
｢都市計画マスタープラン 

一部変更に係る説明会｣開催 
  
市では、都市計画マスタープラン一部変更(蚕飼

地域)を予定してます。 

下記のとおり説明会を開催します。 
   

◆期日 １月26日(火)午後７時～ 

◆場所 リフレこかい 多目的ホール 

◆内容 下妻市都市計画マスタープラン一部変更 
 

問 市都市整備課 45-8128 

入札参加資格審査申請の定期受付を実施します 
 

本市の建設工事、建設コンサルタント等および物品製造等に係る平成28年度の入札参加資格審査申請の追加

受付を下記により実施します。 
 

◆提出書類 

<建設工事> 
①電算入力用紙 

②一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書 

③経営事項審査結果通知書の写し 

④建設業法第３条第１項の規定による許可証明書の写し 

   ⑤営業所一覧表 

   ⑥工事経歴書(直前２年間の工事実績) 

   ⑦技術者経歴書(技術者名簿等)または各種合格証の写し 

 ⑧営業用機械器具調書 

   ⑨委任状(支店、営業所などに権限を委任する場合) 

 ⑩登記簿謄本(個人の場合は代表者の身分証明書) 

 ⑪主要取引金融機関名届出書 

 ⑫使用印鑑届 

   ⑬印鑑証明書   

   ⑭建設業退職金共済事業加入履行証明書  

 ⑮直前の納期到来分までの納税証明書の写し 

 ⑯直前1年分の財務諸表または決算書 

 ⑰特別徴収実施確認書(市内に本店を有する事業者のみ) 

<建設コンサルタント等> 

①電算入力用紙 

②一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書 

③登録証明書(登録または許可を得ている業務) 

④営業所一覧表 

⑤測量等実績調書(直前２年間の実績) 

⑥技術者経歴書(技術者名簿等)または各種合格 

 証の写し   

⑦委任状(支店、営業所などに権限を委任する場合) 

⑧登記簿謄本(個人の場合は代表者の身分証明書) 

⑨主要取引金融機関名届出書 

⑩使用印鑑届 

⑪印鑑証明書 

⑫直前の納期到来分までの納税証明書の写し 

⑬直前１年分の財務諸表または決算書 

⑭特別徴収実施確認書(市内に本店を有する事業者  

 のみ) 

<物品製造等> 

①電算入力用紙 

②一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書 

③物品納入経歴書(直前２年間の納入実績) 

④特約店・代理店認可証明書(特約店または代理店 

 である場合は証明書の写し) 

⑤委任状(支店、営業所などに権限を委任する場合) 

⑥登記簿謄本(個人の場合は代表者の身分証明書) 

⑦主要取引金融機関名届出書  

⑧使用印鑑届 

⑨印鑑証明書 

⑩直前の納期到来分までの納税証明書の写し 

⑪直前１年分の財務諸表または決算書 

 ※公的機関が発行する書類は、登録申請書の提出 

  日以前３か月以内のものとする。 

◆受付期間 

 2月１日(月)～29日(月) ※土・日・祝日を除く 

 午前9時～正午、午後1時～5時 

◆受付場所 市役所 本庁舎2階 財政課 

◆提出方法 ※郵送可(期限内必着) 

   A4ファイル左綴じ 

 ファイルの色 建設工事       【青】 

        建設コンサルタント等 【赤】 

        物品製造(役務の提供)等 【黄】 

※表紙に｢28年度入札参加資格審査申請書｣および｢商 

 号｣、背表紙に｢商号｣を記載 

※ファイルは留め具が金具でないものを使用 

◎市ホームページにおいて要項および申請書などの様式

がダウンロードできます。 
 

問 市財政課 43-2267 

平成27年度指定ごみ袋の引き換え 
 

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④」は1月

31日が引換期限となりますので、期限内の引き換えを

お願いします。 
 

問 市生活環境課 43-8289 

平成28年度 市･県民税等申告相談日程表 
 
 混雑を緩和するため、地区ごとに相談日と会場を指定しています。日程表を確認の上、できる限り指定日にお

越しください。指定日に都合がつかない場合、別地区の相談日・会場に来場しても差し支えありません。 
 
◆相談日時  
                            
 午前９時～11時、午後１時～４時 

※午前中に来場した方でも混雑状況によって、午後１時 

 以降の申告となる場合があります。 

 

 
申告相談日 対象地区 申告会場 

２月10日(水) 
大形 

千代川会場 

《千代川庁舎１階ホール》 

12日(金) 

15日(月) 

宗道・蚕飼 16日(火) 

17日(水) 

18日(木) 
千代川全地区・ 

豊加美・総上 

19日(金) 

豊加美・総上 

下妻会場 

《第二庁舎３階大会議室》 

22日(月) 

23日(火) 

24日(水) 

上妻 25日(木) 

26日(金) 

28日(日) 
休日相談日 

(市内全域) 

29日(月) 上妻 

３月１日(火) 

下妻 
２日(水) 

３日(木) 

４日(金) 

７日(月) 
騰波ノ江 

大宝 
８日(火) 

９日(水) 

10日(木) 
高道祖 

11日(金) 

14日(月) 
市内全域 

15日(火) 

◆番号札の配布時間と場所 
 
 ◇下妻会場  

      午前７時30分～開場｢第二庁舎玄関口」 

      開場～午後４時     ｢第二庁舎３階大会議室前」 

 ◇千代川会場  

      午前８時～午後４時 ｢千代川庁舎１階ホール」 

      ※午前11時からは<午後>分の番号札に切り替わ  

         り、午後４時をもって番号札の配布を終了 
 
◆同居・同世帯の親族以外の方が申告を代理する場合 
 
 委任状および委任された方の本人確認書類が必要  

 です。   

  ※同居であっても世帯分離されている場合は、委任 

   状が必要となります。 

◆市の申告相談会場で相談できない内容  
  

以下の内容は、市役所では受け付けできません。下 
館税務署での確定申告相談をお願いします。 
   
①青色で確定申告を行う事業主の申告  

②震災や水害・火災・盗難などにかかる｢雑損控除｣ 

 の適用を受ける申告  

   ③｢住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)｣の適 

   用を受ける申告  

   ※単独借入・連帯債務ともに受付不可  

 ④「住宅関連特別控除」の適用を受ける申告 

 ⑤株式・不動産などの譲渡所得、先物取引に係る雑 

  所得、上場株式などの配当所得の申告   

   ⑥平成26年分以前の確定申告と更正の請求 

 ⑦消費税・贈与税、および相続税の申告  

 ⑧確定申告書控えに「税務署受付」の押印を必要と 

  する方(市役所では確定申告書控えに受付印を押印   

  できません)  
問 市税務課  43-8192  

自動車税の納税は口座振替で 
  
 口座振替を利用すると預金口座から自動的に納税ができ、大変便利です。 

 手続きは、預金口座のある金融機関(ゆうちょ銀行を除く)で簡単にできますので金融機関への届出印をご持参の

上、お出かけください。なお、申し込みは、納税義務者(納税通知書に記載されている方)ごとになります。 
 

問 茨城県筑西県税事務所 総務課管理担当 24-9184 
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水道管布設替工事にご協力を 
 

前河原地内において水道管布設替工事を実施しま

す。工事期間中は、施工箇所において全面通行止め

(夜間開放)などの交通規制を行います。ご理解ご協力 

をお願いします。 
 

◆工事期間 1月中旬～2月下旬 

◆工事箇所 前河原地内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
問 市上下水道課 44-5311 

農道整備工事にご協力を 
 
 神明地内において農道整備工事を実施します。 

 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。ご理解ご協力をお願いします。 
 
◆工事期間   1月上旬～3月中旬 

◆工事箇所  図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
問 市農政課  44-0728  

公共下水道工事にご協力を 
 

小島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、全面通行止め(夜間開放)などの交通規制

を行います。ご理解ご協力をお願いします。 
 

◆工事期間 １月中旬～３月中旬 

◆工事内容 汚水管布設工事、マンホールポンプ設置   

      工事、流量計設置工事 

◆工事場所 小島地内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
問 市上下水道課 44-5311 

「電力小売全面自由化」説明会開催 
～ご存じですか、電力小売全面自由化～ 

  
平成28年4月から、一般家庭も、いま供給を受

けている電力会社だけでなく多様な事業者や料金な 

どを選べるようになります。   

 電気を供給する事業者を選ぶ際のポイントや留意 

点などの説明会です。 
 

◆日時 ２月９日(火)午後１時30分～３時 

◆場所 千代川公民館 視聴覚室 

◆講師 経済産業省 電力取引監視等委員会(予定) 

◆費用 無料 

◆定員 20人(定員になり次第締切) 
 

問 申 下妻市消費者友の会事務局 

               (市消費生活センター内)44-8632 

｢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。 

 履歴書を複数枚ご用意の上、ご参加ください。 
 
◆日時 １月29日(金)午後１時30分～３時30分  

            (受付 午後１時～3時)  

◆場所 茨城県土浦合同庁舎 

    本庁舎3階 第1会議室 

◆対象 若年者(学生を除く)や離職者などの求職者 

◆参加企業数 約20社 
 

問 いばらき就職支援センター県南地区センター 

   0298-25-3410 

就職の悩みはサポステで解決 
 

相談支援から本人に合わせたさまざまなサポート

実施により、就職決定のお手伝いをしています。ま

ずは出張相談会にお越しください。 
 
◆日時 １月28日(木)、２月25日(木) 

             午後２時～４時 

◆場所 下妻市勤労青少年ホーム 

◆費用 無料 

◆相談員 いばらき県西若者サポートステーション 

     相談員 

◆対象 就職で悩んでいる15～39歳の若者また 

     は保護者・関係者 

※前日までの予約制 
 

問 厚労省認定事業 いばらき県西若者サポート  

    ステーション 54-6012 

   hola@iw-saposute.org 

          http://www.iw-saposute.org 

｢第２回甲種防火管理新規講習会｣開催 
 
◆日時 ３月３日(木)～４日(金) 

    午前10時～午後４時50分 

◆場所 古河市生涯学習センター総和(とねミドリ館)  

    [古河市前林1953番地１] 

◆テキスト代 4,650円 ※申請受付時に徴収 

◆定員 120人 

◆申請受付 ２月１日(月)午前８時30分 ～  

※印鑑持参 

※定員になり次第締切 
 

問 申 古河消防署 予防係 0280-47-0120 

       下妻消防署 予防係 0296-43-1551 

       坂東消防署 予防係 0297-35-2129 

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(夜間開放)などの交通規制を

行います。ご理解ご協力をお願いします。 
    
◆工事期間 １月中旬～３月中旬 

◆工事箇所 肘谷地内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆工事箇所 江地内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
問 市建設課 45-8126 

工事箇所 

排水路整備工事にご協力を 
 
 谷田部地内において排水路整備工事を実施します。 

  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。ご理解ご協力をお願いします。 
 
◆工事期間 1月上旬～3月中旬 

◆工事箇所 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
問 市農政課 44-0728 

工事箇所 

袋畑 

豊加美 

小学校 

工事箇所 

mailto:hola@iw-saposute.org
http://www.iw-saposute.org


住民基本台帳カードおよび住民基本台

帳カードに格納する電子証明書の交付

が終了しました 
 

社会保障・税番号制度(以下、マイナンバー制度)

が始まったことにより、平成27年12月をもって住

民基本台帳カード(以下、住基カード)および住基

カードに格納する公的個人認証サービスの電子証明

書の交付が終了しました。 

すでにお持ちの住基カードや住基カードに格納さ

れた電子証明書は、有効期限満了日まで利用できま

す。 

なお、ｅ-Tax(国税電子申告・納税システム)によ

る確定申告などを利用の方は、電子証明書の有効期

限を確認の上、利用してください。 
 
※電子証明書は住所・氏名・生年月日・性別に変更

が生じた場合には、有効期限に関わらず自動的に

失効となります。 
 
 公的個人認証サービスについての詳細は、公的個

人認証サービスポータルサイトをご覧ください。 
   

問 市民課 43-8196  

       http:/www.jpki.go.jp/ 

被災者生活再建支援金の 

手続きはお済みですか 
 

平成27年9月の関東・東北豪雨により被害に遭わ

れた方で、｢半壊｣の認定を受けた住家の世帯主の方

に対し、下妻市被災者生活再建支援金が支払われま

す。お早めに手続きをお願いします。 
 
◆支給対象・支給金額  

｢半壊｣と認定された世帯の世帯主に対し 

◇単数世帯(一人世帯) 187,500円 

◇複数世帯 250,000円 

◆手続きに必要な書類 

◇被災者生活再建支援金支給申請書 ※印鑑必要 

◇住民票の写し(世帯全員分) 

◇｢半壊｣の記載がある｢り災証明書 ｣(コピー可) 

◇申請する方の通帳(コピー可) 

◆受付期限 3月31日(木)まで 
                                                       
問 市福祉課 43-8249 

「臨時福祉給付金」の申請は 

お済みですか 
 

｢臨時福祉給付金」とは、消費税の引き上げに際し、

所得の低い方々への負担を緩和するための臨時的な制

度です。申請期限は１月22日(金)となりますので、申

請がお済みでない方は手続きをお願いします。 
 
◆対象者 

基準日(平成27年１月１日)において下妻市に住民登  

録されている方で、平成27年度分市町村民税(均等 

割)が課税されていない方が対象です。ただし、課税 

者に扶養されている場合や、生活保護制度の被保護 

者となっている場合などは対象外となります。 

◆支給額 給付対象者1人につき、6,000円 

◆申請期限 1月22日(金)まで  

                  ※土日祝除く 

●給付をよそおった詐欺にご注意ください。 

●受付から支給までに審査のための時間がかかりま 

   す。ご了承ください。 
 

問 申 市福祉課 43-8249 

男女共同参画推進事業 

第１回｢フォトコンテスト｣開催 
 

お手伝いに挑戦中のお子さんや、毎日の日課で

あるラジオ体操など、皆さんの身近にある｢チャ 

レンジ精神｣をお待ちしています。 

スマートフォンやデジタルカメラで撮った写真

も大歓迎。お気軽に応募してください。 
 
◆テーマ 「カメラでとらえたチャレンジ精神」 

◆応募規定 市内在住・在勤の方  

                 １人2作品まで 

◆応募締切 2月15日(月) 

◆応募方法  

 ◇郵送または持参の場合 

    [〒304-0064下妻市本城町二丁目22番地] 

  市役所 市民協働課 男女共同参画係 

   ◇メールの場合  

  kyodo@city.shimotsuma.lg.jp  
◎応募用紙および内容詳細は、市ホームページを  

 ご覧ください 

◆展示 ①市役所 本庁舎１階 市民ホール  

             2月17日(水)～29日(月) 

    ②千代川公民館  ロビー  

     3月1日(火)～11日(金) 

    ◎来場者投票を行います。 

◆結果発表  

 最優秀賞1点 優秀賞2点 佳作7点 

 ホームページに掲載するほか、入賞者へご連絡 

 します。 
       

問 市民協働課 43-2114 

休日在宅当番医の変更 
     
 休日在宅当番医が変更になります。 

   
【変更前】１月17日(日)砂沼湖畔クリニック  

               ２月28日(日)まつだこどもクリニック 

               

【変更後】 1月17日(日)まつだこどもクリニック   

                2月28日(日)砂沼湖畔クリニック 
      

問 市保健センター 43-1990 

高血圧予防をこころがけ、生涯現役 

「高血圧講座」開催 
 
いつまでも元気で長生き。健康づくりの基本、｢血

圧」について学ぶ講座です。 

 

◆日時 ２月３日(水)午後２時～３時30分 

    (受付 午後1時30分から) 

◆場所 下妻保健センター  

◆内容 高血圧の講義 

◆講師 なかの循環器クリニック(牛久市) 

    中野 秀昭 氏 

◆対象者  下妻市民の方 

◆参加費  無料 

◆申込期間 １月12日(火)～29日(金) 

◆募集人数 50人(定員になり次第締切) 

◆その他 自宅のみそ汁など汁物の塩分濃度を測定し 

               ます。50㏄程度(汁のみ)持参 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

～私の骨を強くしよう～ 

「女性と骨そしょう症」 

女性のパワーアップセミナー開催 
 
◆日時 ２月12日(金)午前10時～正午 

            (受付 午前９時30分～) 

◆場所 下妻公民館 大会議室 

◆内容 骨そしょう症についての講話と運動 

◆対象者 下妻市民の女性(年齢不問) 

◆参加費 無料 

◆持参するもの タオル、飲み物、ヨガマット(持っ 

        ている方のみ)、運動靴 

◆申込期間 １月12日(火)～２月５日(金) 

◆募集人数 50人(定員になり次第締切) 

◎動きやすい服装で参加ください。 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

｢高道祖千草Ｂ古墳群現地説明会｣開催 
 
高道祖地区において、工業団地造成に伴い平成27

年９月から千草Ｂ古墳群の発掘調査を実施してきまし

た。 

調査の結果、14基の古墳をはじめ、旧石器時代の

石器製作所跡や縄文時代の落とし穴、古墳時代の住居

跡などが発見されました。また、人物埴輪や馬型埴

輪、ガラス玉などの多くの遺物が出土しました。 

調査成果の報告会を開催します。 
 

◆日時 １月30日(土)午前10時 

◆場所 高道祖・千草4196番地73ほか 

           (SMC株式会社下妻工場 北側) 

◆内容 千草Ｂ古墳群の調査成果の報告会 

◆時代 旧石器、縄文、古墳、平安時代 

※小雨決行・雨天中止 

※お車の場合、乗り合わせでご来場ください。 
 

問 市生涯学習課 44-8996 

｢親子スキーツアー｣開催 
 
◆日時 ２月13日(土) ※雨天決行 

午前５時出発、午後７時帰着予定 

◆集合場所 下妻市立総合体育館 北側駐車場 

◆会場 会津高原 だいくらスキー場 

◆参加費 ※リフト券、用具などレンタルは別料金 

       大人     4,000円 

             中学生  3,000円 

     小学生  2,500円 

◆募集人数 40人 ※定員になり次第締切 

◆申込締切 ２月４日(木) 

 ◇会費を添えて市役所生涯学習課へ申し込み。 

  申し込みの際は、印鑑が必要です。 

◆申込書設置場所  

 市役所 本庁舎１階 総合案内 

 市役所 千代川庁舎２階 生涯学習課 
 

問 サンドレイククラブ 43-0174(井上) 

市生涯学習課    45-8997 
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『陸上自衛隊予備自衛官補 

(一般・技能)』募集 
 
 普段は職場で働き、学校で学びながら、必要な技能の

ために訓練をし、その後、予備自衛官として任用しま

す。 
 
◆受付期間 ４月８日(金)まで ※締切日必着 

◆試験内容 筆記試験、口述試験、適性検査、身体検査 

◆応募資格  

   ◇一般…18歳以上34歳未満の方 

 ◇技能(医療・語学・車両整備・情報処理など) 

            …18歳以上55歳未満の方(保有する資格免許 

      により異なる) 

◆試験会場 ◇一般…霞ヶ浦駐屯地(土浦市右籾)予定 

                ◇技能…朝霞駐屯地(東京都練馬区) 

◆教育訓練場所 武山駐屯地(神奈川県横須賀市) 

◎詳細は、ホームページをご覧ください。 
 

問 自衛隊茨城地方協力本部 筑西地域事務所  

   22-7239 

 http://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/ 

地域活動支援センター煌(きらめき) 

出張相談 
 
 心の病について相談したい、対人関係で悩んでいる、

生活リズムを整えたい、部屋の掃除や洗濯がうまくいか

ない、福祉サービスについて知りたい、働きたいけど何

から始めたらよいかわからないなど､気軽に相談してく

ださい。 

精神保健福祉士の他、専門職員が相談に応じます。

ご本人はもちろん、ご家族の方もご利用ください。 
 
◆相談日時 ２月４日(木)午前10時～正午 

◆予約時間(約30分)  ①午前10時②午前10時30分 

              ③午前11時④午前11時30分 

◆相談場所 市役所 第二庁舎3階 小会議室 

◆費用 無料  

※予約制のため、前日までに要予約 
 

問 地域活動支援センター煌(きらめき)  

   0297-30-3071 

心身に障害をお持ちの方へ 

自動車税減免申請の出張窓口開設 
 
 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

け付けていますが、下記の日程で在住の市町村などに減

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25日(木) 

      午前10時～正午、午後１時～４時 

◆受付場所 市役所 第二庁舎３階 中会議室 

 ※新車、中古車新規登録に係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(住民票など) 

※減免の要件により手続きに必要な書類が異なります。 

 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 

所得税・個人消費税・贈与税 

確定申告会場を設置します 
 
◆期間 ２月16日(火)～３月15日(火)  

    ※土、日を除く 
 
◆場所 下館税務署 
 
◆受付時間  

 午前８時30分～(相談は午前９時～午後５時) 

 申告書の作成には時間を要しますので、お早 

   めにお越しください。 

※確定申告会場および駐車場は大変混雑し、 

   長時間待つ可能性があります。  

  来署する方は、最寄りの公共交通機関を利用 

  してください。 

 国税庁ホームページ｢確定申告書等作成コー 

 ナー｣を利用すると自宅などで確定申告書の作 

 成ができます。 

 書面で印刷して送付・e-Taxで送信(事前準備 

 が必要)のいずれかで提出してください。 
 

問 下館税務署 24-2121 

｢無料税務相談｣開催 
 
◆期日 ２月12日(金) 
 
◆対象者  

  (1) 年金受給者の方 

  (2) 給与所得者で医療費控除を受ける方 

  (3) 年の途中で就職・退職・年末調整の済んで 

    いない方 
 
◆時間・場所  

   ◇下館駅南口『セナミ学院』(下館駅南校) 

  午前９時30分～正午、午後１時～３時 

 ◇各税理士事務所(事前予約制) 

  午前９時30分～正午、午後１時～４時 
 
※駐車場のスペースが少ない(または、ない)ため 

 お車での来場はご遠慮ください。 

※住宅借入金等特別控除を受ける場合や収入  

   が600万円を超える場合などは、低額な料 

   金が発生する場合もありますので、事前連絡  

   の際に担当する税理士にお確かめください。 
 

問  関東信越税理士会 下館支部   

   25-5930 

       ※土・日・祝日を除く 

関東信越税理士会 下館支部以外は、各税理 

士事務所へお問い合せください。 

近所を犬のトイレにしていませんか 
リードでつないで袋を持って散歩しましょう 
 

わが家はきれいでも、地域の人は他人の飼い犬のフ

ンで困っています。飼い主は、食事の世話と同様にフ

ンを始末しなければなりません。 
 

「愛犬のフンは持ち帰る」 

 フンの処理から目をそむけないで。地域への配慮を

お忘れなく。持ち帰ったフンは臭い、衛生面に配慮を

して「可燃ごみ」として出してください。 

 ｢犬の放し飼いはやめましょう」 

  ノーリード散歩、公園で放す、夜間のみ放すことも含

みます。 
 

問 市生活環境課 43-8234 

猫が周りに迷惑をかけていませんか 
 
｢愛猫は室内で飼いましょう｣ 

自由気ままだからといって猫を外へ出すことは、ふ

ん尿やいたずらで周りの迷惑となり、近所トラブルの

原因になることもあります。猫を安全に飼養できるこ

とや、ご近所への気遣いのためにも「猫は室内飼養」

をお願いします。 
 

｢のら猫にえさをやらないで｣ 

 のら猫にエサをやっている人は『飼い主』とみなさ

れ、無計画に増える猫によるいたずらの責任を 

負わなくてはなりません。自分で飼えない猫には 

えさをやらないでください。 

学童クラブ「支援員」募集 
 

就労などで家庭に保護者のいない小学生を対象

に、遊びを中心とした保育を行っています。 
 
◆募集人員 若干名 

◆対象者 子ども好きで50歳までの健康な方 

     (支援員経験者・保育士・教員資格等をお 

      持ちの方歓迎) 

◆勤務地 騰波ノ江学童クラブ 

               (騰波ノ江小学校敷地内) 

◆勤務時間  

 平日開所時間(午後３時～６時) 

 長期休暇開所時間(午前８時～午後６時) 

 ※勤務時間については相談可 

◆給与 時給800円 

◆申込方法 履歴書を騰波ノ江学童クラブに郵送ま 

                  たは持参してください。 

        後日、面接の連絡をします。 

◆申込期限 随時 
 

問 申 騰波ノ江学童クラブ 44-3998 

     (平日午後3時～６時) 

新しい出会いを探してみませんか 

<結城会場>  

◇日時 ２月11日(木・祝)受付 午後１時～  
            午後１時30分～４時30分 
◇場所 結城市 結城市民文化センターアクロス 
◇対象 独身男女 30代・40代の方 各15人程度 

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

<古河会場>  
◇日時 ２月20日(土)受付 午後１時～ 
            午後１時30分～４時30分 
◇場所 古河市 とねミドリ館 
◇対象 Aコース 独身男女20代・30代の方  
                          各15人程度 

        Bコース 独身男女40代・50代の方  
                              各15人程度 

◇参加費 男性3,000円 女性1,000円 
<つくば会場>  

◇日時 ２月25日(木)受付 午後６時30分～ 
            午後７時～９時 
◇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15人程度 

      ※20代女性も参加可 
◇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  

info@bell-support.net   


