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休日の証明書発行停止のお知らせ 
 

住基システムの改修作業のため、休日の住民票

の写し・印鑑登録証明書の発行を終日停止しま

す。 
 
◆発行停止日 11月５日(土)  
 

問 市民課 43-8196 

倒産・解雇などによる離職で 

国民健康保険に加入される方へ 
 

会社の倒産・解雇、雇い止めなどにより離職さ

れた方は、国民健康保険税が軽減されます。 
 
◆対象者 

 離職の翌日から翌年度末までの期間において、 

 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによ 

 る離職)または雇用保険の特定理由離職者(雇い止 

 めなどによる離職)として失業等給付を受ける 

 方です。 

 ※離職日現在で65歳を過ぎている方は、対象と 

  なりません 

◆軽減額 

 国民健康保険税は、前年の所得などにより算定 

 されます。軽減は、前年の給与所得を(100分の 

 30)とみなして行います。 

◆軽減期間 

 離職の翌日から翌年度末までの期間です。 

 ※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異な 

  ります 

 ※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても

引き続き軽減の対象となりますが、会社の健

康保険(社会保険)に加入するなど、国民健康保

険を脱退すると終了します 

◆申請手続き 

 ハローワークの雇用保険受給資格者証および印 

 鑑をご持参の上、申請してください。 

 

問 申 市保険年金課 45-8124 

合計扶養親族数  制度改正前 制度改正後 

０人 393万円 622万円 

１人 423万円 660万円 

２人 453万円 698万円 

医療福祉費支給制度(マル福)の申請は 

お済みですか～所得制限緩和～ 
 

医療福祉費支給制度(マル福)は、一定の条件を満

たす人が医療保険を使って医療機関などにかかった

医療費(保険適用分)の一部を公費(県と市の負担)で助

成する制度です。 

10月診療分から所得制限額を次のとおり緩和し、

医療費の助成を受ける対象者が拡大されています。  

マル福は、申請月の初日から該当となりますの

で、制度改正により新たに該当になる方でまだ申請

していない方は、お早めに申請をお願いします。 

 

◆制度改正の対象となる区分 

小児(０歳～中学３年生)、妊産婦 
 
◆制度改正後の所得制限額 

小児：父もしくは母の所得額 

妊産婦：妊婦もしくは配偶者の所得額 

 

 

 

 

 

 

 

※扶養親族などにつき、38万円加算 

※扶養義務者の所得制限額1,000万円は変わりま 

 せん 
 
◆申請方法 

 制度改正により新たに制度の該当となる方には、 

 ８月末に個別で通知(郵送)をしています。申請書 

 をお持ちの方は、必要書類とともに郵送で提出す 

 るか、窓口での受け付けとなります。申請書をな 

 くしてしまった方は、該当のお子さんの保険証・ 

 印鑑・保護者名義の通帳(０～６歳までの方)を持 

 参の上、直接窓口にお越しください。受給者証の 

 交付には、申請が必要です。該当の方は、手続き 

 をお願いします。 

 

問 市保険年金課 43-8326 

11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

電話番号で予約をとり、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。 

なお、11月の交付日は次のとおりです。 

※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１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 
 
 11月のマイナンバーカード交付日カレンダー 

 

 

 

 
 

11月のマイナンバーカード交付カレンダー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 

＜注意＞ 

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。お早めにご予約く

ださい。 

日 月 火 水 木 金 土 
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緊急地震速報訓練に伴う 

防災行政無線の訓練放送実施 
 
 全国瞬時警報システム(J－ALERT)による情報

伝達訓練として、防災行政無線で訓練放送(緊急地

震速報)を行います。 

 実際の災害と間違えないようご注意ください。 
  
◆実施日時 11月４日(金)午前10時頃 

◆放送内容  

  ｢こちらは防災下妻です。 

  只今から訓練放送を行います。 

  『(緊急地震速報チャイム音) 

   緊急地震速報。大地震です。大地震です。 

   これは訓練放送です。』 

  (※３回繰り返し) 

  これで訓練放送を終わります。 

  こちらは防災下妻です。｣ 
 
※J－ALERTとは、地震・津波や武力攻撃などの 

 災害時に国から送られてくる緊急情報を人工衛星 

 などを活用して瞬時に情報伝達するシステムです 

※災害の発生や状況、気象状況などによって訓練を

中止する場合があります 

 

◎この機会に地震の備えを確認しましょう。 

【例】テレビや家具の固定、シェイクアウト訓練の 

   実施など 

※シェイクアウト訓練とは、地震の揺れから 

 頭を守り、机の下などの安全な場所で身を 

 守る訓練です。詳細は、市ホームページを  

 ご覧ください。 
 

問 市消防交通課 43-2119 

秋季全国火災予防運動に伴う 

サイレン吹鳴実施 
 

11月９日～11月15日全国一斉に秋の火災予防

運動が行なわれます。運動実施に伴いサイレン吹鳴

および半鐘打鐘を次のとおり行ないますので、火災

と間違えないようご注意ください。 
 
◆日時 11月９日(水)午前７時 

    11月15日(火)午前７時 
 
※隣接市町においても実施されます。火災とお間違 

   いのないようご注意ください 
 

問 市消防交通課 43-2119  

 下妻消防署 43-1551 



｢都市計画に関する公聴会｣開催 
 

市では、つくば下妻第二工業団地(拡張：約

0.8ha)を工業専用地域に用途変更するにあた

り、皆さまからのご意見を聞くため、公聴会を

開催します。 

※公述申込者がいない場合には、公聴会は開催 

 しません 
 
◆日時 11月17日(木)午後２時～ 

◆会場 市役所第二庁舎 ３階 大会議室 

◆申出方法  

 今回の変更に関する都市計画原案に対して意 

 見を述べることを希望する方は、公述申出書 

 を市役所都市整備課まで郵送で提出してくだ 

 さい。 

◆公述申出期間  

 11月２日(水)～11月９日(水)必着 

◆公述人の決定  

 公述申出者が多数の場合は、意見内容を考慮 

 した上で代表者を選考します。 

◆都市計画原案の閲覧期間  

 11月２日(水)～11月９日(水) 
 

問 市都市整備課 45-8128 

全国一斉 

｢女性の人権ホットライン｣強化週間 
 

人には、皆人権があります。それぞれが個人

として人権が尊重されなければなりません。し

かし、残念ながら女性に対する人権侵害が依然

として発生しており、大きな社会問題となって

います。 

 水戸地方法務局および茨城県人権擁護委員連

合会は、従来からさまざまな活動を通じて女性

の人権問題に取り組んできました。 

 女性に対するセクハラ、夫・パートナーから

の暴力やストーカーなどの人権侵害について電

話で相談を受け付けています。 

 秘密は厳守します。 

 

◆期間 11月14日(月)～11月20日(日) 

◆時間 午前8時30分～午後7時 

    ※土・日曜日は、午前10時～午後5時 

◆電話番号  

 0570-070-810(全国共通ナビダイヤル) 

◆相談員 人権擁護委員・法務局職員 

 

問 水戸地方法務局 人権擁護課  

       029-227-9919 

不動産公売に参加してみませんか 
 

茨城租税債権管理機構では、一般の方も参加できる

入札により市税などの滞納処分のため差し押さえして

いる財産の公売を実施します。 

 

◆公売参加申込期間  

 11月８日(火)午後１時～11月21日(月)午後11時 

 

◆入札期間  

 11月29日(火)午後１時～12月６日(火)午後１時 

※ヤフー株式会社提供のインターネット公売システ 

 ムを使った公売です 

 

◆公売不動産 市内の案件のみ記載 

 ◇売却区分番号 28-77 

 ◇所在 高道祖(桜塚) 

 ◇財産種別 土地付建物 

 ◇地積 880.96㎡ 

 ◇見積価格 573万円 

 ◇公売保証金 58万円 

 

※上記案件の詳細および市外の案件は、直接お問い合 

 せください 

※中止になる場合もありますので、事前にお問い合せ 

 ください 
 

問 茨城租税債権管理機構 029-225-1221 

   HP http://www.ibaraki-sozei.jp/ 

勤労者向け融資制度 
 

 県では、勤労者の生活の安定のために必要とする

資金を次の2つの制度で融資しています。 

 

◆勤労者緊急生活支援 

◇対象  

 県内に1年以上継続して居住または勤務してい 

 る勤労者(前年税込年収150万円以上) 

◇使途 冠婚葬祭、教育、医療費など 

◇金利 年1.7%(別途保証料 年0.7%) 

◇融資額 100万円まで 

 

◆育児・介護休業者生活支援 

◇対象  

 県内に在住の勤労者で、育児休業または介護休 

 業を取得する方(勤続1年以上かつ前年税込年収 

 150万円以上) 

◇使途 休業期間中に必要な生活資金 

◇金利 年1.5％(別途保証料 年0.7%) 

◇融資額 100万円まで 

     (休業1月あたり10万円を限度とする) 

 

問 県労働政策課 029-301-3635 

   または、お近くの中央労働金庫(県内) 

使用済小型家電のリサイクルにご協力を 

 
携帯電話などの小型家電には、希少金属(レアメタル)などが含まれており、再生利用可能なリサイクル品で

す。ご家庭で不要となった対象の小型家電は、ごみとして出さずに｢使用済小型家電回収ボックス｣へ入れてく

ださい。リサイクルへのご協力をお願いします。 

 

◆対象品目 17品目 

 携帯電話・PHS、ビデオカメラ、デジタルカメラ、携帯用ゲーム機器、携帯音楽プレーヤ、電子辞書、 

 カーナビ、ACアダプタ、卓上計算機、ICレコーダ、ヘアドライヤー、電子体温計、CD･MDプレーヤ、電 

 気アイロン、電気かみそり、電話機、ラジオ 

 

◆使用済小型家電回収ボックス設置場所 

 

 

 

 

 
 

問 市生活環境課 43-8289 

市役所本庁舎 市役所千代川庁舎 市立図書館 下妻公民館 千代川公民館 

大宝公民館 働く婦人の家 千代川運動公園ふれあいハウス 勤労青少年ホーム 

ふるさと博物館 夢工房 おおぞら ビアスパークしもつま ほっとランド・きぬ 

イオンモール下妻 ホームセンター山新下妻店 熊倉電気 

｢調停相談会｣開催 
 

身の回りの事でお困りの方は、ぜひ相談くださ

い。秘密は厳守します。裁判所の調停委員がお待ち

しています。ただし、裁判中、調停中の案件はご遠

慮ください。 

 

◆日時 11月20日(日)午前10時～午後３時  

     ※先着順 

◆場所 下妻公民館[本城町3-36-1] 

◆受付時間 午前９時30分～午後３時 

◆相談内容  

 夫婦関係・親子関係・相続関係・扶養関係・金銭 

 関係・土地建物関係・交通事故関係など 

◆相談 無料 

 

問  
下妻調停協会(水戸地方・家庭裁判所下妻支部内)  

43-7193 

『平成29年度駐屯地モニター』募集 
 

 陸上自衛隊古河駐屯地において、平成29年

度駐屯地モニターの募集を、次のとおり行い

ます。 

 

◆内容  

 駐屯地の諸行事に対する参加および意見要 

 望の聴集、古河駐屯地モニター会議への参 

 加など 

 

◆対象 60歳くらいまでの社会人の方 

 

◆募集人数 ５人 

 

◆期間  

 平成29年４月１日～平成30年３月31日 

 

◆申込締切 12月22日(木)まで 

 

問 陸上自衛隊 古河駐屯地 広報班 

    0280-32-4141 
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わらべうた・あそびランド  

『芋煮会』参加者募集 
 

わらべうた・あそびランドでは、自然の中で

フィールド遊びをした後に大きく丸々と育った里

芋を使った芋煮会を開催します。皆さまお誘いあ 

わせの上、ご参加ください。 
 
◆日時 11月27日(日)午前９時30分集合 

※小雨決行、雨天中止 

◆場所  

 小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター前 

◆参加資格 ３歳～小学６年生の親子 

◆募集人員 100人程度 

◆参加費 無料 

◆持参品  

 おにぎり・おわん・おはし・レジャーシート 

 ※フィールド遊びを行うため汚れても良い服装 

  でお越しください 

◆申込締切 11月22日(火)まで 
 

問 申 市生涯学習課 45-8995 

茨城県民の日 

パークゴルフ場無料開放実施 
 

小貝川ふれあい公園では、茨城県民の日にパークゴ

ルフ場を無料開放します。 

ぜひこの機会にパークゴルフをお楽しみください。 
 

◆開放日 11月13日(日)茨城県民の日 

◆利用可能時間 午前９時～午後４時30分 

        (受付 午後３時30分まで) 

◆対象者 県内在住者 

※無料となるのは、パークゴルフ場使用料・クラブ使 

 用料・ボール使用料 

※当日は、お住まいが確認できるものを提示ください 
 

問 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 

  45-0200 

市立図書館 おはなし会 
 

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 11月12日(土)  

午前10時30分～11時30分 

     午後２時～３時 

 ※図書館まつりの一環として開催します 

 
 ｢にちようびのおはなし会｣ 

◇日時 11月27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 

未就学児の保護者さまへ 

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デーを設けました。 

ぜひこの機会にご利用ください。 
  
◆開催日  

 ◇10月28日(金)、31日(月) 

 ◇11月４日(金)、７日(月)、11日(金)、 

  14日(月)、21日(月)、25日(金)、28日(月) 

◆開催時間 午前９時～正午 

◆利用規則  

 原則、保護者１人につきお子さまは２人まで 
  
※ご来場の際は、必ず保護者の方の同伴をお願い 

 します。詳細は、お問い合わせください 
  

問 ふるさと交流館リフレこかい  

   30-0070 

市立図書館 映画会/11月 
 
《子ども映画会》 

 ◇日時 11月13日(日)午後２時～ 

 ◇上映作品  

  おじゃる丸 満月ロード危機一髪 

  (2008年/50分) 
 
《図書館映画会》 

◇日時 11月26日(土)午後１時30分～ 

◇上映作品 遺体 明日への十日間 

      (2013年/日本/105分) 

◇内容  

 2011年３月11日あの未曾有の災害に直面 

 し困難な状況と向き合った人々がいた 
 
◆場所 市立図書館 ２階 映像ホール 

 

【図書館公式HP】 

 http://www.lib.shimotsuma.ibaraki.jp/ 

【図書館公式SNSアカウント】 

 twitter：@shimotsuma_lib  

 LINE：@bhh5718l 
 

問 市立図書館 43-8811 

｢水と緑のまごころ国体(昭和49年開催) 

 回顧展｣開催 
 

平成31年に茨城県で2回目の国民体育大会が開催

されることから｢水と緑のまごころ国体(昭和49年開

催)回顧展｣を開催します。 

前回大会の開会式での集団演技や炬火(きょか)リ

レー、各競技の様子などなつかしい写真とともに平

成31年に開催する国体の会場図などが展示されま

す。国体について幅広く知ることができます。ぜひ

足をお運びください。 
 
◆期間 11月５日(土)～11月18日(金) 

◆場所 道の駅しもつま・総合案内所[数須140]  

    30-5294 
 

問 県国体・障害者スポーツ大会局 総務企画課  

   029-301-5402 

日 月 火 水 木 金 土 
  
  

  １ ２ ３ ４ ５ 

６ 
７ 

休館 
８ ９ 10 11 12 

13 
14 
休館 

15 
休館 

16 17 18 19 

20 
21 
休館 

22 23 24 25 26 

27 
28 
休館 

29 
30 
休館 

      

市立図書館 開館カレンダー/11月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※11月３日(木・祝)、23日(水・祝)は、午後５時で  

 閉館 

※11月15日(火)は、臨時休館日 

※11月30日(水)は、館内整理日のため休館 
 

問 市立図書館 43-8811 

〝みんなの研ぎやさん〟による 

｢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。会場まで来ら

れない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 11月４日(金)午前９時30分～11時 

◆場所 砂沼荘 
 
問 下妻市ボランティアセンター 

   (下妻市社会福祉協議会内) 44-0142 

日 月 火 水 木 金 土 

  
  

 

１ 

休館 

２ 

休館 
３ ４ ５ 

６ 
７ 

休館 
８ ９ 10 11 12 

13 
14 

休館 
15 16 17 18 19 

20 
21 

休館 
22 23 24 25 26 

27 
28 

休館 
29 30       

ふるさと博物館 開館カレンダー/11月 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【開館20周年記念 市村緑郎展】  

◆開催期間 11月３日(木・祝)～12月11日(日)  

     ※会期中入場料無料 

◎ギャラリートーク 

 市村晴子氏(市村緑郎夫人)と清家悟氏(彫刻家)のお話 

  ◇日時 11月12日(土)午後１時30分～ 

  ◇場所 ふるさと博物館 企画展示室 
 
問 ふるさと博物館 44-7111 

｢正社員＆ 

 いきいきシニア就職面接会｣開催 
  

正社員を目指す若者、中高年および高齢者を対象

とした就職説明会を開催します。 
 
◆日時 11月10日(木) 

◇受付 午後0時30分～1時 

 ◇事業所説明会 午後1時～2時30分 

 ◇面接会 午後2時30分～4時 

 ※面接会に参加する方は、事前にハローワークで 

      紹介状の交付を受けてください 

◆会場 アルテリオ 1階 集会室[筑西市丙372] 
 

問 筑西公共職業安定所 22-2188 

   筑西公共職業安定所 下妻出張所 43-3737 



相続登記はお済みですか 
 

不動産の相続登記をせずに放置しておくと、権

利関係が複雑となり、後にさまざまなトラブルが

起こることがあります。 

この機会に、次世代の子どもたちのために相続

登記をしませんか。 
 

◆司法書士による相談をご希望の方は 
 
問 茨城司法書士会 029-225-0111 
 
◆亡くなった人の建物を登記したいなどの相談は 
 
問 茨城土地家屋調査士会  

       029-259-7400 
 
◆その他相続登記の申請手続全般の相談は 
 
問 水戸地方法務局 下妻支局 43-3935 

『シルバー人材センター会員』募集 
 

シルバー人材センターは、｢健康維持や生きがい

のために働きたい｣という意欲ある高齢者の方々

に、その希望と経験に合った臨時的・短期的な仕事

を紹介しています。会員としてシルバーの仕事をし

てみませんか。 

 現在、剪定作業・除草作業・農作業などの屋外作

業のできる人材が不足しています。 

 なお、会員になるには次の要件が必要です。 
 
◆下妻市、八千代町在住で当センターの目的に賛同

し、健康で働く意欲のあるおおむね60歳以上の

方 

◆入会説明会を受け入会申込書を提出し、定められ

た会費を納入した方 
 

問  

公益社団法人 下妻地方広域シルバー人材センター 

44-3198 

茨城県立下妻特別支援学校 

Part１｢学校公開｣開催 
 

本校では、地域の特別支援教育におけるセンター

的機能の一環として、今年度も次のとおり学校公開

を開催します。ぜひご参加ください。 
 
◆日時 11月８日(火)・９日(水)・11日(金) 

    午前９時30分～午後２時30分 

◆会場 茨城県立下妻特別支援学校[半谷492-4] 

◆対象 地域の方々、教育・関係機関担当者など 

◆内容 小・中学部、高等部の授業公開 

◆申込方法  

 10月28日(金)までに電話またはFAXでお申し込 

 みください 

茨城県立下妻特別支援学校 

Part２｢ふれあい教室｣開催 
 
就学前のお子さまと保護者の方を対象に｢ふれあ

い教室を｣開催します。 

関係職員の皆さまもお気軽に参加ください。 
 
◆日時 11月17日(木)午前９時45分～正午  

◆会場 茨城県立下妻特別支援学校[半谷492-4] 

◆対象  

 運動機能に障害のあるお子さまと保護者、療育関 

 係者 

◆内容 学校紹介・見学・友達と交流など 

◆申込方法  

 11月10日(木)までに電話またはFAXでお申し込 

 みください 
 

問 申 下妻特別支援学校 44-1800 

      FAX 43-9174 

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、｢廃棄物の処理及び清掃に

関する法律第16条の2(焼却禁止)｣で一部の例外を

除いて禁じられおり、罰則規定（５年以下の懲役

又は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すかクリーンポート・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 生活環境課 43-8234 

歯のなんでも電話相談 
  
 ふだん聞けない入れ歯のこと、子どもの歯の悩 

み、インプラント、矯正、口臭の悩み、顎関節症、 

歯周病、ブラッシングの仕方、料金のことなど、歯 

に関する悩みや質問を無料で電話相談します。 

 お気軽にお電話ください。 
  
◆日時 11月20日(日)午後２時～５時 

◆受付電話番号 029-823-7930 

        ※匿名受け付け可 

◆回答者 歯科医師 

◆相談料 無料 
 

問 茨城県保険医協会 029-823-7930 

｢障害者理解促進研修会｣開催 
 

平成25年4月に障害者総合支援法、平成28年4月

からは障害者差別解消法が施行され、地域社会にお

ける共生の実現に向けて支援をしていくことを目的

にした法律の中、社会や私たちは、障害児・者が地

域で一緒に生活していることを理解する必要があり

ます。 

知的障害や発達障害といわれる子どもや大人が社

会生活の中で不思議な行動をすることがあります。  

それは、他者に害を与えるものではなく、本人の

欲求などなんらかの理由があることを広く知っても

らうため次のとおり研修会を開催します。 
 
◆日時 11月19日(土)午後１時30分～４時30分 

◆会場 千代川公民館 １階 ホール 

◆内容  

 ◇ワークショップ  

 ◇疑似体験 ｢私たちの子どもを理解して｣  

  講師 伊奈特キャラバン隊 

     (伊奈特別支援学校の保護者) 

 ◇講演 「『不思議行動』の理解とその対応」  

  講師 白梅学園大学教授 堀江まゆみ 氏 

◆参加対象   

 関心のある市内在住・在勤者、また在学の学生    

◆定員 100人 

◆参加費 無料 

◆申込方法  

 メールまたはFAXでお申し込みください 

※詳しくは、下妻市社会福祉協議会ホームページ 

 をご覧ください 
 

問 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

   FAX 44-0559 

   Eメール chiiki@st-shakyo.jp 

   HP http://www.st-shakyo.jp/ 

茨城県最低賃金が改定されました 
 

茨城労働局では、茨城県最低賃金を時間額771円

(昨年度額より24円引上げ)に改定しました。 

10月1日から県内の全産業・全労働者に適用され

ます。 

賃金額が茨城県最低賃金を下回る雇用契約は、労

使双方の合意であっても、最低賃金法により賃金額

の部分が無効とされ、最低賃金額と同額の契約をし

たものとみなされます。 

 

問 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 

 

｢石岡市・小美玉市就職説明会 

 （就勝!2016）｣開催 
 

大学・短大・専門学校などを平成29年3月に卒

業見込みの方と既卒で未就職（高卒を除く概ね3

年以内）の方を対象とした就職説明会を開催しま

す。石岡市・小美玉市を中心に県内の事業所が集

まり採用面接や企業説明を実施しますのでご参加

ください。 
 
◆開催日 11月11日(金) 

     (受付 午後０時30分～)  

◆会場 石岡運動公園体育館 

    [石岡市南台3-34-1] 

◆説明会および面接会 午後1時～4時 
 
※履歴書・事前申し込み不要 

※既卒者は、ハローワークへの登録が必要です 

※高校を平成29年3月に卒業見込みの方は、事前 

 に学校の進路指導担当の先生に参加希望を伝え 

 てください 

※参加費無料 

※上履きをご持参ください。 

※詳細は、ホームページをご覧ください 
 
問 石岡市 経済部 商工課  

  0299-23-1111 

  HP http://www.city.ishioka.lg.jp 

小美玉市 産業経済部 商工観光課  

0299-48-1111 

HP http://www.city.omitama.lg.jp 
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しもつま 広
報 

浄化槽設置事業費補助金 

申請受付終了 
 

本年度の浄化槽設置に係る補助金の申請受付は、 

予算額に達したため終了しました。 
  

問 市生活環境課 43-8234 

小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター 

｢フォトコンテスト作品展示｣開催 
 
 今年で第６回を迎えたフォトコンテスト。テーマ

を｢身近な生き物や自然｣とし、命の大切さや自然の

ありがたさが作品に込められています。 

愛くるしいペットの写真や美しい自然の写真で癒

されてみてはいかがですか。 

ぜひこの機会にご来館ください。 
 
◆日時 10月29日(土)～11月27日(日) 

    午前９時～午後４時 

    ※10月29日(土)、30日(日)は、午後４時 

     30分まで開催 

◆場所 小貝川ふれあい公園  

    ネイチャーセンター ギャラ―リー１ 

◆休館日 毎週月曜日 

 
問 小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター 

   45-0200 

柳原球場改修工事にご協力を 
 
 柳原球場は、施設の老朽化や平成31年の茨城国体

開催に向け、現在改修工事を行っています。  

 改修工事の期間中は、施設の利用ができなくなり

ます。ご理解、ご協力をお願いします。 
 
※テニスコートは、工事期間中も利用できます。引 

 き続きご利用ください 
 
◆期間 10月～平成29年２月予定 
 

問 市生涯学習課 45-8100 

茨城県健康福祉祭 

『わくわく美術展』作品募集 
 
◆出品者資格  

 60歳以上(昭和33年4月1日以前生まれ)でアマ 

 チュアの方(市内在住) 

◆出品部門  

 日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真の6部門 

 ※出展数は、部門を問わず1人1点 

◆出展料 2,000円 

 ※茨城わくわくセンター事業推進サポーター(個 

  人サポーター)は無料 

◆申込期間 11月21日(月)～11月30日(水) 

      ※土日・祝日を除く 

◆申込方法  

 ｢出展申込票｣｢出展料｣を添えて市役所介護保険課 

 まで作品をお持ちください。 

 ※出展申込票は、市役所介護保険課で配布してい 

  ます。また、茨城県社会福祉協議会のホーム 

  ページからもダウンロードできます。 

 ※出品の規格があります。詳しくは、お問い合わ 

  せください 

【展覧会】 

◇開催期間  

 平成29年1月28日(土)～2月3日(金)  

◇場所 県民文化センター 

    [水戸市千波町東久保697] 
 
問 申  

市介護保険課 45-8123 

茨城わくわくセンター 029-243-8989 

ガールスカウト茨城県第42団 

｢10周年記念式典｣開催、団員募集 
 

下妻にガールスカウトが発団して10年が経ちま

した。日頃の感謝を込めて式典やミニコンサートを

開催します。 
 
◆期日 11月13日(日) 

◆会場 千代川公民館 1階 ホール 

◆日程 ◇式典 午後1時30分～(受付 午後1時～) 

    ◇ミニコンサート 午後3時15分～ 

     オペラ｢夕鶴｣、365日の紙飛行機ほか 

◆入場 無料 
 
※団員を随時募集しています。就学前1年から入団 

 できます。ガールスカウトでは｢自ら考え行動で 

 きる女性｣となれるよう世代を超えて楽しく活動 

 しています。興味のある方は、どなたでも遊びに 

 来てください 
 

問 ガールスカウト茨城県第42団 
   43-8328(飯塚) 

働く婦人の家・勤労青少年ホーム 

｢合同文化祭｣開催 
 
◆日時 11月19日(土)午前9時～午後5時 

    11月20日(日)午前9時～午後3時 
 
◆場所 働く婦人の家 
 
◆作品展示  

 クレイフラワー、フラワーボトル、筆ぺン習字、 

 華道、絵手紙、千代紙人形、パッチワーク、砂山 

 教室 
 
◆実技公開 

 ◇茶道  

  11月19日(土)、20日(日)午前10時～午後2時  

 ◇着付け 11月20日(日)午前10時～正午  
 
◆体験コーナー 

 ◇千代紙人形  

      11月19日(土)、20日(日)午前10時～午後3時 

  ※材料費100円～負担あり 

  ※人数制限なし 
  
 ◇クレイフラワー  

      11月19日(土)午前10時30分～午後3時 

  11月20日(日)午前10時～午後2時 

  ※｢福寿草｣または｢ミニカトレア｣から選択 

  ※材料費各500円(器代込み) 

      ※定員各6人(定員になり次第締め切り) 
 
◇フラワーボトル  

   11月20日(日)午前10時～正午 

  ※材料費500円～(器代込み) 

      ※定員15人 
 
◆発表(演奏) 

 ◇11月19日(土) 

  ①英会話講座 午前10時～10時20分  

  ②たんぽぽ会 午前11時～11時15分 

  ③秋桜会   午前11時15分～11時45分  

 ◇11月20日(日) 

  ①ソレイユ  午後2時～2時30分 
 

問 働く婦人の家 43-7929 

   勤労青少年ホーム 43-7423 

｢多重債務者のための 

  無料法律相談会｣開催 
 

借金の返済でお困りの方を対象に、無料法律相談会

を開催します。弁護士、司法書士、消費生活相談員が

秘密厳守で相談に応じます。ぜひご相談ください。 

各会場で｢心の健康相談｣も実施しますので、希望さ

れる方は、お申し込みください。 
 
◆日時・場所 各会場とも 午後1時～4時30分 

◇11月10日(木) 

   県土浦合同庁舎 第一分庁舎 

   [土浦市真鍋5-17-26] 

◇11月11日(金)  

   日立シビックセンター[日立市幸町1-21-1] 

◇11月12日(土)  

   県水戸合同庁舎[水戸市柵町1-3-1] 

◇11月13日(日)  

   県水戸合同庁舎[水戸市柵町1-3-1] 

◇11月14日(月)  

   つくば市豊里交流センター 

   [つくば市高野1197-20] 
 
◆対象 多重債務者(借金の返済にお困りの方) 
 
◆定員 各会場10人 
 
◆料金 無料 
 
◆申込方法  

   各会場開催日の前日までに県生活文化課へ電話でお 

   申し込みください。 
 
◆申込受付開始  

 10月31日(月)～ ※定員になり次第締め切り 
 

問 申 県生活文化課 029-301-2829 

   

｢くらしの困りごと相談会｣開催 
 

｢くらしの困りごと相談会｣では、法務局、労働

局、茨城県、茨城県警、市の行政機関および弁護

士、司法書士、税理士の各専門家が一堂に会し、ワ

ンストップで皆さまからのさまざまな相談を受け付

けます。 

 

◆日時 11月２日(水)午後１時～４時 

◆場所 下妻公民館 ２階 大会議室 

◆料金 無料  

※先着順、事前予約不要 

 

問 茨城行政相談評価事務所 0570-090110 

http://www.irasutoya.com/2013/04/blog-post_1.html
http://www.irasutoya.com/2013/05/blog-post_6979.html


行政書士による｢無料相談会｣開催 
  

 行政について、お困りになっていることはあり

ませんか。行政書士が無料で相談に応じます。予 

約は不要です。ぜひご利用ください。 
 

◆日時・場所 

◇10月29日(土)午前10時～午後３時 

  筑西市立中央図書館 
 

◇11月１日(火)午後１時～３時 

  下妻市役所千代川庁舎 １階 ロビー 
  
 ◇11月13日(日)午前10時～午後３時 

  SAKURAフエステバル(仮称)会場 
 

 ◇11月27日(日)午後１時～４時 

  境町中央公民館 ２階 小会議室 
 

◆相談内容 

 遺言、相続、各種許認可などの行政手続きなど 
 

問 茨城県行政書士会 県西支部 25-2919 

下妻市社会福祉協議会職員採用試験 
 

◆職種 総合職 正職員 

◆採用人員 １人 

◆採用時期 平成29年4月1日～ 

◆応募資格  

①大学、短大、福祉・医療系専門学校を卒業およ 

 び卒業見込みの者で、昭和62年4月2日以降に 

 生まれた人 

②普通自動車運転免許取得者 

※次のいずれかに該当する場合、受験できません 

  ◇成年被後見人または被保佐人 

  ◇禁固以上に処せられ、その執行を終わるまで 

   またはその執行を受けることがなくなるまで 

   の人      

◇日本国憲法またはその下に成立した政府を暴 

 力で破壊することを主張する政党その他の団 

 体を結成し、またはこれに加入した人 

◆試験期日等   

 一次試験 12月11日(日)教養試験・適性検査 

 二次試験 平成29年１月16日(月)面接・作文 

◆申込用紙の交付  

 下妻市社会福祉協議会窓口にて申込用紙を交付し 

 ています。 

※下妻市社会福祉協議会のホームページ新着情報 

 からもダウンロードできます 

◆応募期間 11月24日(木)まで  

      ※土・日曜日および祝日を除く 
 
◎応募手続など詳しくは、｢平成28年度下妻市社会 

 福祉協議会職員採用試験実施要項｣で確認してく 

 ださい。要項は、当会で受領するかホームページ 

 (http://www.st-shakyo.jp/)でご覧ください。 

 

問 申 下妻市社会福祉協議会 総務係  

     44-0142  

ご注意ください 

大型貨物自動車などが 

通行できなくなります 
 
 次の区間において大型貨物自動車などの通行が

規制されます。今後、現地に標識を設置しますの 

で、ご注意ください。 
 
◆規制内容 大型貨物自動車等通行止め 

◆規制区間 黒駒・半谷地内  

      市道204号線(図のとおり) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
問 下妻警察署 43-0110 

 

公共下水道工事にご協力を 
 
次の地内で公共下水道工事を実施します。工事期間

中は、全面通行止(夜間開放)の交通規制を行いま

す。ご協力をお願いします。 
 

【坂本地内】                      

◆期間 10月下旬～11月下旬              

◆内容 公共下水道本管および接続管布設工事    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【峰・不動宿地内】 

◆期間 10月下旬～平成29年２月下旬 

◆内容 公共下水道本管および接続管布設工事 

 

 

 

 

 

 

 
 

｢まちづくりシンポジウム2016｣開催 
 

「まちづくりシンポジウム 2016｣が取手市の取

手ウェルネスプラザで開催されます。 

今年度は、｢健康・医療・福祉を中心としたまちづ

くり｣をテーマとした基調講演やパネルディスカッ

ションが行われます。ぜひご参加ください。 
 

◆日時 11月12日(土)午後１時～４時30分 

◆会場 取手ウェルネスプラザ 多目的ホール 

            [取手市新町2-5-25] 

◆主催 茨城県、取手市、茨城県都市計画協会 
 

※入場料無料 

※事前申し込み不要 

 

問 県都市計画課 029-301-4583 

   取手市都市計画課 0297-74-2141 

【原地内】 

◆期間 10月下旬～平成29年３月上旬 

◆内容 公共下水道本管および接続管布設工事   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市上下水道課 44-5311 

    

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 
 

◆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 


