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しもつま 広
報 

７月は｢社会を明るくする運動｣の強調月間です 
 

｢社会を明るくする運動｣は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深

め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築こうとする全国的な運動

です。 

この運動は、今年で66回を迎えます。運動の趣旨をわかりやすく表した｢“社会を明るくする運動”～犯罪や

非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～｣という名称のもと、7月を強調月間として運動を推進していま

す。 

家庭、職場、学校、地域社会が一体となって、地域に根ざした幅広い活動を展開していく必要がありますの

で、皆さんのご協力をお願いします。 
 

問 市福祉課 43-8246 

    平成28・29年度 平成26・27年度(参考) 

保険料 
均等割額 39,500円 39,500円 
所得割率 8.00％ 8.00％ 

１年間の保険料額 
(100円未満切捨て) 

  
＝ 
  

均等割額 
＋ 

所得割額 

39,500円 
(賦課のもととなる金額) 
× 8.00％ 

平成28・29年度 

後期高齢者医療保険料率が決まりました 
 

茨城県後期高齢者医療広域連合議会で、平成28・29年度の

後期高齢者医療保険料率が決まりました。 

後期高齢者医療制度は、公費が約５割、現役世代からの支援

金が約４割、被保険者の後期高齢者医療保険料が約１割を負担

することにより、被保険者が受ける医療に係る給付などを行っ

ています。 
   

 

 

       
※保険料率(均等割額・所得割率)は都道府県単位で計算され、 

   ２年ごとに見直されますが、平成26・27年度から据え置き 

   となりました 
 

《個人ごとの保険料額の決め方》 
 

 

 
 
※賦課のもととなる金額 ＝ 総所得金額等 － 基礎控除33万円 

※総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除

額や給与所得控除額など)を差し引いたもので、社会保険料

控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。遺族年

金や障害年金は、収入に含みません 

※年度の途中で被保険者になった方は、資格取得月からの月割

りで保険料額が計算されます 

 

《保険料の軽減》 

 次のような保険料の軽減制度があります。 

①均等割額の軽減 

 同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額

が33万円＋｢48万円×世帯の被保険者数｣以下の場合は、所

得水準により均等割額が２割、５割、8.5割、９割軽減され

ます。 

②所得割額の軽減 

保険料の所得割額を負担している方で、基礎控除後の総所得

金額等が58万円以下(年金収入のみの方は、年金収入額が

211万円以下)の場合は、所得割額が５割軽減されます。 

③その他の軽減 

後期高齢者医療制度に加入する前に｢会社などの健康保険の

被扶養者｣であった方は、均等割額が９割軽減され、所得割

額の負担はありません。(国民健康保険、国民健康保険組合

の加入者であった方は該当しません)  

 

問 保険料の計算について  

   茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課  
  029-309-1213 

   保険料の納付について  

   市保険年金課 43-8326 

介護保険負担限度額認定証の 

申請を受け付けます 
 

介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老

人保健施設・介護療養型医療施設)入所者お

よびショートステイ利用者の居住費(滞在

費)・食費は原則自己負担となっています

が、平成28年度市・県民税非課税世帯の方

などは自己負担が軽減されます。 

 申請により｢介護保険負担限度額認定証｣を

交付しますので、施設入所および利用で必要

となる方は申請をしてください。平成27年

度に認定を受けている方も申請が必要になり

ます。 

また、介護保険制度の改正により、利用者

負担段階の判定において、非課税年金(遺族

年金、障害年金)収入も含めて判定すること

になります。 
 
◆認定期間  

 ８月１日(月)～平成29年７月31日(月) 

◆持参するもの  

 負担限度額認定申請書、同意書、印鑑、介  

 護保険証、すべての預貯金・有価証券の口 

 座の写し(残高・口座番号の分かるページ) 

 ※１、個人番号が確認できる書類または写 

 し※２、委任状(個人番号の記載があり、 

 代理人が申請する場合のみ)※３ 

  ※1～３は配偶者がいる方は、配偶者分も 

  必要となります 

◎申請書・同意書・委任状は、市ホームペー 

 ジからもダウンロードできます。 

◎申請は随時受け付けますが、９月以降に申 

 請の場合は、認定開始が申請月からになり 

 ます。 
 

問 申 市介護保険課 45-8122 

光化学スモッグに注意しましょう 
 
◆発生しやすい気象条件 

気温が高いとき、日差しが強いとき、風が 

弱いとき 

◆注意報が発令されたら 

◇なるべく外出は控えましょう 

◇具合が悪い時は医師の診察を受けてくだ 

 さい 

◎光化学スモッグ情報のメール配信(茨城県 

 ホームページ/環境対策課) 

 http://www.taiki2.pref.ibaraki.jp/ 

 koukagakusmog/ (通信費自己負担) 
 

問 市生活環境課 43-8234 

７月から平成28年度(７月～平成29年６月)の 

国民年金保険料の免除・納付猶予申請受付が始まります 
 

経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合は、市役所(本庁舎・千代川庁舎)国民年金担当窓口に申請し、日

本年金機構で承認されると、保険料の納付が免除・猶予となる｢保険料免除制度｣や｢納付猶予制度｣があります。 
 

◇平成28年４月からの国民年金保険料 月額16,260円 
 
◆保険料免除制度について 

保険料免除制度には、保険料の全額が免除される｢全額免除｣と保険料の一部を納めることにより、一部の保

険料が免除になる｢一部免除(４分の3・半額・４分の１)｣があります。 

本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合に申請手続きをすると、保険料の納付が全額または一

部免除されます。 

◆納付猶予制度について 

50歳未満の方(学生を除く)で、本人および配偶者の所得が一定額以下の場合に申請手続きをすると、保険料

の納付が猶予されます。 

  ※平成28年６月以前の期間は、30歳未満であった期間が対象 

◆免除された保険料等の追納について 

  免除または猶予された保険料については、10年以内に納付することができます。 

ただし、承認された年度から３年度目以降に納付する場合は、経過した年数に応じた一定の加算額が加わり

ます。 

◆全額免除・納付猶予の継続申請について 

平成27年度に全額免除・納付猶予を承認された方(該当月から平成28年６月まで)で、申請時に継続審査を希

望した場合は、平成28年度の全額免除・納付猶予の申請を改めて行わなくても継続して申請があったものとし

て自動的に審査を行います。 

ただし、失業の場合や天災等を理由として承認された方、一部納付または却下に該当した場合は、継続審査

とならないため、毎年申請が必要です。 

◆保険料免除・納付猶予申請に必要なもの 

  年金手帳、印鑑 

※失業の場合は、雇用保険の｢雇用保険受給資格者証｣または｢離職票｣などの写し 

※代理の方がお越しの際は、代理人の身分証明書(免許証、健康保険証など) 
 

問 日本年金機構 下館年金事務所 25-0829 市保険年金課 45-8124 



コース 開催日 応募締切 決定通知 
156 9月6日(火)、9日(金)、13日(火)、20日(火)、23日(金)、27日(火) 

  8月17日(水)   8月23日(火) 
157 9月8日(木)、12日(月)、15日(木)、26日(月)、29日(木)、10月3日(月) 

158 10月4日(火)、7日(金)、11日(火)、14日(金)、18日(火)、25日(火)   9月13日(火)   9月23日(金) 
160 11月8日(火)、11日(金)、15日(火)、18日(金)、22日(火)、29日(火) 10月18日(火) 10月25日(火) 
161 11月14日(月)、21日(月)、24日(木)、28日(月)、12月1日(木)、5日(月) 10月25日(火) 11月  4日(金) 

『シルバーリハビリ体操指導士３級養成講習会』受講者募集 
 
◆申込資格  

 60歳以上の茨城県民で、受講後に地域でボランティア活動ができる、常勤の職についていない方。 

 ※50歳以上の方も申し込みできますが、60歳以上の方が優先されます 

◆講習会日程 全コースとも6日間 午前10時～午後3時45分 ※初日と2日目は、午前９時４５分開講 

       6日間の全日程に必ずご参加ください。 

 

 

 

 

 

 
 
◆会場 茨城県立健康プラザ[水戸市笠原町993-2] ※水戸保健所と同じ建物内 

◆受講料 無料 ※交通費、昼食代は各自負担 

◆申込方法 往復ハガキで申し込み 

          (返信はがき表面)申込者の住所、氏名をご記入ください。 

      (往信はがき裏面)住所・郵便番号、氏名・ふりがな、性別、生年月日、平成28年4月1日時点の 

               年齢、電話番号、受講できるコース名(第1～第3希望)をご記入ください。  
 

問 申 
 茨城県立健康プラザ 介護予防推進部 029-243-4217 

〒310-0852[水戸市笠原町993-2]     

水道料金と下水道料金の 

お支払いは、口座振替が便利です 
 

口座振替にすると、お支払いに行く手間

が省けて、大変便利です。支払いを忘れて

しまうこともありませんので、安心です。

手続きも簡単ですので、ぜひ口座振替をご

利用ください。 

 

◆口座振替日 毎月25日 

   ※金融機関が休業日の場合は、翌営業日 

   

◆取扱金融機関  

 常陽銀行本支店、 東日本銀行本支店、

筑波銀行本支店、茨城県信用組合本支

店、結城信用金庫本支店、中央労働金

庫、常総ひかり農業協同組合、ゆうちょ

銀行 

 

◎申し込みの手続きは、上記取扱金融機関  

 窓口にて、行ってください。 

◎詳しくは、お問い合わせください。 

 

問 市上下水道課 44-5311 

不法投棄１１０番 
～廃棄物の不法投棄・残土の無許可埋立て～ 
 

産業廃棄物の不法投棄(散乱・埋め立て・積み

上げ・焼却)、残土の無許可埋立てなどを見かけ

たら、情報提供をお願いします。 

こうした被害にあわないよう、自分の土地は自

分で守りましょう。これらの責任や処理費用の負

担は行為者だけでなく、土地所有者にも及ぶこと

があります。定期的な見回り、進入防止柵や不法

投棄禁止などの警告掲示板の設置が有効です。 
 
※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 

 

｢鬼怒川・小貝川クリーン大作戦｣開催 
 

 ７月が｢河川愛護月間｣であることから、毎年７

月に実施している「鬼怒川・小貝川クリーン大作

戦」について、今年も下記のとおり実施すること 

になりました。 

鬼怒川・小貝川の流域市町村と栃木県・茨城

県および国土交通省下館河川事務所などで構成

する｢鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議｣の

広域イベントの一つとして、沿川住民、河川敷

占用者、河川利用者の他、各種団体の協力を得

て、河川敷のゴミを一掃することにより、常に

河川を美しく保ち正しく安全に利用する運動を 

推進するものです。 

 地域の皆さまの河川清掃へのご協力をお願い 

します。 
 

◆日時 7月9日(土) 

  午前7時～9時 ※小雨決行 

◆場所 鬼怒川・小貝川河川敷 
 
※豪雨などにより中止の場合は、防災無線で連絡 

 します 
 

問 市建設課 45-8125  

古紙・古布の出し方 
 
◆古紙 

【排出方法】種類ごとに分け、ひもで縛って出して 

      ください 

【回収品目】段ボール・新聞紙・折込チラシ・雑誌 

      類・雑紙・牛乳パックなど 

※リサイクルできないもの 

 シールおよびシールの台紙、カーボン紙類、ビ 

 ニールコート紙、防水加工紙、油が染みた紙、ろ 

 う加工紙、アルミ加工紙、写真、感熱紙など 

◆古布 

【排出方法】洗濯をし、よく乾かしてから透明か半 

      透明の袋に入れて出してください 

【回収品目】洋服一般、肌着、シャツ、タオル、 

      カーテンなど 

※リサイクルできないもの 

  毛布・布団・座布団・こたつ布団・ぬいぐるみ・ 

  ゴム製品・革製品・中に綿の入っているもの(ダ 

  ウンジャケットなど)・スキーウェア・汚れのひど 

  いもの 
 
◎ご注意ください 

・古布については、雨天または雨が降りそうな日 

 は、出さないでください。濡れてしまうとリサイ 

 クルできなくなってしまいます。 

・ごみ収集カレンダーで確認の上、収集日当日のみ 

 朝８時までに出してください。 

・かん、びん用のコンテナのある資源ごみ集積所に 

 出してください。 
 

問 市生活環境課 43-8289 

浄化槽をお使いの皆さまへ 
 
浄化槽は微生物などの働きを利用して生活排水をきれいに

する装置ですが、点検・検査が必要です。 
 
◆保守点検とは 

浄化槽内の点検調査を行い、放流先が不衛生にならないよ

うに消毒剤を定期的に補充します。 

◆清掃 

浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取ります。 

◆法定検査 

 浄化槽からきれいな水が放流されているかを検査します。

使用開始から3～8カ月以内に初めの検査を行い、その後は

毎年1回受ける必要があります。 

※法定検査を受けていないご家庭には、県から受検指導文

書が送付されます。また、県から委嘱された｢水質保全監

視員｣が受検指導に伺う場合があります 

◆一括契約システムをご利用ください 

 上記の検査等を一括して契約できる｢一括契約システム｣

があります。お申し込みは、現在契約されている保守点検

業者、清掃業者または(公社)茨城県水質保全協会(029-

291-4004)へ 
 
◎単独処理浄化槽を使用されている方は、合併処理浄化槽へ 

 単独処理浄化槽は、トイレの汚水のみを処理します。合併 

 処理浄化槽に転換することで、水の汚れの量をおよそ８分 

 の１に減らせます。 
 

問 県生活環境部環境対策課 029-301-2966 

   市生活環境課  43-8234 

｢思春期こころの健康セミナー｣開催 
 

性別に違和感ってどんな感じ？ LGBTって何？ 

性や多様性についてのセミナーを開催します。ぜひご

参加ください。 

 

◆日時 ７月25日(月)午後１時30分～３時30分 

    (受付開始 午後０時30分～) 

◆場所 守谷市中央公民館 

    [守谷市百合ヶ丘2-2540-1] 

◆人数 250人 ※先着順 

◆料金 無料 

◆申込方法 県精神保健福祉センターに電話で申し込 

      みください。 

◆申込締切 ７月15日(金) 
 

問 県精神保健福祉センター 029-243-2870 
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市立図書館 おはなし会/７月 
 

参加は自由ですので、お気軽にお越しください。 
 

｢おはなしの花たば｣ 

◇日時 ７月９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 ７月24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 

日 月 火 水 木 金 土 

          １ ２ 

３ 
４ 

休館 
５ ６ ７ ８ ９ 

10 
11 
休館 

12 13 14 15 16 

17 18 
19 
休館 

20 21 22 23 

24 
25 
休館 

26 
27 
休館 

28 29 30 

31             

市立図書館開館カレンダー/７月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※７月18日(月)は、祝日のため午前９時～午後５時 

 まで開館 

※７月19日(火)は、臨時休館日 

※７月27日(水)は、館内整理日のため休館 
 

問 市立図書館 43-8811 

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、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。ぜひご来場ください。 

 

◆展示期間 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・開館時間のみとなります 

 

◆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 

 

『文化祭』および『体験学習』 

 参加団体募集 
 
 市文化祭実行委員会では、平成28年度の文化祭 

に参加する団体および体験学習をする団体を募集 

します。 
 
◆発表・展示期間 10月28日(金)～30日(日) 

 (千代川会場の発表は、10月30日(日)のみ) 

 ※文化祭期間 10月21日(金)～11月23日(水) 
 
◆募集期間 ７月１日(金)～15日(金) 
 
◆募集内容 

 ◇文化祭参加 

  ≪発表≫千代川会場(千代川公民館)の発表のみ 

  ≪展示≫下妻会場(総合体育館、下妻公民館)ま 

      たは千代川会場(千代川公民館)の展示 

  ※平成28年度の下妻会場発表は、日程がすで 

   に決定しています 

  ※新規参加希望団体は、文化祭実行委員会で 

   協議し、承認を得た場合に参加可能 

◇体験学習参加 

  文化祭に参加希望の団体で、来場した人が参 

  加できる体験学習を実施できる団体 

  〈募集団体数：４団体程度〉 

  ※体験学習は、参加する団体に経費の一部を

助成しますが、場合によっては助成対象に

ならないこともありますので予めご了承く

ださい 

※募集する団体の定数を超えた場合は、市文

化祭実行委員会で協議し、申し込みされた

団体に結果をお知らせします 
 
◆申込方法 

 市生涯学習課(千代川庁舎)にある申込書に必要事

項を記入の上、お申し込みください。 ※郵送可 
 

問 申 下妻市文化祭実行委員会事務局  

               市生涯学習課 45-8996 

蚊媒介感染症（デング熱など）を発生させ

ないために、水たまりをなくしましょう 
 

蚊媒介感染症とは、デング熱・ジカウイルス感染

症(ジカ熱)・チクングニア熱・日本脳炎・マラリア

など蚊が媒介する感染症の総称です。蚊媒介感染症

を予防するためには、｢蚊を発生させない対策｣｢蚊 

に刺されない対策｣が重要です。 
 
〈蚊を発生させない対策〉 

蚊を減らすためには、発生源となる水たまりをな

くすことが効果的といわれています。住まいの周辺

に水たまり(古タイヤ、植木鉢の受け皿、雨ざらし

のバケツ・じょうろなど)を作らないよう注意しま

しょう。蚊の成虫は、草やぶに潜んでいます。定期

的に庭の草刈を行いましょう。 
 
〈蚊に刺されない対策〉 

 蚊が多い場所や海外の流行地(現在、ジカウイル

ス感染症が中南米で流行中)へ出かける際は、長

袖・長ズボンを着用し、できるだけ肌を露出しない

ようにしましょう。虫除けスプレーを正しく使い、 

蚊に刺されないよう注意しましょう。 

 室内でも蚊取り線香や蚊帳などを使用し、蚊に刺

されないよう対策を行いましょう。 
 
※虫除けスプレーを子どもに使用する場合は、保 

 護者の指導のもと説明書に記載されている使用 

 回数を厳守してください 
 

問  市保健センター  43-1990 

下妻まつり『千人おどり』おどり手募集 
 

恒例の下妻まつり｢千人おどり｣も今年で32回目

となりました。今年も、花火大会と同日開催となり

ます。ぜひ、ひと夏の思い出づくりに、みんなで楽

しくおどりましょう。 
 
◆日時 ８月6日(土) ※小雨決行 

アトラクション 午後５時25分～(予定) 

千人おどり 午後６時～(予定) 

※時間は変更になる場合あり 

◆会場 新町(はきもの助六前)～長塚(丸十パン前) 

◆曲目 ｢下妻シッチョメ｣｢下妻小唄｣  

◆服装 自由 

◆事前申込締切 ７月12日(火) 

◆事前申込特典 ①当日本部受け付けでうちわ、 

         手ぬぐいを準備します。 

        ②希望によりおどりの講習会を 

         行います。 

※市内外問わずどなたでも参加可能です。自治区 

 内で参加を希望される方は、自治区長まで申し 

 込みをお願いします 

※アトラクション、おどりの時間などは、天候など

により変更になる場合があります 
 

問 申  

下妻市観光協会事務局(市役所商工観光課内) 

44-0732  

HP http://www.shimotsuma-kankou.jp/ 

Eメール syouko@city.shimotsuma.lg.jp 

砂沼サンビーチ オープン 
 

７月16日(土)に砂沼サンビーチがオープンします。  

今年の夏は砂沼サンビーチで楽しい思い出を作り

ませんか。皆さんのご来場をお待ちしています。 

 

◆営業期間 ７月16日(土)～８月31日(水) 

◆営業時間 平日 午前９時～午後５時 

      土・日・祝日・お盆(8/13～16) 

      午前８時30分～午後５時 

 

※最終入場は、午後４時となります 

※荒天等などにより閉園となる場合があります 

 

問 市都市整備課 43-8356 

 砂沼サンビーチ 43-6661 

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 
 

問 申 市秘書課 43-2112 



｢真壁祇園祭とときめきパーティー 

  inさくらがわ｣開催 
 
◆日時 ７月24日(日)午後１時～４時 

受付 午後０時30分～ 

◆場所 真壁福祉センター ２階 

            [桜川市真壁町山尾604-1] 

◆対象 独身男女25～45歳以下 

 各20人 ※応募多数の場合は抽選 

◆参加費 男性2,000円 女性1,000円 

◆申込期間 ７月２日(土)～17日(日) 

◆申込方法 電話申し込みまたはメール申し込み 

      ※メール申し込みの場合、件名に｢桜川 

市パーティー｣、本文に｢氏名、性別、 

生年月日、現住所、連絡先(携帯番号)｣ 

を記載 
 

問 申  

いばらきマリッジサポーター県西地域活動協議会 

090-1039-9811(森川)  

090-1100-1316(野口) 

※電話受付時間 正午～午後７時 

Eメール yui0104@outlook.com 

競技名 会場 
陸上競技 石岡運動公園 陸上競技場 
卓球 石岡運動公園 体育館 
フライングディスク 石岡運動公園 多目的広場 
アーチェリー 茨城県立リハビリテーショ

ンセンター アーチェリー場 
サウンドテーブルテニス 茨城県立盲学校  

プレイルーム他 
水泳 笠松運動公園 サブプール 

『茨城県身体障害者スポーツ大会』 

  出場選手募集 
 

茨城県身体障害者スポーツ大会は、県内の身体障

害者がスポーツを通じて、機能の回復と体力の維持

増強を図り、自立と社会参加を促進するとともに、

県民の身体障害者に対する理解と認識を深め、交流

を広めることを目的に開催されます。ぜひご参加く

ださい。 
 
◆日時 ９月18日(日) 開会式 午前９時30分 

 ※水泳のみ８月27日(土)に実施  

 ※荒天の場合、屋外競技は９月25日(日)に延期 
 
◆実施競技および会場 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆対象  

   市内に居住または通勤・通学している身体障害 

 者手帳の交付を受けた年齢12歳以上の方(平成 

 28年４月１日現在) 

   ※内部障害のみの手帳所持者は、膀胱・直腸機 

  能障害のみとする 
      
◆申込期限 ７月１日(金)まで 
 

問 申 市福祉課 43-8352 

『下妻市壮年ソフトボール大会』 

 参加チーム募集 
 
◆日時 ９月４日(日)  

    ※予備日 ９月11日(日) 

◆会場 小貝川ふれあい公園 ソフトボール場 

◆参加資格 市内に在住または在勤する35歳以上の 

                  者(平成29年４月１日までに35歳にな 

                  る方も対象)で構成するチーム 

◆参加費  

 ◇下妻市ソフトボール連盟に登録のあるチーム  

  3,000円 

 ◇下妻市ソフトボール連盟に登録のないチーム  

  5,000円 

◆競技方法 トーナメント制 

◆組合せ 代表者会議において決定 

◆申込 ７月20日(水)までに下記の問い合せ先へ連 

            絡してください。 

◆その他 下妻市ソフトボール連盟に登録している 

               チームの場合は、連合チームでも参加可 

               能 
 
◎代表者会議 

 ◇日時 ７月23日(土)受付 午後６時～ 

           会議 午後６時30分～ 

 ◇会場 下妻公民館 ２階 研修室 

 ◇その他 参加費は、代表者会議当日に納めてく 

                  ださい。 
 

問 申 下妻市ソフトボール連盟  

       090-1808-7250(髙村) 

       Ｅメール ssa_sports@yahoo.co.jp 

｢ときめき婚活パーティーと 

  夏祭り神輿観覧｣開催 
 
◆日時 ７月30日(土) 

          午後５時30分～８時(受付 午後５時～) 
 
◆場所 ORANGE CAFÉ[筑西市下岡崎2-4-9] 
 
◆対象者 40歳以下の独身男女 各15人 
 
◆参加費 男性6,000円 女性1,800円 
 
◆申込方法 電話での申し込み ※先着順 
       

問  申 ＮＰＯ法人メドウルミートクラブ 

      [筑西市稲野辺568-5]  

      090-3340-4929(小池) 

｢福祉のお仕事就職相談会｣開催 
 

福祉の職場への就職を希望される方や、福祉の仕

事に関心のある方を対象に、就職相談会を開催しま

す。約30の福祉関係事業所や施設が参加するほか、

福祉の仕事に関する専門相談員も参加します。ぜひ

お気軽にご参加ください。 

 

◆日時 ７月16日(土)午後１時～３時 

            受付 午後０時30分～ 

◆場所 ホテルニューつたや[筑西市乙907-1] 

◆内容 求人事業者との個別就職相談・面接、求職 

    登録・求人情報提供ほか 

◆参加費 無料 

◆参加申込 原則不要 
 

問 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会  

   茨城県福祉人材センター  

   029-244-4544 

       FAX 029-244-4543 

No 日時など 対象者 内容 定員 
1 ８月２日(火) 

午前10時～正午 
小学生 
(低学年) 

｢スナック菓子について調べてみよう｣ 
ゲームをしながら、身近なおやつの原材料について

考えます。(試食有り) 

15組 
30人 

2 ８月３日(水) 
【午前の部】 
午前10時～正午 

小学生 
(中学年～高学年) 

｢LEDでオリジナルランプをつくろう｣ 
照明の電球について、灯りの歴史や青色発光ダイ

オードの意味、電球の仕組み、特徴などを学びLED

を使った工作をします。 

20組 
40人 

3 8月3日(水) 
【午後の部】 
午後１時～３時 

小学生 
(中学年～高学年) 

No2と同じ 20組 
40人 

『夏休み親子生活教室』参加者募集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆場所 県消費生活センター(水戸合同庁舎内) 2階 商品テスト室(8/２)、2階 研修室(8/３) 

    [水戸市柵町1-3-1](JR水戸駅南口より徒歩10分 駐車場有) 

◆受講料 無料 

◆持参品 筆記用具、ハサミ(LED教室のみ)、水筒 

◆申込方法 年齢、氏名、住所、電話番号、同伴者氏名(参加者との関係)・年齢、参加希望日時、食物アレル

ギーの有無(8/２希望者のみ)を電話でお知らせください。 

◆申込期間 7月4日(月)～8日(金) 

      午前８時30分～午後５時15分 

      ※定員になり次第締切 
 

問 申 県消費生活センター 相談試験課 029-224-4722 

裁判所職員一般職試験 

(裁判所事務官：高卒者区分) 
 
◆試験日程など 

 ◇１次試験 ９月11日(日) 

       ・基礎能力試験(多肢選択式) 

       ・作文試験 

 ◇２次試験 10月中旬～下旬 

       ・人物試験(個別面接) 

◆申込受付期間  

 ◇インターネット  

  ７月12日(火)午前10時～21日(木) 

 ◇郵送  

  ７月12日(火)～15日(金) ※15日付消印有効 

  ※郵送での申込書は、必ず簡易書留郵便で提出 

   してください 

◎詳しくは、裁判所ホームページ(http://www. 

 courts.go.jp/saiyo/index2.html)または最 

 寄の裁判所で配布している受験案内をご覧くださ 

 い。 

  

問 水戸地方裁判所事務局 総務課人事第一係  

   029-224-8421 
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７月のマイナンバーカード（個人番号カード） 

交付日 
 
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よりカードが市民課に

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、その際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おります。 

※交付通知書は、マイナンバーカードを申請されてから概

ね２カ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、予約が集中すると繋がりにくくなる場

合があります。時間をおいて、おかけ直しください 

※マイナンバーカードは、交付通知書を送付した日から６

カ月保管し、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 
 

   ７月のマイナンバーカード交付日カレンダー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【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 上記に加え、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 

わらべうた・あそびランド 

『とうもろこしを食べよう会』 

参加者募集 
 

わらべうた・あそびランドでは、今年も｢と

うもろこしを食べよう会｣を開催します。甘く

て美味しいとうもろこしを収穫して、みんなで

一緒に食べませんか。 
 
◆日時 ７月24日(日)午前９時～正午 
 
◆場所 神明集落センター(騰波ノ江) 
 
◆募集人員 ３歳～小学６年生までの親子 

      100人程度 
 
◆参加費 無料 
 
◆申込締切 ７月20日(水) 
 

問 申 市生涯学習課 45-8995 

未就学児の保護者様へ 

ふるさと交流館リフレこかいで遊ぼう  
  

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。 
  

◆開催日時 

   ６月27日(月)、 

   ７月１日(金)、４日(月)、８日(金)、11日(月)、 

   18日(月・祝)、22日(金)、25日(月)、29日(金) 
 
◆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 

   ※お子さまだけのご来場はお断りします。詳細 

      は、お問い合せください 
  

問 ふるさと交流館リフレこかい 30-0070 

｢水防訓練｣開催 
 

鬼怒川、小貝川流域の４市１町で構成する｢鬼

怒・小貝水防連合体｣による水防訓練を実施しま

す。この訓練は、出水期にあたり消防団の士気を

高め、作業能力の向上を図るとともに、住民の水

防に対する協力と理解を深めることを目的とし

ています。 
 

◆日時 ７月３日(日)午前８時～ 

    ※雨天決行 

◆場所 鬼怒川右岸大形橋下流河川敷 

◆主催 鬼怒・小貝水防連合体 

   《下妻市、常総市、つくば市、つくばみ 

    らい市、八千代町(事務局)》 
 

※当日は訓練作業上、会場付近の堤防上の道路 

 で一時通行止めなどの規制を行いますので、 

 ご理解ご協力をお願いします 
 

問 八千代町役場 総務課 消防交通係  

 

募集職種 保育士(嘱託職員) 
募集人員 1人 
業務内容 保育業務 
応募資格など 保育士資格を有する人 
勤務地 下妻市立きぬ保育園 

勤務時間 
午前8時30分～午後5時15分(昼休み60分) 
※業務(早番・遅番保育当番など)のロー

テーションにより勤務時間に変動あり 

賃金など 
  

月額賃金制 
基本賃金 181,800円(上限) 
※年齢により異なります 
賞与・通勤手当の制度あり 
社会保険加入あり・雇用保険加入あり 

雇用期間 
9月1日～平成29年3月31日 
(勤務状況により更新有り) 

試験内容 面接 ※日時については後日連絡 
募集期限 7月25日(月)まで 
提出書類 履歴書(写真貼付)・保育士証の写し 

『嘱託職員』募集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

問 市総務課 43-2120 

※天候・交通事情などにより、イベントの時間・場所・内容が変更になる場合がありますので、ご了承ください 

下妻市イベント情報 ２０１６年７月 ～ ２０１６年１１月 

開催日程 イベント・事業名 開催場所 問い合わせ先 
７月３日(日) 
午前８時～ 

第57回鬼怒・小貝水防連合体水防訓練 
鬼怒川右岸大形橋下流河川敷 

(別府地先) 
開催事務局 八千代町役場 
総務課 48-1665 

７月9日(土) 
午前７時～ 

鬼怒川・小貝川クリーン大作戦 鬼怒川、小貝川 建設課 45-8125 

７月10日(日) 
午前10時～ 

オオムラサキ成虫観察会 
小貝川ふれあい公園 

上流コアゾーン 
オオムラサキと森の文化の会 
090-3590-6528(本橋) 

７月20日(水) 
午前７時30分～ 

夏の交通事故防止県民運動(7/20～31)

に伴う街頭キャンペーン 
街頭キャンペーンは、本宿交差

点、宗道交差点の２カ所で開催 
消防交通課 43-8309 

７月24日(日) 
午前９時～ 

とうもろこしを食べよう会 
神明集落センター(騰波ノ江) 
[下妻市神明122-1] 

生涯学習課 45-8995 

７月30日(土) 
午後５時～ 

第19回ふるさとまつり連合渡御  
市役所千代川庁舎敷地および庁

舎前通り 
商工観光課 44-0732 

８月４日(木) 
午前９時30分～ 

男女共同参画推進事業 
ファミリークッキング 

下妻市立千代川公民館 
調理室・レストハウス 

市民協働課 43-2114 

8月６日(土) 
下妻まつり  

 千人おどり 午後５時10分～ 
 砂沼の花火大会 午後７時30分～ 

<千人おどり> 新町・砂沼新田 

       (砂沼南岸周辺) 
<砂沼の花火大会> 砂沼湖上 

<千人おどり> 

 商工観光課 43-0732 
<花火大会> 

 下妻市商工会 43-3412 
８月24日(水) 
午前10時30分～ 

茨城県交通安全キャラバン隊 詳細は未定 消防交通課 43-8309 

9月11日(日) 
午前９時30分～ 

第45回敬老福祉大会 下妻市民文化会館 介護保険課 45-8123 

9月12日(月) 
     14日(水) 

タバンカ祭り 午後７時～ 大宝八幡宮 大宝八幡宮 44-3756 

9月15日(木) 
     16日(金) 

大宝八幡宮 秋の大祭(大宝まち) 
 ｢市無形文化財 十二座神楽奉納｣ 
 ｢ひとつもの神事｣  

大宝八幡宮 大宝八幡宮 44-3756 

9月17日(土) 
  18日(日) 

新米まつり 午前10時～ やすらぎの里しもつま 
農政課 水田農業支援センター 
44-0724 

9月21日(水) 
午前７時30分～ 

秋の全国交通安全運動(９/21～30) 

に伴う街頭キャンペーン 
街頭キャンペーンは、本宿交差

点、宗道交差点の2カ所で開催 
消防交通課 43-8309 

10月22日(土) 

   23日(日) 
第26回しもつま砂沼フェスティバル 砂沼サンビーチ 商工観光課 45-8993 

11月５日(土) 

       ６日(日) 
いばらきを食べよう収穫祭 砂沼サンビーチ 商工観光課 45-8990 

48-1665 


