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平成28年度分の県民交通災害共済の加入受付を２
月１日(月)から開始します。
希望者は担当窓口へ直接お申し込みください。
◆担当窓口
◇下妻地区
市役所 本庁舎２階 消防交通課
◇千代川地区
市役所 千代川庁舎１階 くらしの窓口課
900円
500円

◆県民交通災害共済加入申込書(チラシ手書き用)
※チラシは１月末頃、封書で郵送
※小中学生は学校を通しての一括加入のため個
別申込不要
※ ４ 月 １ 日 以 降 の 申し 込 み は 、 共 済 期 間 が申 込
日の翌日から
◆共済期間
平成28年４月１日～平成29年３月31日
◆対象となる事故
① 共 済 期 間 中 に 日 本国 内 の 道 路 上 を 運 行 中の 自
動 車 ・ バ イ ク ・ 自転 車 な ど の 接 触 、 衝 突、 転
落、転覆などの事故にともなう人の死傷。
② 共 済 期 間 中 に 踏 切道 に お け る 電 車 な ど との 接
触、衝突の事故による人の死傷。

問
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１/２枚

市消防交通課 43-8309

マイナンバー制度開始に伴い、介護保険において
も各種申請・届出書類に個人番号欄が追加されま
す。申請の際、なりすましなどの不正を防止するた
め本人確認を行いますので、確認書類を提示してく
ださい。
◆個人番号欄が追加された主な申請書類
・介護保険認定、更新、区分変更申請
・被保険者証等再交付申請
・福祉用具購入、住宅改修申請
・介護保険料減免申請
◆確認書類
◇被保険者本人が手続きをする場合
・本人の個人番号が確認できる書類
・本人の身分証明書
◇代理人(ケアマネージャーなど)が申請する場合
・被保険者本人の個人番号が確認できる書類
・代理人の身分証明書
・委任状
※申請書の新様式は、ホームページよりダウンロー
ドできます
※介護保険被保険者証、負担割合証、負担限度額認
定証には、個人番号は記載されません

問

市介護保険課 45-8122

古布を出す際は天候にご注意を

砂沼浄水場(長塚地内)内において、平成27年９月関
東・東北豪雨の際に漂着したと思われるブルーシートに
包まれた自動車のタイヤが発見されました。
お心当たりのある方は、市役所上下水道課までお問い
合わせください。

古布は、そのまま着られるものは古着として海外
でリユースしたり、収集後、繊維に戻してからシー
ツや雑巾にリサイクルするなど、資源物として再利
用します。
収集の際に雨などによって濡れてしまうと、再利
用することができなくなるため、雨の日に出された
古布は、やむを得ず、全て焼却しています。
ビニール袋などにかぶせていても、再利用はでき
ませんので、古布の回収日が雨天の場合や天候不順
な場合は、次の回収日まで待って出すようにしてく
ださい。

問

問

砂沼浄水場への漂着物の確認

市上下水道課 44-5311

市生活環境課 43-8289

介護保険料(65歳以上)の減免申請
第１号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、
前年の合計所得金額や世帯の状況に応じて設定され
ますが、下記に該当する方は、申請により保険料の
減免制度が適用となります。

介護保険申請様式に個人番号欄が
追加されます

県民交通災害共済加入の
受け付けを開始します

◆会費 ◇大人(高校生以上)
◇子ども(中学生以下)

2016
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◆減免対象者および減免額
介護保険料の所得段階が下記に該当し、次の減免
基準をすべて満たす方(生活保護受給者を除く)
◇第１、２段階の方 保険料の2分の１
◇第３段階の方 保険料の3分の１
※なお、減免申請日において、納期限が過ぎてい
ない保険料(特別徴収の方は、徴収に係る月の
前々月15日までの申請)が対象となります。
◆減免基準
◇世帯員全員が市民税非課税であり、地方税法の
規定による所得がないこと。
◇世帯の年間収入金額が93万円以下(世帯員が２
人以上のときは、世帯員１人につき28万円を
加算した額)であること。
◇市民税課税者に扶養されておらず、かつ生計を
ともにしていないこと。
◇資産などを活用してもなお生活が困窮している
状態にあること。(預貯金などの総額が100万円
以下、世帯員が2人以上のときは150万円以下
であること)
◇原則、申請時に保険料の未納がないこと。

問

市介護保険課 45-8122

市立図書館 おはなし会/2月
参加は自由です。お気軽にお越しください。
<おはなしの花たば>
◇日時 2月13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 ２月28日(日)
午前10時30分～11時30分
◆場所 市立図書館 児童室(おはなしコーナー)

問

申

市立図書館 43-8811

市立図書館 開館カレンダー/２月
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※11日(木・祝)午前９時～午後５時まで開館
※24日(水)は、館内整理日のため休館

問

市立図書館 43-8811

被災中小企業事業継続支援補助事業
関東・東北豪雨災害の被災事業者を対象とした事
業継続支援補助金制度を設けました。
事業再開・事業継続を図るための経費について補
助し、災害後すでに修繕や購入したものについても
対象となります。
◆補助上限額 50万円(補助率は100％)
◆受付締切日 2月19日(金)
※郵送での提出不可
※補助金に限りがあるため締切日前
に、終了する場合あり
◆資料提出先 下妻市商工会
◎公募要領および申請様式は以下にあります。
市役所および下妻市商工会のホームページ
市役所千代川庁舎
下妻市商工会

問

市産業振興課 45-8993
下妻市商工会 43-3412

ごみ分別辞典サイト

｢ごみサク｣をご活用ください
ごみの出し方・分別方法を検索できる分別辞典
サイトの提供を開始しました。
出し方の分からない品目を検索欄に入力する
と、簡単にごみの分別方法が分かるようになって
います。
また、収集日カレンダーなどの便利な機能が多
数搭載されている『下妻市ごみ分別アプリ』も、
スマートフォンやタブレット端末をお持ちの方は
ぜひご活用ください。
◆ごみサク表示方法
市ホームページ→「くらし・手続き」→
「ごみの出し方・リサイクル」→
「下妻市ごみ分別辞典ごみサク」

問

市生活環境課 43-8289

あんきょ

道路横断暗渠改修工事にご協力を

吉田用水土地改良区総代総選挙

｢元気いばらき就職面接会｣開催

任期満了による吉田用水土地改良区の総代総
選挙を行います。

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。複数の企業の人事担当者と直
接会えるチャンスです。
履歴書を複数枚ご用意の上、ご参加ください。

あんきょ

唐崎地内において道路横断暗渠 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。ご理解ご協力をお願いします。
◆工事期間
◆工事箇所

1月下旬～3月上旬
図のとおり

◆選挙期日 ２月22日(月)
◆投票時間 午前９時～午後４時
◆投票場所 市役所千代川庁舎 1階 ホール
◆立候補届出期間 ２月15日(月)～16日(火)
午前８時30分～午後５時
◆立候補届出場所 市選挙管理委員会
(市役所 本庁舎２階 総務課)
◆選挙すべき総代の数 ３人

問

市選挙管理委員会 43-2115

◆開催日時 2月16日(火)(受付 午後１時～)
午後１時30分～３時30分
◆開催場所 茨城県水戸合同庁舎２階 大会議室
※公共交通機関をご利用ください
(JR水戸駅南口から徒歩約10分)
◆対象者 若年者(学生を除く)や離職者などの求職者
◆参加企業数 約30社

問

｢ひきこもり支援フォーラム｣開催
ひきこもりからの回復のためには、自立に困
難を抱える若者たちが適切な支援に繋がること
が必要です。当事者・家族、支援者の個別面談
にも対応します。

問

市農政課 44-0728

交流広場(仮)造成工事にご協力を
下妻丁地内において交流広場(仮)造成工事を実施しま
す。ご理解ご協力をお願いします。
◆工事期間 １月下旬～３月下旬
◆工事箇所 下妻丁地内

◆開催日時 2月25日(木)午後１時～５時
(受付 午後０時30分～)
◇第１部 講演会
午後1時～２時30分
◇第２部 合同相談会 午後２時30分～５時
◆開催場所
しもだて地域交流センター｢アルテリオ」
[筑西市丙372番地]
１階集会室 講演会
２階会議室 セミナー室
◆定員 100人
◆申込方法 電話またはファックス
◆申込締切 ２月12日(金)

問

筑西保健所 保健指導課 24-3965
Fax24-3928

『ちびっこ探検学校ヨロン島』
参加者募集
｢第40回ちびっこ探検学校ヨロン島」の参加者を募
集しています。春休みは、日本全国から参加する日本
人や外国人のお友達と一緒に、南の島｢ヨロン島｣で思
い出に残る楽しい体験をしてみませんか。
◆期間 ３月26日(土)～４月1日(金)
◆場所 鹿児島県 大島郡与論町
◆定員 日本人小学生
200人
在日外国人小学生 100人
◆参加費 149,000円(水戸駅発の場合)
◆日時 2月28日(日) 午後３時30分
◆場所 成栄ビル[東京都品川区西五反田7-9-5]
地下会議室A会議室
※ほか全国9か所で実施

問

市都市整備課 45-8128

無料電話相談

高齢者の住まいトラブル110番

申

公益財団法人 国際青少年研修協会
03-6417-9721

｢行政無料相談｣開催

サービス付き高齢者住宅、有料老人ホームなど
高 齢者の住 まいに おける、契 約、解約、退去、
サービス提供、入居一時金、保証人などの問題に
ついて相談を受け付けます。

行政について、お困りになっていることはありませ
んか。行政書士が無料でご相談に応じます。予約は不
要ですので、ぜひご利用ください。

◆日時 ２月15日(月)午前10時～午後４時
◆相談方法 電話相談(相談料無料)
◆電話番号 ※通話料は相談者負担
0570-073-165(全国統一ナビダイヤル)

◆日時 ２月２日(火)午後１時～４時30分
◆場所 市役所 千代川庁舎１階 ロビー
◆相談内容 農地の宅地転用と建設許可、建設業許可
と指名願、産業廃棄物収集運搬業などの
営業許可、会社設立、相続 など

問

茨城県弁護士会 029-221-3501

平成27年９月関東・東北豪雨の影響で、住宅や家
財などに損害を受けた方は、雑損控除または災害減
免法の適用により、平成27年分の所得税などの全部
または一部が軽減される場合があります。
下館税務署では、被害を受けられた皆さまを対象
に、申告相談会を開催します。
◆期日 ２月10日(水)
◆受付時間 午前８時30分～
(相談は午前９時～午後５時)
◆場所 下館税務署５階

問

下館税務署 個人課税部門 24-2121
[筑西市丙116番地16筑西しもだて合同庁舎]
(平日 午前８時30分～午後５時)

｢正職員就職面接会｣開催
正社員を目指す若者や厳しい雇用情勢が続く中
で、離職された方などの求職者の就職促進や就職機
会の拡大および人材確保を支援するため、正職員就
職面接会を開催します。
◆開催日時 2月19日(金)午後１時～３時30分
(受付午後０時30分～)
◆開催場所 しもだて地域交流センター
｢アルテリオ」１階 集会室
[筑西市丙372番地]

問

筑西公共職業安定所 22-2188

募集に伴い、各地で説明会を開催 ※予約不要、無料

問
下妻第一
高等学校

県労働政策課
いばらき就職生活総合支援センター
029-233-1576

関東・東北豪雨の影響による
被害を受けた皆さまへ

問

茨城県行政書士会 県西支部 25-2919

茨城県都市計画案の縦覧
茨城県が実施する｢都市計画区域マスタープラン｣
に係る都市計画案の縦覧について、都市計画法の規
定に基づき行います。案に対しご意見のある方は、
縦覧期間中に意見書を提出することができます。
◆内容 下妻都市計画区域マスタープランの変更
◆縦覧期間 ２月４日(木)～18日(木)
※土日、祝祭日を除く
◆意見書の提出方法
縦覧場所に備えた意見書に必要事項を記載し持参
または郵送 ※18日(木)必着
◆提出先 茨城県知事 橋本昌(茨城県土木部都市局
都市計画課扱い)あて
[〒310-8555 水戸市笠原町978-６]
◆案の縦覧場所 茨城県 土木部 都市局 都市計画課
市役所 第二庁舎2階 都市整備課

問

茨城県土木部都市局都市計画課
029-301-4592
市都市整備課 45-8128
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口腔がんは口の中の痛みや口内炎が治りにくいな
どの症状があり、喫煙や飲酒習慣でその発症リスク
が高まり高齢化に伴い年々増加しているがんです。
口の中で気になる事はありませんか。

２/２枚

高齢者肺炎球菌予防接種費用の一部を助成しています
～任意接種助成制度は平成27年度で終了します～
高齢者肺炎球菌予防接種について接種費用の一部を助成しています。平成28年3月31日までは、過去に接種
をしたことのない全ての方が助成対象となります。
◆対象接種期限 平成28年３月31日(木)まで
◆公費助成額 3,000円(1回のみ)

定期接種

対
象
者
任意接種

過去に肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがない方で、
◇平成28年３月31日の年齢が65、70、75、80、85、90、95、100歳の方
◇接種日に60歳以上65歳未満で、心臓・じん臓・呼吸器の機能・ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に
障害を有している方
※平成27年度に定期接種対象の方は、５年後は対象となりません
過去５年以内に肺炎球菌ワクチンの接種を受けていない方で、接種日に65歳以上の定期接種対象以外の方
※任意接種対象の方への助成制度は、３月31日で終了になります。次に助成の対象となるのは、定期
接種の年齢になる年です(ただし、昨年定期接種対象の年齢だった方は今後助成の対象にはなりませ
ん)

◆接種券について
◇定期接種対象の方には３月下旬に、市から接種券などを送付しています。必ず送付された接種券と保険証
を医療機関に持参し接種を受けてください。接種券を紛失してしまった場合は、接種する方の保険証など
を持参し、保健センターで再発行の申請をしてください。
◇任意接種を希望する方は、接種券などを交付しますので、接種する方の保険証などを持参し、保健セン
ターに申請に来てください。
◆接種できる市内医療機関 ※市外の医療機関については保健センターにお問い合わせください
医療機関名

電話番号

浅田医院
宇津野医院
加倉井皮膚科クリニック
軽部病院
菊山胃腸科外科医院
湖南病院
坂入医院
砂沼湖畔クリニック

44-3957
45-0311
30-5007
44-3761
44-2014
44-2556
43-6391
43-8181

医療機関名
とき田クリニック
とやまクリニック
中山医院
平間病院
古橋医院
古橋耳鼻咽喉科医院
三津山クリニック
渡辺クリニック

～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 ２月16日(火)午前10時～午後１時
◆場所 市役所千代川庁舎 １階
※400ml献血を優先します
※献血カードのある方は持参してください
市保健センター

問

市保健センター
43-1990

｢人権教育講演会｣開催

献血にご協力を

問

電話番号
44-3232
30-5010
43-2512
43-5100
44-2792
45-0777
48-9131
43-7773

43-1990

人権を身近な問題として実感できる講演会です。
◆日時 2月13日(土)午後3時～(受付 午後2時30分～)
◆場所 下妻市民文化会館 大ホール
◆演題 ～知らなかったではダメ～
笑いでコミュニケーションづくり
講師 落語家 笑福亭 学光 氏
◆主催 下妻市、下妻市教育委員会、
下妻市教育研究会

問

市指導課 44-0746

｢こころの健康づくり講演会｣開催

口腔がん検診

◆期日 ２月14日(日)
◆受付時間 ①午前８時45分～９時
②午前10時～10時15分
※受付時間は①、②のどちらかを選択
※受付後に講演会および口腔がん検診
◆場所 市保健センター
◆内容 ◇講演会 口腔がんについて(20分)
講師 筑波大学附属病院水戸地域医療教育
センター 水戸協同病院
歯科口腔外科教授 鬼澤浩司郎 氏
◇口腔がん検診(１人約20分)
歯科医師による診察
◆対象者 40歳以上の下妻市民
※平成27年2月8日に実施した口腔がん検診を受診
し、｢異常なし｣の者は除く
◆検診自己負担金 500円(当日徴収)
◆募集人数 35人(先着順)
◆申込期間 １月25日(月)～２月５日(金)
※定員次第締切

問

申

STOP自殺
東尋坊の命の灯台｢茂さん｣からの
メッセージ
「自殺の名所」というイメージが強い福井県の
東尋坊で、長年に渡り自殺防止活動に取り組んで
いる茂幸雄氏をお招きします。
自殺志願者の思いと取り巻く社会問題を学ぶこ
とができる内容です。
◆日時 ２月14日(日)
午前10時30分～正午(受付 午前10時)
◆場所 千代川公民館
◆講師 茂 幸雄 氏
NPO法人 心に響く文集・編集局 理事長
◆参加費 無料
※希望者は、当日お越しください

問

茨城県の特定最低賃金改定しました
茨城県の特定最低賃金が、次の①～④のとおり
改定しました。

市保健センター 43-1990

①鉄鋼業 〈時給額851円〉
②はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機
械器具製造業 〈時給額825円〉
③計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学
機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学
機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電
子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、
時計・同部分品製造業 〈時給額821円〉
④各種商品小売業 〈時給額795円〉
◆効力発生日 平成27年12月31日

『サッカーリーグ参加チーム』募集
平成28年度下妻リーグに参加する新規チームを募
集します。
◆参加資格
市内に在住または在勤する方で構成するチーム
◆開催期間 ４月～７月の日曜日(前期)
９月～11月の日曜日(後期)
◆試合方式 総当り戦
◆参加費 17,000円(市サッカー協会登録費含む)
◆募集期限 ２月26日(金)まで

問

プールの水の入れ替え、清掃および機械設備点検
などに伴い臨時休館します。
ご理解ご協力をお願いします。
◆臨時休館日 ２月16日(火)～19日(金)
※２月20日(土)から通常営業

問

問

市生涯学習課 45-8997

フィットネスパーク・きぬ
(ほっとランド・きぬ)臨時休館日

ほっとランド・きぬ

30-4126

市福祉課 43-8352

茨城労働局 労働基準部賃金室
029-224-6216
筑西労働基準監督署
22-4564

広報「しもつま」

『わがやのにんきものコーナー』
掲載希望者募集
～お子さんの写真を掲載してみませんか～
◆対象年齢 市内在住の１歳～３歳のお子さん
◆掲載内容 写真およびメッセージ
◎詳しくは、お問い合わせください。

問

申

市秘書課 43-2112

『ソフトボール体験教室』参加者募集

「公民館まつり」開催
市内の公民館・市民センターで学習・活動している受講生・クラブ員の方々の合同による成果発表の場と
して「公民館まつり」を開催します。
◆日時 ２月20日(土)・21日(日)午前９時～午後３時
◆場所 千代川公民館(千代川庁舎敷地内) ※入場無料
◆内容
〈発表部門〉２月21日(日)午前10時～午後３時
リトミック、合唱、オカリナ、ソーラン、フラダンス、ウクレレ、横笛、琴
〈展示部門〉２月20日(土)・21日(日) 午前９時～午後３時
おりがみ、草木染め、木目込、押し花、俳句、日本画，墨絵、絵画、陶芸、写真、筆ペン習
字、フラワーアレンジ、ちぎり絵、エコ、絵手紙、パッチワーク、生花、つるし雛、手編
み、カルトナージュ
〈体験部門〉
部門
手作りおやつ
料理
おりがみ
カルト
ナージュ

手編み

筆ペン習字

体験できる日時
20日
午後１時～３時
21日
午前10時～午後１時
20日・21日
午前10時～午後３時

場所

内容

定員

材料費

事前予約

調理室

ぬれせんべい

30人

100円

不要

調理室

お寿司・お吸い
物・デザート

500円

要

ロビー
入口

キャラクター他

15人
男女問わず
材料なくな
り次第

無料

不要

和室

しおり・カード
ケース作り

材料なくな
り次第

しおり無料
カードケース
100円

不要

マフラー・帽子

材料なくな
り次第

300円～
1,000円

のし紙など

材料なくな
り次第

20日・21日
午前10時～午後３時
20日
午前９時～午後３時
21日
午前9時～正午
20日・21日
午前10時～午後３時

レスト
ハウス
小会議室

◆材料費 各教室の材料代は当日徴収
◆対象者 市内在住・在勤、在学の方
※公民館は月曜・祝日休館となります

問

被災地を再現した街を舞台にした「東京直下72ｈ
ツアー」に参加し、首都直下地震の発災から避難まで
の行動を体験し、日頃から防災についてどのような備
えが必要なのか一緒に考えましょう。
◆日時 3月11日(金)出発 午前8時
帰着 午後5時予定
◆集合場所 市総合体育館裏
◆場所 そなエリア東京(東京臨海広域防災公園)
※昼食は浅草にて自由食
◆定員 市内在住・在勤の方 30人 ※定員次第締切
◆参加費 無料
◆申込締切 2月29日(月)

申

下妻市社会福祉協議会 44-0142

不要

『米粉を使った簡単料理』
参加者募集
在宅福祉サービスセンターあおぞら協力会員研
修会で料理講座を開催します。
会員に関わらず参加できます。
◆日時 ２月24日(水)
午前10時～午後０時30分
◆場所 下妻公民館 調理室
◆講師 いばらき米粉食品普及しよう会
谷田部 美千代 氏
◆参加費 500円
◆定員 20人
◆申込締切 ２月17日(水)

問

申

◆日時 2月27日(土)
午前9時30分～午後3時30分予定
◆場所 千代川運動公園 野球場
※雨天時 千代川中学校体育館
◆指導者
東京国際大学女子ソフトボール部監督
三科 真澄 氏(北京オリンピック金メダリスト)
◆対象者 小学5～中学3年生
◆持ち物 運動のできる服装、グローブ、バット、
水筒、タオル、弁当
※雨天時は体育館シューズ持参
◆参加費 無料
◆申込締切 2月8日(月)
◆申込書 市役所生涯学習課にあります。
市ホームページからダウンロード可

申

市生涯学習課 45-8997

下妻市社会福祉協議会 44-0142

『卓球大会参加者』募集
◆日時 ２月21日(日)午前9時開会
◆場所 千代川中学校 体育館
◆種目 ダブルス(男子ダブルス・女子ダブルス)
※男女混合の場合、男子ダブルスの部出場
◆参加資格
小学生以上で下記の項目のいずれかに該当する方
①市内に在住・在勤または在学の方
②市内の卓球クラブに加入されている方
③市内の中学校または高校を卒業された方
④大会本部が出場を認める方
※ペアの内１人でも上記の条件を満たしていれば
参加可
◆試合方法 予選リーグ後、決勝トーナメント
◆参加料 1ペア2,000円
※中学生以下は1ペア600円(当日徴収)
◆申込先 下妻市教育委員会生涯学習課
(市役所千代川庁舎2階)
[〒304-8555 下妻市鬼怒230番地]
※所定の申込書に記入の上、郵送してください
※申込書は市役所生涯学習課にあります
◆申込締切 ２月５日(金)必着
◆その他 試合当日のペアの変更不可

問

不要

千代川公民館 44-3141

『防災体験ツアー』参加者募集

平成31年に下妻市で少年男女ソフトボール競技が
行われる茨城国体に向け、北京オリンピック金メダリ
ストの三科真澄氏を迎えてソフトボール教室を開催し
ます。

問

※料理部門は事前予約要
◇料理部門申込先 下妻公民館 43-7370
◇料理部門申込期間 2月2日(火)～14日(日)

そなエリア東京(基幹的広域防災拠点)

問

無料

～オリンピック金メダリストに学ぼう～

下妻市卓球協会 44-3359(藤本)

｢ときめき婚活
バレンタインパーティー｣開催
◆日時 ２月14日(日)(受付 午前11時～)
午前11時30分～午後３時30分
◆場所 ORANGE CAFE(筑西市)
◆対象者 40歳以下の独身男・女各16人
※先着順
◆参加費 男性6,000円 女性2,000円

『高齢者はつらつ百人委員会』
委員募集

問

◆応募資格
県内に住んでいるおおむね60歳以上で、委員会の
活動にきちんと出席できる方。
※委員として５期10年務めた方を除く
※地方公共団体の長および議員は除く
※報酬・交通費はなし
◆任期 平成28年４月～平成30年３月31日
◆応募方法
はがきに住所・氏名(フリガナ)・年齢・性別・電話
番号と｢応募の動機、活動の抱負、社会活動歴な
ど｣を明記し、２月29日(月)までにお申し込みくだ
さい。(当日消印有効)

申

NPO法人メドウルミートクラブ
25-2678

県西地方交通事故相談所
交通事故に遭い、損害賠償や示談の仕方などでお困
りの方々の相談に応じるため、県筑西合同庁舎内に｢県
西地方交通事故相談所｣を設けています。
交通事故相談員による一般相談のほか、毎月1回、弁
護士相談も行っています。相談は無料です。
◆一般相談日時
平日 午前９時～正午および午後１時～4時45分
※毎週木曜日は休所日
◆弁護士相談日時
毎月第４水曜日午後１時～4時(要予約)

問

茨城県県西地方交通事故相談所 24-9112
[筑西市二木成615]

高齢者自らが地域の高齢者を対象に、健康づく
り、生きがいづくりに関する事業を企画し実施する
委員会です。

問

申

(福)茨城県社会福祉協議会
茨城わくわくセンター
029-243-8989
Fax029-244-4652
[〒310-8586 水戸市千波町1918]

