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報 

軽自動車税の減免 
 
 市税条例により、一定の要件を満たす場合、軽自動車税が減免されます。 

 要件にあてはまり、減免を希望する場合は、申請期限までに市税務課までお越しください。 
 
◆減免の対象、要件 ◇障害のある方本人が所有するもの、もしくは障害のある方と生計を一にしている方(ご

家族)が所有する軽自動車 

          ◇障害者福祉タクシー利用料金助成を受けている方を除く 

◆申請期限 5月31日(火) ※期限厳守 

◆持参する物 ◇納税通知書(5月中旬に送付)・運転免許証(運転する方) 

       ◇障害者手帳等(３月31日までに交付されたもの)、車検証、印鑑 

       ※減免できる車は、普通自動車または軽自動車(バイクも含む)のどちらか一台になります。 

       ※普通自動車の減免申請については、筑西県税事務所へお問い合わせください。 

◆対象となる障害 

 

問 申【軽自動車の減免】   市税務課  43-2294 

    【普通自動車の減免】  筑西県税事務所  24-9190 

    【障害者手帳について】 市福祉課  43-8352 

※上記の他に戦傷病者手帳を所持する方も対象となります。詳細は、お問い合わせください 

障害の区分 手帳の種別および等級 

視覚障害 身体障害者手帳１級から４級までの各級 
聴覚障害 身体障害者手帳２級および３級 
平衡機能障害 身体障害者手帳３級 
音声機能障害 身体障害者手帳３級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) 
上肢障害 身体障害者手帳１級および２級 

下肢障害 

障害のある方が運転する場合 身体障害者手帳１級から６級までの各級 

生計を一にする方または常時介

護する方が運転する場合 

 
身体障害者手帳１級から３級までの各級 

体幹機能障害 

障害のある方が運転する場合 身体障害者手帳１級から３級までの各級および５級 

生計を一にする方または常時介

護する方が運転する場合 

 
身体障害者手帳１級から３級までの各級 

乳幼児期以前の非進行性 
脳病変による運動機能障害 

上肢機能 身体障害者手帳１級および２級 

移動機能 身体障害者手帳１級から６級までの各級 
心臓機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

じん臓機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

呼吸器機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

ぼうこうまたは直腸機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

小腸機能障害 身体障害者手帳１級および３級 
胸かく形成術

による胸かく

の変形 

障害のある方が運転する場合 身体障害者手帳１級から３級までの各級および５級 
生計を一にする方または常時介

護する方が運転する場合 

 
身体障害者手帳１級から３級までの各級 

ヒト免疫不全ｳｨﾙｽによる免疫機能障害 身体障害者手帳１級から３級までの各級 
肝臓機能障害 身体障害者手帳１級から３級までの各級 

知的障害者 療育手帳「Ａ」「Ａ」と記載されている方 
 
精神障害者 

精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級で、自立支援医療受給者証

(精神通院)または医療福祉費受給者証(マル福)の交付を受けている方 

低所得者の高齢者向け臨時福祉給付金

の申請受付 
 

｢一億総活躍社会｣の実現に向け、賃金引上げの恩

恵が及びにくい所得の少ない高齢者の方に対して、

｢年金生活者等支援臨時福祉給付金｣を支給します。 
 
◆給付対象者 

平成29年3月31日までに65歳以上となる方で、

基準日(平成27年1月1日)において、①下妻市に

住民登録がされている方、②平成27年度分の市

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、市町村民税において、課税者の扶養親族

などになっている方、生活保護制度の被保護者な

どは対象外です。 
 

◆給付額 給付対象者1人につき30,000円 

◆申請期間 5月9日(月)～8月31日(水)  

                  ※土日祝日は除く  

◆受付場所 市役所 本庁舎1階 市民ホール 

◆申請に必要なもの 

(１)申請書 

(２)本人確認書類  

   ※支給対象となる方全員分の書類が必要 

 ①1種類でよいもの 

   顔写真のある住民基本台帳カード、マイナ 

 ンバーカード(個人番号カード)、運転免許 

 証、旅券、在留カード、特別永住者証明 

   書、身体障害者手帳など、法律の規定によ 

 り国または地方公共団体の機関が発行した 

 ものの写し 

 ②2種類必要なもの(Ａのみ2点またはＡとＢ 

 の2点組み合わせ) 

 Ａ 健康保険証、年金手帳、住民基本台帳   

   カード(顔写真なし)、高齢・老齢医療 

   費受給者証、介護保険被保険者証な 

   ど、法律の規定により国または地方公 

   共団体の機関が発行したものの写し 

 Ｂ 本人名義の預金通帳、キャッシュカー 

   ドなどの写し 

(３)指定した口座が確認できる書類  

  ※昨年と異なる口座を希望する方のみ 

   金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ) 

   がわかる通帳やキャッシュカードの写し 

(４)印鑑 ※ゴム印不可 
 

◆受取方法 

 申請書に記載した指定口座に入金されます。 

 ※金融機関口座を持っていないなど、振込による 

  支給が困難な場合には後日窓口で受け取ること 

      ができます 

※給付をよそおった詐欺にご注意ください 
 
問 市福祉課 43-8249 

５月のマイナンバーカード(個人番号カード)

の交付日 
 
 マイナンバーカード(個人番号カード)を申請した方

には、地方公共団体情報システム機構よりカードが

市役所市民課に届き、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。 

５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

からおおむね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。時間をおいて、かけ直し

てください 

※マイナンバーカードは、交付通知書を送付した日

から６か月保管し、その後、廃棄処理を行いま

す。お早めにご予約をお取りください 
 

マイナンバーカード交付日カレンダー/５月 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 市民課 43-8196 

日 月 火 水 木 金 土 

１ 
■ 

２ 
● 

３ 
× 

４ 
× 

５ 
× 

６ 
● 

７ 
× 

８ 
× 

９ 
● 

10 
▲ 

11 
● 

12 
▲ 

13 
● 

14 
■ 

15 
× 

16 
● 

17 
▲ 

18 
● 

19 
▲ 

20 
● 

21 
× 

22 
× 

23 
● 

24 
▲ 

25 
● 

26 
▲ 

27 
● 

28 
× 

29 
■ 

30 
● 

31 
● 

        



野外焼却は禁止 
 
 家庭ごみ、雑草、枝・葉、野菜くず、店舗や

会社からでたごみを、野外で燃やしていません

か。 

野外焼却(野焼き)は｢廃棄物の処理および清

掃に関する法律｣で一部の例外を除いて禁じら

れており、罰則規定(５年以下の懲役または

1,000万円以下の罰金)があります。 
 

【野焼きの問題点】 

・火災の原因になります。 

・煙、灰、すす、悪臭、有害物質などの発生に   

 より、ご近所の方の生活環境や健康を損なう 

 ことがあります。 
 
【市民の皆さまへのお願い】 

・ドラム缶やブロック積みなど簡易な焼却炉に 

 よる焼却もやめてください。 

・家庭から出るごみは市指定のごみ袋に入れ、 

 各地区の集積所に出していただくか、クリー 

 ンポート・きぬへ直接搬入してください。 

・会社や店舗から出るごみは事業系一般廃棄 

 物、もしくは産業廃棄物として処理してくだ 

 さい。 

・産業廃棄物は専門の処理業者に依頼してくだ 

 さい。 
 

問 市生活環境課 43-8234 

水道加入分担金一部減免の期間を 

延長します 
 

水道加入促進のために、加入分担金一部減免の期間を

延長します。この機会に安心、安全な水道に加入をお願

いします。 
 
◆受付期間 平成31年３月末日まで 
 
◆対象者 ◇新規加入申込者 

     ◇口径変更(増径)申込者 
 
◆加入分担金 加入分担金とは、新たに水道に加入する 

       方が支払う負担金のことです。 

この加入分担金は、水道施設を整備する 

費用の一部になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※口径変更(増径)とは、既水道加入者が増築、新築など 

 で給水管の口径を大きくすること。納付済の加入分担 

 金との差額が発生 

※工事費は、加入者の負担。直接、市の指定工事業者に 

 工事を依頼してください 

◎詳しくは、市役所上下水道課にお問い合わせくださ 

 い。 

◎水道水は、皆さんが安心して使えるよう、水道法によ  

   る水質基準に基づき、専門の検査機関で、厳しい検査 

 を行っています。 
 

問 市上下水道課  44-5311 

区分 給水管口径 減免前(税込) 減免後(税込) 

新設 

13ｍｍ 120,000円 115,000円 

20ｍｍ 180,000円 170,000円 

25ｍｍ 280,000円 270,000円 

30ｍｍ 380,000円 370,000円 

40ｍｍ 630,000円 620,000円 

50ｍｍ 950,000円 940,000円 

75ｍｍ 2,050,000円 2,040,000円 

100ｍｍ 3,600,000円 3,590,000円 

増径 口径増各種   
口径変更差額より 

 5,000円減免 

水道メーターの交換にご協力を 
 
 水道メーターは、計量法により８年ごとの

交換が義務付けられています。有効期限が満

了する前に、新しい水道メーターに交換する

作業を実施します。 
 
◆作業場所 市内全域 

◆交換対象メーター  

 平成20年4月～平成21年3月に取り付け 

 したもの 

 ※対象者には、交換前に個別通知 

◆作業期間 平成2９年２月まで 

◆委託業者  

 第一環境株式会社 

 (下妻市指定給水装置工事事業者) 

※作業員は、身分証明書を携帯 

◆注意事項 

 ◇メーター交換作業は30分程度で終了し 

  ます。作業中は一時的に水道が使用で 

   きなくなります。 

 ◇交換のために敷地内に入ります。 

◇ご不在でも交換します。 

◇交換後は一時的に濁り水や空気による白 

 い水がでることがあります。少し水を流 

 してから使用してください。 

◇交換工事代金の負担はありません。 
  

問 市上下水道課 44-5311 

５月は｢赤十字運動月間｣ 
 
日本赤十字社は、世界190か国に組織される

赤十字・赤新月社の一員として、民族紛争の犠

牲者や多発する自然災害の被災者に対する海外

での救護活動を行っています。 

また、国内では災害救護活動をはじめ、救急

法などの講習会の開催や、奉仕団活動の支援、

青少年の育成、医療事業、血液事業などに取り

組んでいます。 

東日本大震災やつくば竜巻災害および関東・

東北豪雨においては、医療救護活動や救援物資

の配布を行いました。 

これらの活動は、皆さまからの活動資金(ご

寄付)によって支えられています。 

日本赤十字社では、毎年5月を赤十字運動月

間として、年額500円以上、支援可能な方々を

募集しています。 
 

問 市福祉課 43-8249 

未就学児の保護者様へ 

ふるさと交流館リフレこかいであそぼう  
 

ふるさと交流館リフレこかいの室内遊具が新し

くなりました。 

ふるさと交流館の魅力を感じてもらえるよう無

料開放Dayを設けましたので、ぜひこの機会にご

利用ください。 
 
◆開催日  

 ４月25日(月)、29日(金)、 

 ５月２日(月)、13日(金)、16日(月)、 

   23日(月)、27日(金)、30日(月) 

◆開催時間 午前９時～正午 

◆利用規則  

   原則、保護者１人につきお子様は２人まで 

   ※お子さまだけの来場お断り 
 

問 ふるさと交流館リフレこかい  

   30-0070 

｢刃物研ぎボランティア｣開催 
 

家庭でお使いの包丁は切れますか。ご近所の方

の包丁も一緒にお持ちください。 

 切れる包丁で楽しい料理をしましょう。 
 
◆日時 ５月６日(金)午前９時30分～11時 

◆場所 市福祉センター｢砂沼荘｣ 
 

問 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

『手話講座』受講者募集 
 
 聴覚障害者にとってのコミュニケーションの方

法として｢手話｣があります。 

手話に対する関心や理解を深めることと共に、

初歩的な技術を修得し、手話通訳者の養成に繋が

ることを目的としています。手話に少しでも関心

のある方、ぜひご参加ください。 
 

◆期日 ５月12日(木)～平成29年３月16日(木) 

午後７時～９時 毎週金曜日(全40回) 

◆場所 千代川公民館 視聴覚室 

◆定員 20人程度 

◆受講料 無料  

               ※ただし、テキスト代3,000円(税別) 

      は自己負担 

◆主催 下妻市聴覚障害者協会 

◆申込期限 ５月９日(月)まで 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

個人住民税は原則特別徴収(給与
天引き)により納めていただきます 
 

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、アルバイトなど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、納税者の利便性などの確保を図る

ため、特別徴収実施を徹底する取り組みを

行っていますので、ご理解ご協力をお願いし

ます。  
 

問 県市町村課 

     029-301-2481  

   市税務課  

   43-8192 

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１～３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 
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しもつま 広
報 

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月関東・東北豪雨による水害の影

響で、ふるさと博物館が臨時休館しました。 

そこで、平成28年３月１日から、市立図書館

で、「学校のたからもの～学び舎の思い出～」 

の移動展示を行っています。 
 

◆展示期間 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 

 (蚕飼小学校、宗道小学校、大形小学校は７月１

日～８月31日に紹介予定) 

 ※図書館の開館日、開館時間のみ 

◆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 

初夏の一日  

歴史的街並み再発見の探索をしませんか 
 

観光ボランティアガイド下妻いいとこ案内人の会で

は、大宝八幡宮とその周辺エリアを散策する「第４回下

妻街並みウォーキング」を開催します。 

 歴史ある大宝八幡宮および周辺を当会ガイドがご案内

します。参加申込の受付開始は５月下旬頃の予定です。  
  
◆日時 ６月19日(日) 

◆コース 大宝八幡宮と周辺散策の約60分を予定 

◆募集人数 75人(予定)３回に分け、各回25人上限での   

      実施予定 

◆参加費 200円(予定)資料・保険代など 
 

問  下妻いいとこ案内人の会事務局(市商工観光課内) 

   44-0732 

図書館１５周年記念事業 

｢図書館こどもまつり｣開催 
 
 市立図書館では、５月５日こどもの日に｢図書館こ

どもまつり｣を開催します。たくさんの催し物を用意

しています。 
 
◆日時 ５月５日(木) 

◇午前9時～ 

しかけ絵本の展示・本のリサイクルフェア 

◇午前10時30分～ 

絵本を積んだキャラバンカー見学 

◇午前11時10分～ 

全国訪問おはなし隊おはなし会 

 ◇午後０時30分～ 

 本のリサイクルフェア(本の補充) 

 ◇午後1時～ 

  工作あそび｢どうぶつけん玉をつくろう｣ 

 ◇午後３時～ 

  こども映画会｢まめうしくん｣ 

◆場所 市立図書館 

※参加はすべて無料 
 

問 市立図書館 43-8811 

おはなし会/５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 5月14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 5月15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 市立図書館 43-8811 

市民清掃デーを実施します 
 
◆日時 ５月29日(日)午前８時～  

※小雨決行 

    ※荒天の場合は６月５日(日)に延期 

    ※防災無線で放送 

◎自治区や企業の行事などにより当日の都合が 

 つかない場合は、実施日前後の週末などに自 

 主的な取り組みをお願いします。 

◆対象ごみ  

 道路や広場等に散乱している｢かん・びん・ 

 紙くず｣など 

 ※会社や店舗から出たごみ、産業廃棄物は除 

  く 

◆ごみ袋の配布方法 

 《市民の方》 

  指定ごみ袋を、自治区長を通じ各世帯に配 

  布します。 

 《企業の方》 

  市役所生活環境課までご連絡ください。 

◆ごみの分別 

 燃えるごみ(紙くずなど)、燃えないごみ(か 

   ん、びん、金属、ガラスなど)に分けてくだ 

   さい。 

◆ごみの収集  

 実施当日ごみの収集は行いません。 

 ※収集したごみは「ごみ収集カレンダー」の 

  収集日にあわせ、地域の集積所に出してく 

  ださい 
 

問 市生活環境課 43-8289 

医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号 

軽部病院 44-3761 中山医院 43-2512 

菊山胃腸科 

外科医院 
44-2014 平間病院 43-5100 

坂入医院 43-6391 
三津山 

クリニック 
48-9131 

とき田 

クリニック 
44-3232     

特定健康診査｢医療機関健診｣ 
 

｢医療機関健診｣は、保健センターで実施している集団

健診の日時では都合が合わない場合や、通院中に特定健

診を受けたい方など、自分の都合の良いときに受けたい

方にお勧めです。 
 
◆日時 ５月１日(日)～平成29年３月31日(金) 

◆対象者 40～75歳未満(国民健康保険加入者) 

※平成28年度すでに｢集団健診｣を受診した方

は、医療機関健診の受付不可 

◆自己負担額 1,500円 

◆検査項目  

◇基本項目  

   身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査(血中脂質・ 

   肝機能・血糖) 

◇医師が必要と認めた場合の追加項目  

   眼底検査、心電図検査、貧血 

【市内医療機関】 

 

  

 

 

 

 

 

 

※市外については、お問合せください 

◆受診方法 ご希望の医療機関にてご予約の上、国民健  

                  康保険証・受診券・自己負担金を持参し、

受診してください。 

      ※受診券は４月末に発送予定です 
 

問 市保険年金課 45-8124  

   市保健センター 43-1990 

日 月 火 水 木 金 土 

１ 
２ 

休館 
３ ４ ５ ６ ７ 

８  
９ 

休館 
10 11 12 13 14 

15 
16 

休館 
17 18 19 20 

21 

休館 

22 

休館 

23 

休館 

24 

休館 

25 

休館 

26 

休館 

27 

休館 

28 

休館 

29 

休館 

30 

休館 

31 

休館 
        

市立図書館 開館カレンダー/５月 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３日(火・祝)～５日(木・祝)は、午後５時で閉館 

※21日(土)～31日(火)は、特別整理期間のため休館 
 

問 市立図書館 43-8811 

下妻市公式ツイッター 
 

市では、災害やイベントなどの行政情報

を、より早く、より広く伝えるために、

twitter(ツイッター)を利用して情報を発信し 

ています。 

アカウントは「＠shimotsuma_city」。 

ぜひご覧の上、登録してください。下妻市

公式ツイッターの閲覧は、登録をしていな 

くても可能です。 

                       

 

 

 

 

 

問 市秘書課 43-2112 



｢文化団体連絡協議会記念講演会｣開催 
 
◆日時 ５月29日(日)午後２時30分～４時 

◆場所 下妻公民館 ２階 大会議室 

◆講師 堀口 茉純 氏 

    2008年に超難関の江戸文化歴史検定１級 

            を最年少の25歳で取得江戸に詳しすぎるタ 

            レント=お江戸ル(お江戸のアイドル) 

◆テーマ 江戸文化入門～世界が求める 

     〝日本らしさ〟を再発見～ 

◆参加費 無料 ※希望者は、当日お越しください 
 

問 下妻市文化団体連絡協議会 43-3418 

新しい出会いを探してみませんか 
 
 <境会場>  

 ◇日時 ５月１日(日)午後２時～４時 

     (受付 午後１時30分～) 

 ◇場所 

      境町 野口徳太郎商店  茶太郎＆カフェやまの 

 ◇対象  

      独身男女 39歳以下の方 各10人程度  

 ◇参加費  

      男性５,000円 女性２,５00円 

   <下妻会場>  

 ◇日時 ５月８日(日) 

               午後１時30分～４時30分 

               (受付 午後１時15分～) 

 ◇場所 下妻市 ビアスパークしもつま 

 ◇対象 独身男女 35～45歳までの方  

     各15人程度  

     ※34歳以下の女性も参加可 

 ◇参加費 男性4,000円 女性2,000円 

    <つくば会場>  

  ※婚活セミナー付き出会いパーティー 

 ◇日時  

  ５月21日(土)  

      男性 午後１時～４時15分 

       (受付 午後０時30分～) 

     ※午後1時～1時50分は婚活セミナー 

  女性 午後2時～4時15分 

               (受付 午後1時30分～) 

 ◇場所 つくば市 筑波ハム 

 ◇対象 独身男女 45歳以下の方 各20人程度 

 ◇参加費 男性５,000円 女性２,000円 
 
◆申込締切 各会場とも開催日の3日前  

                ※キャンセル料が発生する場合あり 

◆後援 いばらき出会いサポートセンター 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート(月曜休)  

     0280-87-7085  

Eメール info@bell-support.net 

『はつらつエクササイズ教室』 

参加者募集 
 

今回は、エアロビクス・骨盤エクササイズで

す。 
 
◆日時 ６月２日、９日、16日、23日、30日 

７月７日、14日、21日  

(毎週木曜日 全８回) 

午前10時～11時30分 

◆場所 下妻公民館 ２階 大会議室  

◆講師 染野 友子 先生 

◆内容 エアロビクス・骨盤エクササイズ 

◆受講対象 市内在住、在勤の方 

◆募集人数 50人 

◆参加費 1人680円  

     ※保険料として申込時に徴収 

◆持ち物 ヨガマット、室内履き、タオル、飲み 

     物 

◆申込期間 ５月13日(金)まで  

      ※定員になり次第締切 

◆申込方法 市役所千代川庁舎２階生涯学習課へ 

      参加費を添えて申し込み 

※電話での仮受付可 

 

問 申 市生涯学習課 45-8997 

横瀬夜雨記念会 

文学講演会｢詩歌鑑賞のむずかしさ｣ 

開催 
 
◆期日 ５月８日(日) 

◆場所 大宝公民館 会議室 

◆時間 午後１時40分(記念会総会終了後) 

◆講師 横瀬 隆雄 氏(茨城高専名誉教授) 

◆参加費 無料 
 

問 横瀬夜雨記念会事務局 44-4664(横瀬) 

｢知っていますか、 

  睡眠時無呼吸症候群｣ 
 
 わが国でも潜在的な患者数は400万人といわれ

ており、21世紀の国民病ともいわれています。 

あなたのいびきは大丈夫ですか。 
 
◆日時 ５月22日(日) 

    午後２時15分～４時30分 

◆場所 つくばサイエンスインフォメーション 

    センター 大会議室 

    [つくば市吾妻1-10-1] 

◆内容 ◇講演  

     ｢歯科でも治せる！睡眠時無呼吸症候 

      群｣ 

      ◇講師  

               東京医科大学茨城医療センター  

               歯科口腔外科  

         教授 松尾 朗 氏 

◆料金 無料 
 

問 申 茨城県保険医協会  

                029-823-7930 

在学採用・緊急採用 

『茨城県育英奨学生』募集 
 

茨城県では、高校生などを対象とした茨城県育

英奨学生を募集しています。 
 

◆在学採用の提出期限 ５月16日(月) ※必着 

◆緊急採用の提出期限 随時受付 
 

問 申 県教育庁 学校教育部 高校教育課 

               管理担当 

   029-301-5245 

   〒310-8588 [水戸市笠原町978-6] 

『茨城県障害者技能競技 

  大会出場選手』募集 
 

障害者が日ごろ培った技能を互いに競い合うこ

とにより、その職業能力の向上を図るとともに、

企業や社会一般の人々が障害者に対する理解と認

識を深め、その雇用の促進を図るため、障害者技

能競技大会を開催します。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
※応募者が多い場合は、予選会(７月下旬実施予  

 定)を行います 
 
◆募集期間 ５月13日(金)まで 

◆大会日程 12月３日(土) 

      午前９時～午後３時10分 

◆競技会場 茨城県職業人材育成センター 

      [水戸市水府町864-4] 

◆参加資格 次の各号いずれにも該当する者 

 (1)障害者の雇用の促進などに関する法律に規定 

   する身体・知的・精神障害者の方 

   (2)平成28年４月１日現在において、満15歳以 

       上の方 

   (3)茨城県に居住、勤務または在学している方 
 

問 申  
 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 茨城支部 
  〒310-0803 

  [水戸市城南１丁目1-6 サザン水戸ビル７階] 

  029-300-1215 

競技種目 定員 

電子機器組立 ５人 

ワード・プロセッサ 10人 

ビルクリーニング 10人 

縫製(知的障害者に限る) ５人 

木工(知的障害者に限る) 10人 

喫茶サービス 10人 

パソコンデータ入力 

(知的障害者に限る) 

 
10人 

オフィスアシスタント 10人 

写真展「めぐりくる季節との出会い」 

押し花展「花で綴るモネの睡蓮」 
  

写真展では季節を題材に四季折々の移り変わりを

作品に、押し花展ではモネの睡蓮を押し花で表現し

ました。 
 
◆日時 ４月29日(金)～５月18日(水) 

    午前９時～午後４時30分 

    ※５月18日(水)は午後３時まで 

◆場所 ネイチャーセンター ギャラリー１  

    ※入館無料 

◆休館日 ５月２日(月)、９日(月) 

◆主催 フォトクラブ光風会 

    堀江とし子と仲間たち 

     小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 
 

写真展「各々のレンズがとらえた自然」 

押し花展「花と遊ぶ」 
 
 写真展では自然・ネイチャーを題材に人々の自然

とのたわむれなど、心が温まる作品を、押し花展で

は旅先で出会った草花やお庭に咲く花、記念日の花

などそれぞれの花への想いを込めた作品を展示しま

す。 
 
◆日時 ５月19日(木)～６月５日(日) 

    午前９時～午後４時30分 

    ※６月５日(日)は午後３時まで 

◆場所 ネイチャーセンター ギャラリー１  

    ※入館無料  

◆主催 悠遊写楽クラブ 

    押し花ファンタジーの会  

    小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 
 

問 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター  

       45-0200 


