賞与・通勤手当なし 

 社会保険・雇用保険加入 

〇雇用期間 12月1日～平成27年3月31日 

 (勤務状況により更新あり) 

〇提出書類 履歴書 
 

②保育士(臨時職員) 
〇募集人員 4名 

〇業務内容 保育業務 

〇応募資格等 保育士資格を有する人 

〇勤務地  下妻市立下妻保育園またはきぬ保育園 

〇賃金等  時給賃金制 時間単価＠960円 

 賞与・通勤手当なし 

 社会保険・雇用保険加入 

〇雇用期間 ～平成27年3月31日 

 (勤務状況により更新あり) 

〇提出書類 履歴書・保育士証の写し 
 
以下ともに共通事項 
●勤務時間 午前8時30分～午後5時15分 

●試験内容 面接 ※日時については後日連絡 

●募集期間 11月18日(火)まで 

震災等緊急雇用対応事業 

Part.2 『臨時職員』募集 
 
●募集職種 保育士(臨時職員) 

●募集人員 1名 

●業務内容 保育業務 

●応募資格等 保育士資格を有する人 

●勤務地 下妻市立きぬ保育園 

●勤務時間 午前8時30分～午後5時15分 

●賃金等 時給賃金制 時間単価 960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 ※日時については後日連絡 

●提出書類 履歴書・保育士証の写し、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 
 

問 申 市総務課 43-2120 

『フォトコンテスト2014』作品募集 
 
●テーマ 世代を問わず、男女が協力し合い、共に    

     働く様子や地域活動への参加、家族のふ 

     れあい等、人と人との豊かな交流が実感 

     でき、男女共同参画社会推進の視点を 

     もっていること。 

●応募資格 茨城県内在住者および勤務者(アマ 

      チュアの方の応募歓迎) 

●応募規定 A4または四つ切り。未発表のもの。 

      一人１点。(詳しくは問い合わせ) 

●応募期間 11月30日(日)必着 
 

問 申 ｢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 

     0299-73-2300 
     (月曜日を除く午前9時～午後９時) 

｢たまり場｣でおしゃべりしませんか 
 
 どなたでも気軽に顔を出せて、おしゃべりした

り身体や頭を働かすことができます。 
 
◆11月の主な予定 

 毎週火・木曜日の午後1時30分～3時30 

 13日(木)ためになる話・18日(火)健康麻雀 

 20日(木)歌・ 25日(火)健康麻雀(初心者対象) 

 27日(木)フリー 

◆場所 たまり場ゆい[見田1153番地] 

※健康麻雀…賭けない、飲まない、呆けない麻 

      雀。初心者対象クラスもオープン 

※DVD鑑賞…｢親鸞聖人｣のアニメ第４部を鑑賞 

※ためになる話…健康麻雀で大活躍されている90 

        歳の坂入さんが、これまでの人 

        生を振り返ります。 

※歌いましょう…ギターを伴奏に古賀メロディー 

        を口ずさみます。 

※フリー…けんちん汁を作って皆で食べます。 

※どなたでも参加可能。ただし、お茶代として1回 

 100円を徴収 
 

問 ゆいの会(小貫) 090-4959-5489  

｢イルミネーション点灯式｣開催 
 
◆期日 11月23日(日)小雨決行 

    ※予備日11月24日(月) 

◆時間 式典開始 午後４時30分 

 点灯   午後５時 

◆場所 やすらぎの里しもつま(大園木交差点沿い) 

※豚汁やホットドリンク等のサービスあり 

◆主催 蚕飼地区まちづくり推進委員会 
 

問 やすらぎの里しもつま内｢リフレこかい｣ 
   30-0070 

輝け!冬のさぬま イルミネーション点灯式 
～イルミネーションの桜を咲かせます～ 
 

夜の砂沼の静かな水面に、鏡のように美しく写り

込むイルミネーションは格別です。癒しのひと時を

砂沼で過ごしてみてはいかがですか。 
 
◆日時 11月29日(土)日没時(小雨決行)  

    ※予備日11月30日(日) 

◆場所 砂沼最南部、桜の木 

◆内容 式典開始      午後４時  

    点灯カウントダウン 午後４時15分 
 

問 さぬま・桜の会(片倉) 090-2464-1886 
 Eメール：sanuma.org@gmail.com 

｢経済講演会｣開催 
 
◆日時 11月27日(木)午後２時30分～４時 

◆場所 下妻市立図書館 映像ホール 

◆聴講料 無料 

◆定員 130名 ※申込の際に人数・名前等を伝えて 

          ください。 

  ※駐車台数に限りがありますので、乗り合わせでお 

  越しください。 

◆テーマ ｢揺れ動く内外情勢とこれからの政局｣ 

◆講師 時事通信社 解説委員 田崎 史郎 氏 
 

問 申 下妻市商工会 本所 43-3412 

案 内 募 集 

募 集 

｢イルミネーションナイト2014｣開催 
 
栗山商店会プレゼンツ｢下妻冬物語第３章イルミ

ネーションナイト2014～竹取物語編～｣の点灯式

をおこないます。｢栗八くん陶芸ランタン｣の展示

点灯や記念の写真がその場にて缶バッジにできる

ワークショップも開催します。 
 
◆日時 11月30日(日)午後４時30分開始  

            午後５時～  点灯 

※午後４時よりお楽しみ券配付 

◆場所 下妻駅前広場 

◆内容 缶バッジワークショップ(参加費300円) 

    甘酒無料配布(300限り) など 

◆点灯期間 11月30日(日)～1月17日(土) 

      午後５時～10時40分 
 

問 栗山商店会(中久喜) 44-3213 

家族ふれあい｢砂沼歩け歩け大会｣開催 
  
親子・家族はもちろんのこと、グループ、友達や

個人での参加も歓迎です。 
 
◆日時 12月７日(日) 

    受付   午前８時20分～  

    スタート 午前９時 

◆場所 砂沼サンビーチ前 

◆コース 砂沼公園遊歩道一周(６㎞)のコース 

     および半周コース 
 

問 青少年を育てる下妻市民の会  
   下妻支部事務局(下妻公民館内) 43-7370 

｢ときめき婚活クリスマスパーティー｣開催 
 

◆日時 12月14日(日)午後１時30分～４時30分 

◆場所 ダイヤモンドホール (筑西市) 

◆対象者 40歳以下の独身 男・女 各20名(先着順) 

◆参加費 男性6,000円 女性1,800円 

◆後援 筑西市、いばらき出会いサポートセンター、 

    下館巴ライオンズクラブ 
 

問 申 NPO法人メドウルミートクラブ 
     25-2678  

mailto:sanuma.org@gmail.com


休日在宅当番医の変更 
     
｢救急医療体制一覧｣に掲載の休日在宅当番医が

下記のように変更になります。 
   

【変更前】11月30日(日)中山医院 

12月 7日(日)坂入医院 

       ⇓      

【変更後】11月30日(日)坂入医院 

12月  ７日(日)中山医院 

住宅用火災警報器の設置はお済ですか 
 

〇住宅火災発生時の逃げ遅れを防止するため、すべて 

 の住宅に住宅用火災警報器を設置することが義務付 

 けられています。 

〇設置場所は、寝室や階段です。 

〇設置する警報器の種類は、煙式で｢NS｣マークのあ 

 る商品の購入を推奨します。 

〇住宅用火災警報器は、ホームセンターや電気店で購 

 入できます。 

〇悪質な訪問販売等には、十分注意するようお願いし 

 ます。 

※詳しくは問い合わせください。 
 

問 下妻消防署 43-1551 

いばらき高齢者優待制度の開始について 
～優待カードを配付します～ 
 

◇65歳以上の高齢者を対象に、料金割引やポイン 

 ト加算等の特典が受けられるいばらき高齢者優 

 待制度を12月1日から開始します。 

◇優待カード(いばらきシニアカード)は、11月25 

 日から配付します。保険証など住所・氏名・生 

 年月日が確認できるものを持って、配付を希望 

 する本人が窓口にお越しください。 

 ※配付窓口：介護保険課、くらしの窓口課 

◇協賛店舗には、シニアカードをデザインしたス 

 テッカーやポスターが店頭に貼ってあります。 

◇協賛店舗の募集は、随時受け付けています。 

 ※詳しくは11月25日開設の県長寿福祉課ホー 

  ムページ参照 

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

問 【配付に関すること】  
    市介護保険課 45-8123 
   【制度に関すること】  

    茨城県長寿福祉課 029-301-3326 
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しもつま 広
報 

｢オレンジカフェ～認知症カフェ～｣開催 
 
◆日時 11月18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 どなたでも可 

<以下のような方にお勧めします> 

 ご自分が・身近な方が認知症かもと不安・悩みがあ 

 る方、認知症について相談したい方・介護体験談を 

 聞きたい方、受診できる専門の医療機関の情報を知 

 りたい方、認知症のある方とのかかわり方・対応方 

 法を知りたい方 など 

◆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 
 43-8264 

｢高齢者介護支援事業講演会｣開催 
 
 ｢認知症を学び地域で支えよう｣をテーマに認知症に

ついての講演会を開催します。 
 
◆日程 11月22日(土)午後１時30分～４時 

◆場所 千代川公民館ホール 

◆参加費 無料 

◆内容 ・認知症疾患医療センターの実績報告 

     ：古河赤十病院 

・いろいろな認知症～認知症の進み方・ 

 認知症の検査と治療～ 

つくば国際大学 医療保健学部 

杉野 一行教授 

・認知症進行予防の為のアロマテラピー 

社団法人アロマ環境協会 

アドバイザー 岸 直美 氏 

※参加希望の方は、当日会場へお越しください。 

※ご質問のある方はお気軽にご連絡ください。 
 

問 申 市介護保険課 地域包括支援センター  
     43-8264 

今年度の健診はお済みですか 
     
今年度(平成27年3月まで)最後の健診になります。健診がお済みでない方は受診してください。(予約不要) 

 

11月29日 (土) 会場:下妻市保健センター 

受付時間  午前9時30分～11時30分・午後1時30分～3時  

                               (番号札は30分前から出します) 
 

◆対象者・検査項目・自己負担額】※年齢は、平成2７年3月31日現在(75歳になる方を除く) 

40歳～75歳未満（下妻市国民健康保険加入者）および39歳以下の方 

身体測定、血圧測定、尿検査、眼底検査、心電図検査、血液検査(血中コレステロール・肝機能・血糖・貧血 

尿酸・クレアチニン)…1,500円 

75歳以上の方 

 身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査(血中コレステロール・肝機能・血糖・クレアチニン)…無料               

◎今年度75歳になる方は、受診日の年齢により、健診内容、自己負担額が変わります。詳しくは、お問合せく 

 ださい。 

◆持参するもの 保険証、受診券、自己負担金 ※受診券は4月下旬に送付済み。受診券の再発行希望者は、保 

        健センターに申し込み 

～社会保険の扶養の方へ～ 

 健康保険の種類によっては、市の集団健診を受診できない場合があります。事前に健康保険証の発行元に確認 

 してください。※39歳以下の方であれば、健康保険の種類にかかわらず、市の集団健診が受けられます。 
 

※胃がんバリウム検査と健康診査の両方の希望者は、セット健診を予約してください。※定員になり次第締切 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               ※75歳以上の方はお問合せください。  
◆健(検)診費用 

                         下記の検診は、加入している健康保険の種類にかかわら 

                        ず受診できます。 

 

 

 

 

 

問 申 市保健センター 43-1990 

要予約 

   日程 
会場 

受付時間 
内容 

対象者 

(平成27年3月31日現在の年齢) 

12月6日(土) 
    7日(日) 

下妻市 

保健センター 

 

 ①午前8時～ 

 ②午前９時～ 

 ③午前10時～ 

●セット健診 
(健康診査＋胃がん検診) 
   

●健康診査のみ 
   
●胃がん検診のみ 
   (バリウム検査)  

●セット健診について 

 ・30歳～39歳まで 

 ・40歳～75歳未満(国保加入者) 
  
●健康診査について 

・39歳以下 
・40歳～75歳未満(国保加入者) 

  
●胃がん検診について 

 ・30歳以上 

肺がん・結核検診 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 

健(検)診項目 健(検)診料金 自己負担額 

セット健診 
 (健康診査＋胃がん検診) 12,419円 2,000円 

健康診査のみ   7,559円 1,500円 
胃がん検診のみ   4,860円 500円 

｢親子リトミック教室｣開催 
 
 今回の教室は“音コミュニケーション”を親子で 

楽しめる内容｢親子リトミック教室｣を開催します。 

リトミックは、音楽を使って、身体的・感覚的・知 

的に優れた子供達の育成を図ると言われています。

また、幼児期は、一番心に響くといわれるママの声

を聴きながら一緒に音楽を楽しみスキンシップを図

ることで、安定した心の発達につながるとも言われ

ています。 
  
◆日時 12月８日(月)午前10時30分～11時30分 

◆場所 下妻市保健センター 

◆対象 市内在住の２歳～３歳のお子さんと保護者 

    (先着20組) 

◆講師 通村 瑠美 氏 
 

問 市保健センター 43-1990 

案 内 

案 内 

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


下妻市男女共同参画推進事業・児童虐待防止講演会 

｢一緒に考えてみませんか 

  新家族像、女と男、豊かな生き方｣ 
 
◆日時 11月30日(日)午後１時30分～(開場午後１時) 

◆場所 下妻市立図書館 映像ホール 

◆講師 小宮山 洋子 氏(フリージャーナリスト、小宮山 

    洋子政策研究会代表) 

◆定員 130名(先着順) 

◆参加費 無料 

     ※託児あり(10名要予約・11月25日(火)ま 

      で)おおむね6ヶ月から就学前。 

      (託児申込み先 子育て支援課) 

※車でお越しの際は、乗り合わせてお越しくだ 

 さい。 
 

問 市民協働課 43-2114 

あなた一人で悩んでいませんか 
 
 さまざまな活動を通じて女性の人権問題に取り組み、 

悩みを持った女性が気軽に相談できる専用の電話｢女性 

の人権ホットライン｣を設置しています。 

 職場における男女差別やセクハラ、夫・パートナーか 

らの暴力やストーカーなどの女性に対するあらゆる人権 

侵害について、ご相談ください。秘密は厳守します。 
 
◆期間 11月17日(月)～23日(日) 

◆時間 午前8時30分～午後7時 

    (土・日曜日は午前10時～午後5時) 

◆電話番号 0570-070-810(全国共通ナビダイヤル) 
◆相談員 法務局職員または人権擁護委員 
  

問 水戸地方法務局人権擁護課 029-227-9919 

｢農用地区域の除外・編入｣申出受付 

について 
 
農業振興地域整備計画の変更にかかる申出を

下記のとおり受付します。 
 
◆受付期間 11月17日(月)～12月16日(火) 

◆受付時間 午前８時30分～午後５時15分 

      (土・日曜日を除く) 

◆受付場所 市農政課(千代川庁舎) 

◆申請書類 お問い合わせください(市ホーム 

      ページからもダウンロード可) 
 

問 市農政課 45-8992 

「認知症フォーラムinいばらき」開催 
 

認知症に関する最新の知識・情報を提供し、認知

症への正しい理解を啓発すること、介護についての

問題を広く共有することを目的として、認知症

フォーラムを開催します。 
 
◆日時 12月7日(日)午後1時～4時30分 

◆場所 坂東市民音楽ホール(ベルフォーレ) 

◆対象者 どなたでも可 

◆入場料 無料 

◆基調講演 ｢認知症の理解と援助｣ 

  川崎幸クリニック院長 杉山 孝博 先生 

◆特別講演 ｢認知力アップデイケアの考え方と 

      実際｣ 

      筑波大学臨床医学系精神医学教授 

      朝田 隆 先生 

◆体験発表 認知症本人または介護当事者による体 

      験発表 
 

問 公益社団法人認知症の人と家族の会茨城県支部 

・Fax029-879-0808 

女性に対する暴力をなくす運動 

１１月１２日～２５日 
 
配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春、セクシュア

ル・ハラスメント、ストーカー行為や人身取引等、女性に

対する暴力は、女性の人権を侵害するものであり、決して

許される行為ではありません。 
            ここに電話 

DV相談ナビ ℡0570-0-55210 
 
 誰にも言えず、ひとりで悩んでいませんか。相談してみ

ることで、ひとりでは気づかなかった解決方法が見つかる

かもしれません。お近くの相談窓口をご案内します。 
 

問 内閣府男女共同参画局 03-5253-2111 

堤防工事にご協力ください 
 
柳原、高道祖、古沢地区の小貝川堤防において工事

を実施します。工事期間中は、堤防上の道路を全面通

行止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 11月上旬～3月中旬(予定) 

◆工事名 H25安食築堤工事 

H25高道祖浸透対策工事 

H25柳原浸透対策工事 

◆工事内容 堤防拡幅および強化工事 

◆通行止区間 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 国土交通省 下館河川事務所 黒子出張所 
    37-6234 

｢各種決算説明会｣開催 
 
税務署では、青色申告決算書および白色収支内訳

書作成に当たっての注意点などについて、決算説明

会を開催します。なお、説明に必要な書類は会場で

配付します。 
 
【青色申告決算説明会】 

①日時：12月１日(月)午後２時～４時 

場所：結城市民文化センターアクロス展示室 

②日時：12月２日(火)午後２時～４時 

場所：茨城県県西生涯学習センター中講座室 

③日時：12月３日(水)午後２時～４時 

場所：下妻市立下妻公民館二階会議室 

④日時：12月４日(木)午後２時～４時 

場所：常総市生涯学習センター二階研修室 

◎ご都合のよい会場にお越しください。 

【白色収支内訳書作成のための決算説明会】 

・農業所得を有する方 

①日時：12月10日(水)午前10時～正午 

場所：下妻市立千代川公民館ホール 

②日時：12月12日(金)午前10時～正午 

場所：茨城県県西生涯学習センター中講座室 

・事業所得または不動産所得を有する方 

①日時：12月10日(水)午後２時～４時 

場所：下妻市立千代川公民館ホール 

②日時：12月12日(金)午後２時～４時 

場所：茨城県県西生涯学習センター中講座室 

◎ご都合のよい会場にお越しください。 

◎開催時間の30分前より受付をおこないます。駐 

 車場に限りがありますので、できるだけ公共交通 

 機関をご利用ください。 
 

問 下館税務署個人課税部門 24-2121 
   ※自動音声に従い｢２｣を選択 

｢就職カレッジ｣開催 
 
ジョブカフェいばらきでは、｢脱フリー

ター・脱無職｣を目指している15～40代前半の

方を対象とした就職セミナーを開催します。 
 

◆日時 11月27日(木)、28日(金) 

            12月4日(木)、5日(金)、11日(木) 

   各日午前9時30分～午後４時30分 

◆会場 土浦市亀城プラザ 

    [土浦市中央2-16-4] 

◆対象者 15歳～おおむね40代前半の求職者 

     で、全日程(5日間)参加できる方 

     先着30名 
 

問 申 特定非営利活動法人 雇用人材協会 
029-300-1738 
s-college@koyou-jinzai.org 

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 43-8192  

案 内 相 談 

｢新農業人フェアinいばらき｣相談会 
 

 茨城で農業を始めたい方、農業の会社等に就

職を考えている方の相談会です。興味のある方

は気軽に参加してください。 
 

【水戸会場】 

◇日時 12月6日(土)午後０時30分～４時30分 

◇場所 フェリヴェールサンシャイン 

    [水戸市白梅2-3-86] 

【つくば会場】 

◇日時 2月22日(日)午後０時30分～４時30分 

◇場所 ホテルグランド東雲 

    [つくば市小野崎488-1] 
 

問 公益財団法人 茨城県農林振興公社  
   農業担い手育成G  029-239-7131 

mailto:s-college@koyou-jinzai.org

