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男女共同参画推進事業 

｢川柳・標語｣作品展開催中 
 

夏休み期間中、市内小学校５年生～中学校３年生

親子を対象に募集し、応募された作品を市立図書館

のギャラリーにて展示しています。 
 
◆場所 市立図書館 ギャラリー ２階 

◆期間 11月１日(日)～30日(月)  ※図書館開館日 
 

問 市民協働課 43-2114 

「子育て世帯臨時特例給付金」の 

申請はお済ですか 
 
 「子育て世帯臨時特例給付金」の申請期限は、

12月15日(火)までです。 

 まだ、申請していない方は、下記のものを持参

の上、申請してください。 
 
◆申請先 市役所 第二庁舎 2階 子育て支援課 

◆申請期限 12月15日(火)まで 

      ※土日祝日を除く 

◆提出書類  

   ◇公務員以外の方 

  ・子育て世帯臨時特例給付金申請書(請求書) 

   ※紛失した場合、窓口にて再発行可 

  ・印鑑(ゴム印不可) 

 ◇公務員の方 

  ・子育て世帯臨時特例給付金申請書(請求書) 

   ※｢公務員児童手当受給状況証明欄｣に所属 

    庁の証明を受けたもの 

  ・印鑑(ゴム印不可) 

 ◇代理申請の場合など 

  ・委任状 

  ・来庁される方の本人確認書類(運転免許証、 

   旅券の写しなど) 

   ※支給振込口座を、児童手当または平成26 

    年度子育て世帯臨時特例給付金の受給口 

    座と別の金融機関に変更する場合、通帳 

    またはキャッシュカードの写し、本人確 

    認書類(運転免許証、旅券の写しなど)が 

    必要 
 

問 市子育て支援課 45-8120 

秋の下妻 

歴史的街並み再発見の探索をしませんか 

｢第３回下妻街並みウォーキング｣開催 
  

下妻街道周辺エリアを散策する｢第３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皇室関係者も宿泊した、昭

和モダン和風建築の名邸・沼尻家住宅(旧六芳園)庭園で

お茶のセルフサービスもあります。 
 
◆日時 11月23日(月) ①午前９時30分～ 

    (勤労感謝の日) ②午前10時30分～ 

             ③午後１時30分～ 

◆コース 市内上町・三道地・西町・栗山周辺 

     (約90分) 

◆募集人数 75人(各時間とも25人) 

◆参加費 500円(資料・お茶代など) 

◆申込方法 電話申込 
 

問  申 下妻いいとこ案内人の会事務局 

       (産業振興課内) 44-0732 

｢第３０回下妻市菊まつり｣開催中 
 

｢菊｣は下妻市の花でもあり、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１日(日)～23日(月) 

◆場所 大宝八幡宮境内 
 

問 市産業振興課 44-0732 

｢身体障害児者生活相談 

補装具巡回相談｣開催 
 

身体障害者相談員が身体障害児者の生活等全般の

相談に応じます。また、補装具(補聴器・義肢・装具

など)の巡回相談も受け付けます。 
 
◆日時 12月１日(火)午後１時～３時 

◆場所 市役所 第二庁舎 3階 中会議室 
 

問 市福祉課 43-8352 

朝のチャイム放送は朝7時 
 

10月1日(木)から、朝のチャイム放送は朝7時に放

送しています。 

 市民のライフスタイルの変化などから、市で放送時

間を検討したところ、近隣自治体の朝のチャイム放送

が朝7時や放送無しであることから、市内全域で朝7時

としました。 

お間違いの無いよう、お願いします。 
 

問 市消防交通課 43-2119 

指定ごみ袋引換券は期間内に 

交換してください 
 

平成27年度指定ごみ袋引換券は取扱店において、必

ず引換期間内に交換してください。 

｢引換券③｣は11月30日(月)が引換期限となります。

期限内の引き換えをお願いします。 
 

問 申 市生活環境課 43-8289 

道路舗装工事にご協力を 
 

市内各地区において道路舗装工事を実施します。

工事期間中は全面通行止めなどの交通規制を実施す

る場合があります。ご理解ご協力をお願いします。 
 
◆工事期間 11月中旬～12月下旬 

◆工事箇所 下図のとおり   
  
〈下妻丁・今泉地内〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
問 市建設課 45-8126                                              

 

 

〈宗道地内〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市建設課 45-8126  

道路舗装工事にご協力を 
  

市内各地区において道路舗装工事を実施します。

工事期間中は全面通行止めなどの交通規制を実施す

る場合があります。ご理解ご協力をお願いします。 
  

◆工事期間 11月中旬～12月下旬 

◆工事箇所 下図のとおり   
  
〈村岡地内〉 



新しい出会いを探してみませんか 
 

<つくば会場> 
◇日時 12月２日(水)午後７時～９時 
    (受付 午後６時30分～) 
◇場所 つくば市 つくば山水亭 
◇対象 独身男女 30代・40代の方 各20人程度 

     ※20代女性も参加可 
◇参加費 男性3,000円 女性1,000円 

 
<結城会場>  

◇日時 12月19日(土)午後１時30分～４時30分 

    (受付 午後１時～) 

◇場所 結城市 市民文化センターアクロス 

◇対象 独身男女  

            Aコース  20代・30代の方   各15人程度 

     Bコース  40代・50代の方 各15人程度 

◇参加費 男性3,000円 女性1,000円 
  

<古河会場>  

◇日時 12月23日(水・祝) 

    午後１時30分～４時30分 

            (受付 午後１時～) 

◇場所 古河市 とねミドリ館 

◇対象 独身男女  

            Aコース 独身男女30代・40代の方  

                          各20人程度  

                          ※20代女性も参加可 

       Bコース 独身男女50代・60代の方  

                             各15人程度 

◇参加費 男性3,000円 女性1,000円 
 
◆申込開始 随時 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート(月曜休) 

               0280-87-7085  

   E-mail info@bell-support.net 

がんばれ子育て応援講座第2弾 

｢可愛い飾り巻きずし｣講座参加者募集 
 

これからの時期クリスマスにお正月、レシピを覚

えてお家で作ってみませんか。 
 
◆日時 12月8日(火)午前10時～正午 

◆場所 下妻公民館 調理室 

◆対象 子育て中のお母さん 

◆講師 飾り巻きずしマスターインストラクター  

    関 恵美 氏 

◆募集人員 15人(先着順) 

◆参加費 500円 

◆持ち物 エプロン、三角巾、ふきん、持ち帰り用 

     パック、ラップ 

◆託児 あり(要予約) 

◆申込締切 12月１日(火)まで 
  

問 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

ときめき婚活 

｢チャペルでクリスマスパーティー｣開催 
 
◆日時 12月13日(日)午後２時～午後６時 

    (受付 午後１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16人 

    ※男性は、公務員、団体職員に限る 

◆参加費 男性6,000円 女性2,000円  

◆申込締切 12月７日(月) ※先着順 
 

問 申 NPO法人 

     メドウルミートクラブ 

       25-2678  

しもつまボランティアまつり 

シルバーリハビリ体操考案者  

｢大田 仁史 氏 講演会｣開催 
 

テレビや講演会などで幅広く活躍中の茨城県立健

康プラザ管理者・医学博士の大田仁史先生を招き

し、「健康づくり」についてご講話いただきます。 

この他にも、ボランティアサークルによる活動紹

介や抽選会などさまざまな催しを開催します。 
 
◆日時 11月29日(日)午前９時～ 

◆場所 千代川公民館  
 

問 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

「女性の人権ホットライン」強化週間 
 
 人にはみんな人権があります。それぞれが個

人として人権が尊重されなければなりません。 

しかし、残念ながら女性に対する人権侵害が

依然として発生しており、大きな社会問題と

なっています。 

 水戸地方法務局および茨城県人権擁護委員連

合会は、従来からさまざまな活動を通じて女性

の人権問題に取り組んできました。 

 女性に対するセクハラ、夫・パートナーから

の暴力やストーカーなどの人権侵害について相

談を受け付けています。秘密は厳守いたしま

す。 
 
◆期間 11月16日(月)～22日(日)の7日間 

◆時間 午前8時30分～午後7時 

    ※土、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 人権擁護委員、法務局職員 
 

問 水戸地方法務局 人権擁護課  

       029-227-9919 

高齢者家族介護支援事業 

「家族介護教室」開催 
 
高齢者ならび介護者の方が、いつまでも仲良く

心安らかに生活できるように、家族介護教室を開

催します。 

介護について一人で悩まず、同じ思いを抱えた

介護者同士で交流しませんか。参加費は無料で

す。 

申し込みは、会場へお問い合わせください。 
 

〈介護老人保健施設ルーエしもつま〉 

◆日時 12月６日(日)午前10時～正午 

    (受付 ９時30分～) 

◆場所 介護老人保健施設 ルーエしもつま 

◆定員 20人 

◆対象者 高齢者を介護されているご家族、また 

               は介護に関心のある方 
 
◆参加費 無料 
 
◆内容 ①介護技術について 

         ②座談会 ※弁当の用意あり 
              

問 申 介護老人保健施設ルーエしもつま   

      44-8000(染谷) 

ネットフェンス改修工事にご協力を 
 

用水路沿いのネットフェンス改修工事を実施します。  
工事期間中は全面通行止めなどの交通規制を実施しますので、ご理解ご協力をお願いします。   
     

◆工事期間  11月上旬～12下旬 

◆工事箇所 下図のとおり          

 〈若柳地内 〉                 〈大串・堀篭地内〉 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
問 市農政課 44-0728    

｢くらしの困りごと相談所」開催 
 
 下妻市民や近隣市町村の住民から、行政に関する

苦情や意見・要望などをワンストップで受け付けま

す。 

 道路の側溝を補修してほしい、年金の支給調整の

計算方法が知りたい、遺産相続した時の税金はどれ

くらいだろうか…その他、くらしの中で困ったこ

と、知りたいことをお気軽にご相談ください。 
 
◆日時 11月26日(木) 

    午前10時30分～午後３時 

◆場所 下妻公民館 2階 大会議室 
 

問 総務省 茨城行政評価事務所   

       0570-090-110 

       029-253-1100 
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肺がんドック検診助成の期間延長 
 

 医療機関で肺がんドックを受診される方に一部助成

をしておりますが、定員にまだ余裕があるため、助成

の受診期間を延長して、引き続き募集します。 
 

◆補助額 受診料の２分の１ (限度額15,000円) 

◆対象者 

◇下妻市に住民登録をしている方 

◇受診日に40～74歳までの方 

◇平成28年２月29日までに受診可能な方 

◇喫煙指数が助成対象基準の600 

 (１日の喫煙本数×喫煙年数)以上の方 

◇医療機関で肺がんドックを受診する方 

◇市税を滞納していない方 

◆定員 15人(定員になり次第締切) 

◆助成対象の検診内容 

①CT(コンピュータ断層撮影)を中心とした胸部 

 レントゲン・喀痰細胞診など肺がん関連検査が 

 対象になります。 

②健康保険証を利用して受診した場合(治療行為) 

 は、該当になりません。 

◆受付  印鑑、健康保険証を持参し、下妻保健セ 

           ンター窓口で申し込み 
 

問 市保健センター 43-1990                      

わらべうた・あそびランド  

『くさぶえ』４７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」47集 

◆内容 ◇口頭詩(つぶやき)…幼稚園、保育園児 

    ◇児童・生徒詩…小、中学生 

◆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 45-8995 

わらべうた・あそびランド  
詩集『くさぶえ』作品募集 
 
 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。48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(１～５歳児) 

 ◇自由詩…小・中学生 

 ◇表紙絵…幼児(１～５歳児) 

  ※表紙絵は画用紙たて書き(A４サイズ) 

◆募集締切 12月10日(木)まで 

◆その他 作品の著作権は、わらべうた・あそびラ  

     ンドに帰属するものとします。 

『連盟杯ソフトテニス大会』参加者募集 
 
◆日時 12月13日(日)午前8時30分集合 

    ※雨天の場合、12月20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、もしくは下妻 

      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29日(日)正午 ※期日厳守 

◆申込方法 電話申込 
 

問 申 市ソフトテニス連盟(市川)  

     090-4835-5226 

｢日本の安全保障とマスコミ報道と 

その実態｣開催 
 
｢朝まで生テレビ｣｢たけしのＴＶタックル｣などの

番組でお馴染みの山際澄夫氏を迎え、日本の安全保

障とマスコミ報道についての講演会を開催します。

駐車場に限りがありますので、乗り合わせなどの対

応をお願いします。 
 

◆日時 11月26日(木)午後2時～3時30分 

◆場所 市立図書館 2階 映像ホール 

◆聴講料 無料 

◆定員 120人 ※申込時に参加人数、名前が必要 

◆テーマ  

 ｢日本の安全保障とマスコミ報道とその実態｣ 

◆講師 ジャーナリスト 山際 澄夫 氏 
 

問 申 下妻市商工会 43-3412 

公共下水道工事にご協力を 
 
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、市道は全面通行止め(夜間開放)、国

道は車道１車線規制による歩道工事（夜間開放）の交通

規制を行います。ご協力をお願いします。 
 

◆工事期間 11月中旬～平成28年３月中旬 

◆工事内容 公共下水道本管および接続管布設工事 

◆工事場所 不動宿・下子町 地内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市上下水道課 44-5311 

公共下水道工事にご協力を 
 
原・羽子 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、全面通行止(夜間開放)、片側交互通行など

の交通規制を行います。ご協力をお願いします。 
 

◆工事期間 11月上旬～平成28年３月中旬 

◆工事内容 公共下水道本管および接続管布設工事 

◆工事場所 原・羽子 地内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
問 市上下水道課 44-5311 

都市下水路改修工事にご協力を 
 

小島 地内において竜沼都市下水路改修工事を実施

します。工事期間中は、片側交互通行(約１か月間

は、24時間規制)の交通規制を行います。 

朝夕の混雑が見込まれますので、迂回のご協力を

お願いします。 
 

◆工事期間 11月中旬～平成28年３月中旬 

◆工事内容 横断ボックス布設（県道部） 

◆工事場所 小島 地内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市上下水道課 44-5311 

｢刃物研ぎボランティア｣開催 
 
 切れる包丁で楽しい料理をしましょう。 
 
◆日時 11月27日(金)午後１時～3時 

◆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 
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｢元気いばらき就職面接会｣開催 
 

若年者や離職者などの求職者を対象とした、合同

就職面接会を開催します。履歴書を複数枚、用意し

てご来場ください。 
 
◆日時 12月３日(木)午後１時10分～３時30分 

            (受付 午後０時30分～)  

◆場所 茨城県筑西合同庁舎 本庁舎 大会議室 

    [筑西市二木成615] 

◆対象者 若年者(学生を除く)や離職者などの求職者 

◆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 
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