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３月のマイナンバーカード(個人番号カード)
交付日

住所や氏名が変わったら、マイナンバーの
通知カード等の記載事項変更が必要です

マイナンバーカード(個人番号カード)を申請され
た方には、地方公共団体情報システム機構からカー
ドが市民課に届き、準備ができ次第、順次『個人番
号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(はが
き)』(以下、交付通知書)を転送不要郵便で送付して
います。
マイナンバーカード交付には、窓口混雑と待ち時
間軽減のため、交付日時の予約が必要となります。
交付通知書が届いた方は、交付通知書に記載される
専用電話番号にて予約をとり、その日時に受け取り
をお願いします。平日の時間外および休日の交付日
を設けています。
また、３月の交付日は下記のカレンダーのとおり
です。
※交付通知書は、マイナンバーカードを申請されて
から約２か月程度で送付されます。マイナンバー
カードの交付を受ける際に必要になるものですの
で、失くさないでください
※予約専用電話は、予約が集中するとつながりにく
くなる場合があります

住所や氏名が変更となった場合は、マイナンバー
の通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号
カード)に新しい住所や氏名を記載する必要がありま
す。
住所変更や戸籍届出の際は、窓口まで持参してく
ださい。既に住所変更や戸籍の届出が済んでいる方
で、新しい住所や氏名が記載されていない方は、早
目に手続きしてください。
詳細は、市民課までお問い合わせください。

３月のマイナンバーカード交付日カレンダー
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市民課 43-8196

問

市民課 43-8196

『第20回鬼怒川流域交流Eボート大会
～茨城県大会～』参加チーム募集

日
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【交付受付時間】
●平日日中のみ 午前９時～11時30分、
午後１時30分～４時
▲平日時間外交付日 午前９時～11時30分
午後１時30分～４時
午後５時～６時
■休日交付日 午前９時～11時30分
午後１時30分～４時
×交付は行いません

問

◆担当窓口
市役所 本庁舎1階 市民課
市役所 千代川庁舎１階 くらしの窓口課
◆受付時間 平日 午前８時30分～午後５時15分

◆日時 5月15日(日) 受付時間 午前8時～
※小雨決行 ※予備日5月22日(日)
◆場所 鬼怒川河川敷[大形橋上流左岸]
◆競技方法
10人による手漕ぎ方式で、予選・決勝300mを
競う。タイムトライアル方式。一般の部はハンデ
戦とする。
◆チーム編成
1チーム10人以上12人以下の登録
※小学校4年生以上。男女混合可
◆参加費 10,000円
(責任者を含む小中学生のみチーム無料)
◆募集チーム数 一般の部、小学生の部、合計で
40チーム(先着順)
◆申込期限 4月8日(金)必着
◆参加申込書 市役所産業振興課または市ホーム
ページからダウンロード

問 申

市産業振興課 44-0732
http://www.city.shimotsuma.lg.jp/

～国民健康保険の手続き～ １４日以内に届出を
こんな場合は手続きを
職場の健康保険をやめたとき
国保に 下妻市に転入したとき
加入する 子どもが生まれたとき
生活保護を受けなくなったとき
職場の健康保険に入ったとき
後期高齢者医療に移るとき
国保を
下妻市から転出するとき
やめる
死亡したとき
生活保護を受けるようになったとき
市内で住所が変わったとき
世帯主や氏名が変わったとき
その他 世帯を分けたり、一緒にしたとき
保険証をなくしたとき
修学のため、別に住所を定めるとき

手続きに必要なもの
職場の健康保険をやめた証明書、印鑑
印鑑
母子手帳、保険証、印鑑
保護廃止決定通知書、印鑑
両方の保険者証(職場の保険証が未交付の時は加入したことを証明するもの)、印鑑
保険証、印鑑
保護開始決定通知書、保険証、印鑑
保険証、印鑑
身分を証明するもの(免許証など)、印鑑
在学証明書、保険証、印鑑

問
国民健康保険被保険者証(保険証)が
更新されます
｢国民健康保険被保険者証(保険証)｣は、毎年４月１
日に新しいものに変わります。平成28年度の保険証は
世帯ごとに３月下旬に郵送します。
個人ごとの保険証ですので、届いたら必ず保険証枚
数と記載内容をご確認ください。
※国民健康保険税が未納になっている世帯は、保険
証は郵送されません。後日、納税相談の通知を郵送
します。指定日に来庁してご相談ください

～保険証郵送を簡易書留で希望する方～
保険証は普通郵便で送付しますが、簡易書留によ
る送付を希望する方は、事前申し込みください。
※平成27年度以前の国民健康保険税が完納されてい
ない場合などは、郵送での対応はできません
◆申込方法
◇窓口で申し込む場合
市役所 本庁舎1階 保険年金課
市役所 千代川庁舎１階 くらしの窓口課
上記へ310円分の切手と保険証(番号確認のた
め)を持参
◇郵便で申し込む場合
世帯主氏名、住所、電話番号、保険証番号、簡易
書留希望と明記の上、310円分の切手を同封して
市役所保険年金課へ送付
[〒304-8501 下妻市本城町2-22]
◆申込期限 ３月10日(木) ※必着

問

市保険年金課 45-8124

市保険年金課 45-8124

～ジェネリック医薬品希望カードを
ご利用ください～
◆ジェネリック医薬品とは
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、最初に作られ
た薬(先発医薬品：新薬)の独占販売期間が終了した
後に発売が許可される医療用医薬品で、新薬より安
価な薬です。
◆安全性は大丈夫？
新薬と同じ主成分のもとで開発・製造され、厚生労
働省のジェネリック医薬品承認基準をクリアしてい
る安心・安全な薬です。
◆ジェネリック医薬品希望カードの使い方は
すべての薬にジェネリック医薬品があるとは限りま
せん。治療内容によっては適さない場合もあります
ので、まずは医師に相談し、薬の選択や使用方法に
ついては薬剤師に相談してください。その際、カー
ドを提示すると希望を伝えやすくなります。

～臓器提供意思表示にご協力ください～
臓器移植医療に対する理解を深めていただくよう保
険証の裏面に｢臓器提供意思表示欄」が設けられてい
ます。
意思表示欄への記入は任意であり、記入を義務づけ
るものではありませんが、少しでも多くの方のご協力
をお願いします。

問

市保険年金課 45-8124

住民票・印鑑登録証明書の発行停止
住民基本台帳システムの改修作業のため、住民票の写しおよび、印鑑登録証明書の発行業務を終日停止します。
ご理解ご協力をお願いします。
◆業務休止日 ３月12日(土)、13日(日)

問

市民課 43-8196

農業者年金をご存知ですか

皆さんの意見をお聞かせください～パブリックコメント～
市では、計画案を公表し、皆さんの意見を聞くパブリックコメントを実施しています。
計画(案)の
名称
募集期間
閲覧場所
募集対象
意見の提出
方法
意見の
取扱い

問

申

下妻市まち・ひと・しごと創生
下妻市公共施設等マネジメント基本方針(案)
人口ビジョン・総合戦略(案)
※公共施設やインフラの老朽化に対応するため、長期的
※まち・ひと・しごと創生法に基づき、将来の下妻市
な視点で更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行う
の姿を見据えた「人口ビジョン」と人口ビジョンの
ことで、将来の財政負担の低減・平準化を目指す基本
実現に向けた、平成31年度までの事業戦略案
方針案
２月23日(火)～３月９日(水)
・市ホームページ
・市ホームページ
・市役所 本庁舎2階 企画課
・市役所 本庁舎2階 財政課
・市役所 千代川庁舎1階 くらしの窓口課
・市役所 千代川庁舎1階 くらしの窓口課
市内在住・在勤・在学している方
市内に事務所または事業所を有する個人および法人、その他の団体
郵送・FAX・電子メールまたは担当課へ持参のいずれかの方法で提出してください。
なお、書式は、閲覧場所にあるもの、または市ホームページからダウンロードしてご利用ください。
※提出する場合は、ご意見とともに、住所、氏名(法人・団体の場合は名称および代表者氏名)、電話番号をご記入
の上、提出してください
お寄せいただいた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・氏名など
個人を特定する情報は一切公表しません)。また、個別の回答は行いません。
※電話、口頭でのご意見や住所・氏名などが明記されていないものは受付できません
市企画課 43-2113 FAX43-1960
市財政課 43-2235 FAX43-4214
〒304-8501下妻市本城町2-22
〒304-8501下妻市本城町2-22
E-mail kikaku@city.shimotsuma.lg.jp
E-mail zaisei@city.shimotsuma.lg.jp

砂沼荘の利用料金が変わります
平成28年４月１日から、砂沼荘の利用料金が変わります。
◆施設利用料金(１日当り)
○多目的ホールや会議室、マッサージ機や運動器具等が利用でき
ます。
市内居住者
区分
利用料(1人当り)
未就学児
無料
小・中学生
100円
一般
200円

市外居住者
区分
利用料(1人当たり)
未就学児
100円
小・中学生
200円
一般
500円

※市内居住者には、市内にある事業所・学校等に在勤・在学して
いる方を含む
※区分の『一般』は、未就学児、小・中学生以外のすべての方
※障害者手帳をお持ちの方は、利用料の減免制度あり(市内居住
者のみ)
※自販機・カフェコーナー、芝生広場、ウッドデッキは無料開放
※開館時間 午前９時～午後４時
※閉館日 毎週月曜日、祝日、年末年始
◆カラオケ利用料金
○多目的ホール、和室の通信カラオケ機器が利用できます。
カラオケ１曲

100円(チケット方式)

※個人利用 チケット10枚(1,000円)購入で、１枚無料サービス
※団体利用 10人以上で利用の場合、チケット５枚無料サービス
※チケット有効期間：発行日から３ヶ月以内有効
※チケットの払戻し不可

問

申

下妻市福祉センター砂沼荘 44-5577
[〒304-0028 下妻市下木戸493番地６]

『道路ふれあい月間』推進標語募集
国土交通省では、毎年８月を「道路ふれ
あい月間」として、道路の愛護活動や道路
の正しい利用の啓発等の各種活動の推進に
努めています。この一環として、平成28年
度「道路ふれあい月間」推進標語を広く一
般から募集します。
道路は、国民の日常生活や経済活動に欠
くことのできない基本的な施設ですが、あ
まりにも身近な存在であるため、その重要
性が見過ごされがちです。
そこで、この推進標語の募集を通じて、
道路の役割や重要性を改めて認識していた
だき、道路を常に広く、美しく、安全に利
用していただくことを目的としています。
◆テーマ
道路は、生活の向上と経済の発展に欠く
ことのできない国民共有の、つまりあな
たの財産です。みんなが道路と親しみ、
ふれあい、常に広く、美しく、安全に、
共に楽しく利用し、子孫に受け継いでい
きます。
◆募集期限 3月31日(木)まで ※必着
詳しくは、国土交通省ホームページで
http://www.mlit.go.jp/report/press/
road01_hh_000608.html

問

市建設課 45-8125

女性や農業後継者の方の加入が増えています
農業に従事している方で、以下に該当する方が加入で
きます。
◎60歳未満国民年金第１号被保険者
(国民年金保険料納付免除者を除く)
◎年間60日以上農業に従事している方
保険料は自分で選べ、いつでも見直しできます。
◎自分が必要とする年金額の目標に向けて保険料を
自由に決められ、いつでも見直すことができま
す。(月額20,000円から67,000円の間で千円単
位)
◎積立方式・確定拠出型の年金制度ですので少子高
齢時代でも安心です。
税制面で大きな優遇措置があります。
◎支払った保険料は全額が社会保険料控除の対象と
なり、所得税・住民税が節税になります。
認定農業者など一定の要件を満たす方には、保険料の
国庫補助があります。
◎40歳までに加入の方で認定農業者で青色申告を
している方やその方と家族経営協定を結んだ配偶
者・後継者の方など一定の要件を満たす方には、
保険料の国庫補助があります。
老後の備えは国民年金プラス農業者年金でしっかり
積立てがっちりサポートしましょう。
興味のある方は、お気軽に農業委員または農業委員
会事務局へお問合せください。

問

市農業委員会事務局 45-8991

家畜の飼養状況の報告
愛玩用の家畜を飼育されている方は、家畜伝染病予
防法により毎年2月1日現在の飼育頭羽数等を県に報
告することになっています。
報告が必要な家畜は、以下のとおりです。
◇牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、いのしし
◇鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ
鳥、七面鳥
上記の家畜を１頭(羽)でも飼育していれば、ペットで
あっても、報告が必要です。
※犬、猫、うさぎ、インコなどは対象となりません
報告用紙など詳しいことは茨城県県西家畜保健衛生
所までお問い合わせください。

問

茨城県県西家畜保健衛生所 52-0345
FAX52-4870
seichiku01@pref.ibaraki.lg.jp
[〒300-4516 筑西市新井新田42番地4]

学校施設環境改善交付金事業の
事後評価原案の公表における意見の募集
平成24～26年度にかけ、下妻小学校、騰波ノ江小
学校、上妻小学校、高道祖小学校の校舎を「学校施設
環境改善交付金」を活用し、耐震補強・改修工事に取
り組んできました。
交付金事業は事業終了後に事後評価を実施すること
により、市が策定した施設整備計画の目標達成状況等
を確認して、交付金がもたらした成果を客観的に検証
し、公表することとされています。
この度、事後評価原案をまとめましたので、下記の
とおり公表し、意見を募集します。
◆事後評価原案の閲覧方法
◇ホームページ閲覧 2月25日(木)～ 3月9日(水)
http://www.city.shimotsuma.lg.jp/
◇担当窓口での閲覧 2月25日(木)～ 3月9日(水)
※土日祝日を除く午前9時～午後5時
市役所学校教育課にて閲覧可能
◆申込方法 電話・ファックス・Ｅメール

問

市学校教育課 45-8994
Fax43-9608
gakko@city.shimotsuma.lg.jp

『春のいけ花体験教室』参加者募集
お友達やご家族と春の花をいけて楽しみませんか。
◆日時 ３月26日(土)午前９時30分～11時
◆場所 下妻公民館２階学習室
◆対象 幼児(５歳)～大人 ※幼児は保護者同伴
◆参加費 １人900円(教材費)
◆持ち物 新聞紙、タオル
※はさみ、器のある方は持参可
◆申込期限 ３月10日(木)

問

申

下妻市華道文化協会(高野) 43-1775

茨城県臨床心理士会
第17回こころの健康電話相談
茨城県臨床心理士会では日本臨床心理士会と協力し
て地域の皆さんの｢こころの悩み｣について臨床心理士
による電話相談を実施します。
◆日時 ３月６日(日)午前９時～午後５時
◆相談料 無料(通話料金はご負担ください)

問

申

茨城県臨床心理士会
029-232-3721(当日限り)
029-232-3722(当日限り)
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『鬼怒フラワーライン草取り交流会』
参加者募集
平成27年10月、ボランティアの皆さんにご協力い
ただき種蒔したポピーが、すくすく育っているところ
ですが、草もたくさん生えてきました。花畑に素敵な
花が咲きますように、ご家族・お友達と一緒にご参加
ください。
◆日時 ３月13日(日)午前９時開会
※雨天の場合、３月20日(日)に延期
◆場所 鬼怒フラワーライン(大形橋上流)
※鎌、軍手、長靴を持参

問

市都市整備課 43-8356

わらべうた・あそびランド

『小さな春を見つけよう』参加者募集
あたたかくなると木の芽や草の芽が伸び、林の中の
小動物や昆虫が活発に動き出します。野山に出て、小
さな春を一緒に見つけませんか。
◆日時 ３月27日(日)午前９時30分～正午
※雨天中止
◆場所 小貝川大橋東側堤防および林
(ネイチャーセンター駐車場集合)
◆参加資格 ３歳～小学６年生までの親子
◆募集人員 100人程度
◆参加費 無料
◆持ち物 お弁当(おにぎり)、水筒、レジャーシート
はさみまたはナイフ(草摘み用)
◆申込締切 ３月22日(火)

問

申

わらべうたあそびランド事務局
(市生涯学習課) 45-8995

蚕飼地区まちづくり推進委員会

｢ウォーキング大会｣開催

2016

２

No.２

25

２/２枚

ふるさと博物館 図書館移動展示

「学校のたからもの～学び舎の思い出～」
開催
平成27年９月の関東・東北豪雨による水害のため、
ふるさと博物館が臨時休館となりました。そこで、博物
館再開までの間、市立図書館にて「学校のたからもの～
学び舎の思い出～」の移動展示を行い、地域の皆さまに
思い出深い学び舎を紹介します。
◆期日 ３月１日(火)～８月31日(水)予定
<展示予定>
◇３月１日(火)～４月30日(土)
下妻小学校・上妻小学校・総上小学校
◇５月１日(日)～６月30日(木)
大宝小学校・騰波ノ江小学校・豊加美小学校・高道
祖小学校
◇７月１日(金)～８月31日(水)
蚕飼小学校・宗道小学校・大形小学校
※図書館の開館日・開館時間のみになります
◆展示内容
◇市内小学校の歩みを紹介する展示(写真パネル・教
科書・学校で使われていた資料など)
◇昔の民具の展示
◆展示場所 市立図書館２階 展示ギャラリー

問

ふるさと博物館 44-7111

生ごみ処理機器購入補助金

3月1日から｢セット健診｣・｢胃がん検診｣の予約受付が始まります
日程

会場

4月17日(日)

下妻保健
センター

4月20日(水)
21日(木)

千代川
公民館

4月22日(金)
6月23日(木)
28日(火)

下妻保健
センター

対象者
(平成29年3月31日現在の年齢)

内容

◇セット健診
(健康診査＋胃がん検診)

4月27日(水)

6月29日(水)
30日(木)

下妻保健
センター

◇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
・30～39歳の方(保険証不問)
・40～74歳の方(国保加入者)
【条件】
健診と胃がん検診、両方を受
診できる方に限ります。
◇健康診査のみ
・39歳以下の方(保険証不問)
・40～74歳の方(国保加入者)
◇胃がん検診のみ
・30歳以上の方
※75歳以上の方はお問い合せく
ださい

◆健(検)診費用
健(検)診項目
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

◆予約の仕方
自己負担額
2,000円
１．健診の内容を確認する。
1,500円
(上記表の｢セット健診｣｢健康診査の
500円
み｣｢胃がん検診のみ｣の中からお選

健(検)診料金
12,419円
7,559円
4,860円

※ご希望であれば、下記の検診も一緒に受診できます。
肺がん・結核検診

1,404円

前立腺がん検診(40歳以上男性)
肝炎ウイルス検査(40歳以上の未実施者)
大腸がん検診(30歳以上)

2,376円
3,240円
1,728円

問

申

｢ セ ット 健 診 ｣は 、 「健 康 診 査」と
｢胃がん検診」が同時に受けられます。
両方ご希望の方は、ぜひ｢セット健診」
を予約し、快適に健診をお受けくださ
い。
※胃がん検診のみ希望の方は、4月27
日(水)、6月29日(水)、6月30日(木)
のいずれかを選びご予約ください。
※健康診査のみ希望の方は、5月から
の集団健診を受診してください(日程
は3月10日号と一緒に配布予定「保
健センター予定表」掲載)

39歳以下 700円
40～64歳 300円
65歳以上
無料
500円
500円
300円

市保健センター 43-1990

おはなし会/３月

びください)
２．希望の日程・受付時間を決める。
【受付時間 ①午前7時 ②午前8時
③ 午前9時 ④午前10時】
３．下妻保健センターに電話または来所
にて申し込む。
◆予約受付期間 ３月１日(火)～31日(木)
※定員になり次第締切

市立図書館 開館カレンダー/３月
日

月

火

水

木

金

土

１

２

３

４

５

８

９

10

11

12

15

16

17

18

19

25

26

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 ３月12日(土)午前10時30分～11時30分
午後２時～３時
「あかちゃんのためのおはなし会」
◇日時 ３月16日(水)午前11時～11時30分
◇対象 ０～２才児(保護者同伴)
「にちようびのおはなし会」
◇日時 ３月27日(日)午前10時30分～11時30分

６
13

７
休館
14
休館

20

21

22
休館

23

24

27

28
休館

29

30
休館

31

生ごみの減量化と堆肥化の促進を図るため、生ごみコ
ンポスト・機械式処理機を購入した方に補助金を交付し
ています。補助金を希望する方は、印鑑・通帳・領収
書・仕様書を持参の上、市役所生活環境課までお越しく
ださい。

◆場所 市立図書館 児童室(おはなしコーナー)

※21日(月)は祝日のため午前９時～午後５時開館
※30日(水)は、館内整理日のため休館

問

問

問

市生活環境課 43-8289

市立図書館 43-8811

市立図書館 43-8811

◆日時 ３月６日(日) ※小雨決行
受付 午前９時 出発 午前９時30分 （荒
◆集合場所 やすらぎの里しもつま
ふるさと交流館「リフレこかい」
◆コース 約５ｋｍコース・約７ｋｍコース
◆その他 当日受付のみ。参加賞あります。

平成27年度指定ごみ袋の引換

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

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⑤⑥⑦」は平成28年3月31日が引換期限と
なります。期限内の引き換えをお願いします。

◆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

問

リフレこかい 30-0070

市生活環境課 43-8289

～お子さんの写真を掲載してみませんか～

問

申

市秘書課 43-2112

水道に関する不審メールにご注意ください
最近、「水道料金が未納なため、給水を停止しま
す」や「断水のお知らせ」などの文面とともに、不
審なサイトに誘導するリンクが添付されている不審
なメールが届いているという事例があります。
市役所上下水道課では、メールで水道料金に関す
ることや断水をお知らせすることはありません。こ
のようなメールを受信した場合、返信したり、リン
クをクリックしたりせず、メールを削除してくださ
い。

問

市上下水道課 44-5311

『市軟式野球連盟 登録チーム』募集
市軟式野球連盟では、平成28年度登録チームを募
集します。登録して、各種大会に出場してみません
か。
◆登録内容および登録費
◇一般登録(市内在住、在勤者で構成したチーム)
・支部登録
(高松宮賜杯大会、天皇賜杯大会などに出場可)
15,000円 ※別途１予選につき5,000円
・連盟登録
(市長杯大会、会長杯大会に出場可)
15,000円
◇学童登録(市内小学生で構成したチーム)
・学童部登録 15,000円
◆申込締切 ３月10日(木)
※土日祝日を除く午前８時30分～午後５時
◆申込先 市役所 千代川庁舎2階 生涯学習課
※登録費は申込時に納入してください。

問

市軟式野球連盟事務局

43-0707(大山)

不法投棄110番
産業廃棄物の不法投棄(散乱・埋め立て・積み上
げ・焼却)、違法な土砂による盛土などを見かけた
ら、情報提供をお願いします。
※危険ですので、投棄をしている者とは接触しない
でください

問
県不法投棄110番(フリーダイヤル)
0120-536-380
県不法投棄対策室
029-301-3033
県西県民センター環境・保安課
24-9127
市生活環境課
43-8234
※休日や夜間は、下妻警察署
43-0110

ハンセン病にかかったことは
ありませんか
～補償金の申請手続期限が迫っています～
過去にハンセン病にかかったことがある方に
は、国から補償金(和解一時金)が支払われていま
す。(すでに亡くなられた方も対象)
申請手続の期限が迫っています。訴訟の手続き
が必要ですので、余裕をもってご相談ください。
◆補償金の対象者
◇すでに国から補償金(和解一時金)を受け取っ
た方は、対象とはなりません。
◇対象者がお亡くなりになっている場合は、御
遺族(法定相続人)にお支払しています。
◆申請手続期限 ３月31日(木)

問

『第1８回茨城県ゆうあいスポーツ大会』参加者募集
心身に障害を持つ方を対象にしたスポーツ大会です。参加希望者はお申込みください。座席に空席が出た場合
は、事業所から参加される選手の保護者も送迎します。心身障害児者優先のため、申込締切後に連絡します。
◆日時 ５月22日(日)、５月29日(日)、6月４日(土) 開会式 午前10時(集合時刻 午前9時30分)
◆場所 笠松運動公園、ひたちなか市総合運動公園(サッカー)、水戸グリーンボール(ボウリング)
◆予備日 ６月５日(日)陸上競技、フライングディスク
◆申込期限 ３月11日(金) ※レクリエーション競技および屋外団体競技は、荒天の場合中止
競技
内容

開催日

会場
対象者

相談窓口(いずれかに御相談ください)
公益財団法人 沖縄県ゆうな協会
098-832-9528
法律事務所
098-938-4381
厚生労働省(難病対策課)
03-5253-1111(内線2369)
｢ハンセン病の補償金について｣とお伝えくだ
さい。担当者が対応します。
※家に保健所や病院の方が来ることはありま
せん
※名前が公表されることはありません

問

個人競技
団体競技
陸上･水泳･卓球･フライン バスケットボール、ソフトボール、バレー
グディスク・ボウリング
ボール、サッカー、フットベースボール
５月22日(日)：卓球、ボ ５月22日(日)ソフトボール、フットベース
ウリング
ボール
５月29日(日)：陸上、フ ５月29日(日)：バスケットボール、バレー
ライングディスク
ボール、サッカー
６月４日(土)：水泳
笠松運動公園、その他
笠松運動公園、その他
県内に居住または県内の施設、学校または職場に在籍している年齢13
歳以上の知的障害を有する者(平成２８年4月1日現在)

レクリエーション競技
大玉おくり・お菓子取り徒競走など
５月22日(日)：大玉おくり・お菓子
取り徒競走など

笠松運動公園
県内に居住または県内の施設、学校ま
たは職場に在籍している心身障害児者

市福祉課 43-8352

『下妻市グラウンドゴルフ協会』
平成28年度会員募集

あなたも菊をつくってみませんか
『下妻市菊花会新規会員』募集
下妻市菊花会では現在会員を募集しています。
菊づくりが初めての方でも、初歩から栽培法を学
べますのでご安心ください。

◆応募期限 3月18日(金)まで

◆入会資格 市内在住・在勤者で60歳以上の方
◆会費 年間2,000円
※スポーツ保険(別途1,000円)は希望者のみ加入
◆活動内容
◇定期練習 毎週水曜日 午後１時～午後３時
※雨天の場合翌日
６～９月は午前９時～午前11時
◇競技会 月例会(6月、9月、12月、2月の年４回)
市長杯・市民グラウンドゴルフ大会(10月)
◆その他 クラブ、ボールは協会で用意します。
◆申込方法 所定の入会申込書に必要事項を記入し、
年会費を添えて申し込み
◆申込締切 ３月23日(水)午後５時 ※締切後も随時受付
◆申込先 千代川運動公園ふれあいハウス
43-8110
※月曜除く午前８時30分～午後５時

◆応募資格 県内在住の20歳以上の方

問

『茨城県男女共同参画推進員』募集
県内各地域で茨城県男女共同参画推進条例等の
普及啓発活動や、情報提供を行うなど、県の取り
組みに協力していただける方を募集します。
◆委嘱期間 2年間

◆応募方法 レポート400字以上
テーマ「男女共同参画を推進するための必要な
取り組みについて」
※選考を行った上で、委嘱します
※詳細は、ホームページをご確認ください

問 申
茨城県知事公室女性青少年課 女性プラザ
男女共同参画支援室
【〒310-0011 水戸市三の丸1-7-41】
029-233-3982 Fax029-233-1330
http://www.pref.ibaraki.jp/bugai/josei/
danjo/danjo-index.html

下妻市グラウンドゴルフ協会 43-4045(大山)

◆対象 市内在住の方
◆年会費 3,000円

問

市産業振興課 44-0732

『社会福祉協議会臨時職員』募集
募集職種
募集人員
業務内容
応募資格
勤務地

「高齢者の健康増進について」講演会開催
勤務時間

◆日時 3月24日(木)午後1時30分～３時
◆場所 下妻公民館 大会議室
◆講演 茨城県理学療法士会会長 斉藤 秀之 氏
(医学博士・専門理学療法士)
｢高齢者の健康増進について－介護予防における
シルバーリハビリ体操への期待－｣
◆参加費 無料
◆主催 下妻シルバーリハビリ体操指導士会
※参加希望者は当日会場に直接来場

問

市介護保険課 43-8338

賃金等
雇用期間
試験内容
募集期限
提出書類

問

申

一般事務(臨時職員)
若干名
・地域福祉事業に関する業務全般
・一般事務処理
・普通自動車運転免許
・パソコン操作できる方
(ワード、エクセル必須)
社会福祉協議会事務局
午前８時30分～午後５時15分
月～金曜日
※土日祝日、その他、当会規程による特別休
暇制度あり
時給賃金制 時給890円、社会保険等完備
平成28年４月１日～平成29年３月31日
(契約更新なし)
【面接】日程 3月15日(火)予定
時間 別途連絡
3月14日(月)※必着
履歴書

下妻市社会福祉協議会事務局
44-0142 (中村)

