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しもつま 広
報 

『団体・商店街等のイベント事業』募集 
 

市では、中心市街地の活性化を図るため、市街

地のにぎわいにつながる事業などを募集し、審査

の上、補助を行います。 

補助対象事業は、市民団体などが中心市街地を

含む一定の区域(砂沼周辺地区都市再生整備計画事

業地内)において、平成28年度内に実施すること

が要件となります。 

 補助金は、100万円を上限とし、補助対象とす 

る経費には、一定の制限があります。 

 

◆申込期限 12月12日(月)まで 
 

問 市商工観光課 44-0732 

建物を取り壊しや新築・増築をしたら、 

ご連絡を 
 

 固定資産税は、１月１日現在の土地・建物・償却資

産の所有者に課税される税金です。年内に建物(車庫

や物置を含む)を取り壊した場合や新築・増改築した

場合には、翌年度から固定資産税が変わることがある

ため、調査が必要となります。 

その際は、市役所税務課までご連絡ください。ご協

力をお願いします。 
 
※年内に行った建物の取り壊しの連絡が、来年１月１ 

 日以降となった場合、第三者による滅失証明書など 

 の提出が必要になります 
 

問 市税務課 43-8193 

区分 固定資産税の課税標準額 

200㎡以下の住宅用地 
(小規模住宅用地) 価格×1/6 

200㎡を超える部分の住宅用地 
(一般住宅用地) 価格×1/3 

建物の用途を変更したら、ご連絡を 
 

建物の用途を変更した場合は、市役所税務課までご

連絡ください。 

特に、住宅以外の建物を住宅用に用途変更したり、

住宅を住宅以外に用途変更した場合は、住宅用地特例

により税額が変更になる場合があります。 

 

【住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例】 

住宅用地とは、専ら人の居住の用に供する家屋の敷

地をいい、その面積および戸数によって、小規模住宅

用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されま

す。(ただし、家屋の床面積の10倍まで) 

 

 

 

 

 
 
※住宅内の一室が事務所などの場合は、特例措置の対 

 象となる住宅用地の面積が上記の表と異なる場合が 

 あります。詳しくは、お問い合わせください 
 
問 市税務課 43-8193 

有害鳥獣捕獲実施 
 
 収穫前の野菜類(白菜・キャベツなど)をカラス

の食害から守るため、銃器による捕獲を下妻市鳥

獣被害対策実施隊により、次のとおり実施しま

す。皆さまのご理解、ご協力をお願いします。 
 
◆実施日  

 ◇12月４日(日)日の出～日没 

 ◇平成29年１月９日(月・祝)日の出～日没 

 ◇平成29年２月６日(月)日の出～日没 

◆対象地区 下妻地区全域  
 

問 市農政課 44-0729 

家族ふれあい 

｢砂沼歩け歩け大会｣開催 
  
 親子・家族はもちろんのこと、子ども会や各種団

体・グループ、友達や個人での参加も歓迎です。 

 皆さまの参加をお待ちしています。 

 

◆日時 12月11日(日) 

    ※午前７時花火合図、小雨決行 

◆受付 午前８時20分～  

    ※スタート 午前９時 

◆場所 砂沼サンビーチ 入口前広場 

◆コース  

   砂沼公園遊歩道一周(６㎞)のコースおよび半周 

 コース 
 

問 青少年を育てる下妻市民の会 下妻支部事務局 

   (下妻公民館内) 43-7370 

みんなで徹底しよう『三ない運動』 
～政治家の寄附などは禁止です～ 
 
 政治家(候補者、候補者になろうとする者および

現に公職にある者)が、選挙区内の人にお金や物を

寄附することは、公職選挙法で固く禁止されていま

す。 

 政治家は、寄附を｢贈らない｣、有権者は政治家に

対して寄附を｢求めない｣、政治家からの寄附を｢受

け取らない｣という、寄附の『三ない運動』をみん

なで進めましょう。 

年末年始は、贈り物やお祝事をする機会が多い時

期ですが、ルールを守って明るい選挙を実現させま

しょう。 
 
◆禁止されている寄附 

◇お歳暮やお年賀 ◇入学祝 ◇卒業祝  

◇病気見舞 ◇代理人が出席する場合の結婚祝  

◇代理人が出席する場合の葬式の香典 

◇葬式の花輪、供花 ◇落成式、開店祝の花輪 

◇地域の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物 

 の差入 

◇お祭りへの寄附や差入  

◇地域の運動会などへの飲食物の差入 
 

問 市選挙管理委員会 43-2115 

｢人権教育講演会｣開催 
 
人権を身近な問題として実感できる講演会で

す。 
 

◆日時  12月10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 障がいのある人もない人も暮らしやすい 

    地域とは 

    講師 野澤  和弘 氏 

                     (毎日新聞社論説委員) 
 

問 市生涯学習課 45-8995 

｢人権書道展｣開催 
 
<下妻市小中学校人権書道展> 

◆日時  12月3日(土)～11日(日) 

    午前10時～午後4時 

◆場所  市立図書館 2階 ギャラリー 

※12月5日(月)は休館 
 

問 市指導課    44-0746   

       市生涯学習課  45-8995 

〝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う。 
 
◆日時 12月2日(金)午前９時30分～11時 

◆場所 千代川公民館 
 
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 

12月4日～10日は｢人権週間｣です 
みんなで築こう 人権の世紀 

～考えよう 相手の気持ち  

未来へつなげよう 違いを認め合う心～ 
 

◆女性の人権を守ろう 

◆子どもの人権を守ろう 

◆高齢者の人権を守ろう 

◆障害を理由とする偏見や差別をなくそう 

◆同和問題に関する偏見や差別をなくそう 

◆アイヌの人々に対する理解を深めよう 

◆外国人の人権を尊重しよう 

◆ＨⅠⅤ感染者やハンセン病患者などに対する偏見 

 や差別をなくそう 

◆刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなく 

 そう 

◆犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう 

◆インターネットを悪用した人権侵害をなくそう 

◆北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深 

 めよう 

◆ホームレスに対する偏見や差別をなくそう 

◆性的指向を理由とする偏見や差別をなくそう 

◆性同一性障害を理由とする偏見や差別をなくそう 

◆人身取引をなくそう 

◆東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう 
 

問 水戸地方法務局 人権擁護課  

   029-227-9919  

       市福祉課 43-8246 

人権イメージ 

キャラクター  

人KENあゆみちゃん 

人KENまもる君 

http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=7025#housetokurei


11月25日～12月1日は 

｢犯罪被害者週間｣です 
 
 犯罪被害は、いつ誰に起こるかわかりません。犯 

罪の被害に遭われた方や、そのご家族が回復するた 

めには、周囲の方々の理解と協力が必要です。 

 あなたの周りに犯罪被害に遭ってお悩みの方がい 

る時は、次の窓口をご案内ください。相談は、無 

料です。 
  

問 ≪被害者やご家族のための相談窓口≫ 

 ◆性犯罪被害相談｢勇気の電話｣     

  029-301-0278 

◆茨城県犯罪被害者相談窓口       

 029-301-7830 

◆(公社)いばらき被害者支援センター   

 029-232-2736 

◆性暴力被害者サポートネットワーク茨城   

 029-350-2001 

身体障害児者生活相談・補装具 

巡回相談実施 
 
身体障害者相談員が身体障害児者の生活等

全般の相談に応じます。 

補装具(補聴器・義肢・装具など)の巡回相

談も併せて受け付けますので、お気軽にお越

しください。 
 
◆日時 12月６日(火)午後１時～３時 

◆場所 市役所第二庁舎 ３階 中会議室 

 

問 市福祉課 43-8352 

違法な不用品回収業者にご注意ください 
 

各家庭からでる一般廃棄物を収集・運搬・処分す 

るには、下妻市の｢一般廃棄物処理業の許可｣が必要 

です。｢産業廃棄物処理業の許可｣｢古物営業の許可｣ 

｢貨物運送事業の許可｣では、一般廃棄物を収集・運 

搬・処分することはできません。 

無許可の事業者による廃家電や粗大ごみなどの廃 

棄物の回収は違法となりますので、利用しないでく 

ださい。 

 次のような｢無許可｣での廃棄物の回収行為は、重 

大な犯罪行為です。 

 

◆トラック型回収 

 拡声器などで案内しながら、軽トラックなどで市 

 内を巡回して回収するもの 

◆チラシ型回収 

 各家庭のポストなどにチラシを配布し、各家庭か 

 らの連絡を受けて回収するものやチラシ配布後に 

 地域を巡回して回収するもの 

◆インターネット型回収 

 インターネット上に回収の案内を出し、各家庭か 

 らの連絡を受けて回収するもの 

◆拠点型回収 

 空き地などに拠点を構え、無料回収などと記載さ 

 れた看板や旗を掲げて回収するもの 
 
 無許可の回収業者に廃棄物を引き渡すと、不法投 

棄による環境汚染や高額な料金を請求されるなどの 

トラブルになりますので、ご注意ください。 
 

問 市生活環境課 43-8289 

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ており、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 

 般廃棄物または産業廃棄物として処理 

 してください。 

※市発行の｢事業系ごみの減量・適性処 

 理の手引き｣にもとづき処理してくだ 

 さい。この手引書をご希望の方に 

 は、市役所生活環境課(本庁舎2階)で 

 配布しております。 

◇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 

道路工事にご協力を 
 

宗道、五箇地内において路面再生工事を実施します。

工事期間中は全面通行止めなどの交通規制を実施する場

合がありますので、皆さまのご理解ご協力をお願いしま

す。 

 
【宗道地内】 
◆工事期間 12月上旬～平成29年１月上旬 

◆工事箇所 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【五箇地内】 

◆工事期間 12月上旬～平成29年１月下旬 

◆工事箇所 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市建設課 45-8126 

募集職種 保育士(臨時職員) 
募集人員 1人 
業務内容 保育業務 
応募資格等 保育士資格を有する人 
勤務地 下妻市立下妻保育園または、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 

賃金等 

時給賃金制 
時間単価1,000円 
賞与・通勤手当なし 
社会保険加入あり・雇用保険加入あり 

雇用期間 
～平成29年3月31日 

(勤務状況により更新有り) 
※勤務開始日は要相談 

試験内容 面接試験 ※日時などは別途連絡   
募集期限 12月12日(月)まで 
提出書類 履歴書(写真貼付)、保育士証の写し 

『保育士(臨時職員)』募集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

問 市総務課 43-2120 

募集職種 学校用務員(嘱託職員) 
募集人員 １人 
業務内容 学校用務 

(給食配膳の補助、校舎内の掃除等、校庭の

除草など) 
応募資格等 健康に自信のある人 
勤務地 市立小中学校 
勤務時間 1日６時間 週30時間勤務 

午前８時30分～午後３時30分(休憩60分) 
※勤務校により、勤務時間に変動あり 
※８月は勤務日数が半分 

賃金等 月額賃金制 
基本賃金 136,400円(上限) 
※年齢により異なる 
※８月は、半額支給(勤務日数の半減により) 
賞与・通勤手当の制度あり 
社会保険・雇用保険加入 

雇用期間 平成29年１月１日～３月31日  
※更新は3年まで 

試験内容 面接試験  
日時 12月15日(木) ※時間は別途連絡 
場所 市役所千代川庁舎 2階 会議室 

募集期限 12月12日(月)まで 
提出書類 履歴書 

『学校用務員(嘱託職員)』募集 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市学校教育課 44-0740 

工事箇所 

工事箇所 
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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  

 ◇12月２日(金)、５日(月)、９日(金)、 

  12日(月)、19日(月)、23日(金・祝)、26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 おはなし会/12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 12月10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 12月21日(水) 

午前11時～11時30分 

◇対象 ０～２歳児(保護者同伴) 
  

｢にちようびのおはなし会｣ 

◇日時 12月25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 

12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

話番号にて予約をとり、その予約日時で受け取りをお

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、12月の交付日は、次とおりです。 

※交付通知書は、マイナンバーカードを申請されてか

ら概ね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、予約が集中するとつながりにくく

なる場合があります。時間をおいて、おかけ直しく

ださい 

 

 

 

 

 

 

 

 12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 

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 
× 
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＜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。 

市立図書館 開館カレンダー/12月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※12月23日(金・祝)は、午後５時で閉館 

※12月28日(水)～翌１月４日(水)年末年始のため

休館 
 

問 市立図書館 43-8811 

日 月 火 水 木 金 土 

  
  
  

    １ ２ ３ 

４ 
  

５ 
休館 

６ ７ ８ ９ 10 

11 
12 
休館 

13 14 15 16 17 

18 
19 
休館 

20 21 22 23 24 

25 
26 
休館 

27 
28 
休館 

29 
休館 

30 
休館 

31 
休館 

ふるさと博物館開館カレンダー/12月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 ふるさと博物館 44-7111 

日 月 火 水 木 金 土 

  
  
  

    １ ２ ３ 

４ 
５ 

休館 
６ ７ ８ ９ 10 

11 
12 
休館 

13 14 15 16 17 

18 
19 
休館 

20 
休館 
燻蒸 

21 
休館 
燻蒸 

22 
休館 
燻蒸 

23 
休館 
燻蒸 

24 
休館 
燻蒸 

25 
休館 
燻蒸 

26 
休館 
燻蒸 

27 
休館 
燻蒸 

28 
休館 
燻蒸 

29 
休館 
燻蒸 

30 
休館 
燻蒸 

31 
休館 
燻蒸 

｢クリスマス会｣開催 
 

蚕飼地区に整備されたやすらぎの里公園を会場に

クリスマス会が開催されます。蚕飼地区のまちづく

りを目的とした住民手づくりのイベントで、皆さま

をおもてなしします。ぜひご来場ください。 
  
◆日時 12月４日(日)午前11時～午後２時 

※イルミネーションの点灯期間は、平成29年 

 １月中旬まで。点灯時間は、午後５時～９時 

◆会場 やすらぎの里公園 

◆内容  

 ◇とん汁、綿菓子の無料配布 

 ◇やきそば、フランクフルトなどの販売 

 ◇室内ゲームコーナー 

 ◇消防はしご車試乗体験コーナー 

 ◇作品展示会 

 ◇クリスマスプレゼント(小学生以下)など 

 ※とん汁、プレゼントなどは、数に限りがありま 

  す。また、催事内容や販売品は、変更される場 

  合があります 
 

問 ふるさと交流館リフレこかい  

   30-0070 

会館オープン４０周年記念事業 
｢東京室内管弦楽団 リクエストコンサート 

語り継がれるメロディー…。そして、未来

へ！｣開催  〈チケット好評発売中〉 
 

市民文化会館では、『東京室内管弦楽団 リクエ

ストコンサート 語り継がれるメロディー…。そし 

て、未来へ！』を開催します。 

オペラ界から生まれた日本初、異色の男性５人組

ボーカルグループのLEGEND(レジェンド)、そして

鍵盤の貴公子・大井健(ピアニスト)と室内管弦楽団と

のダイナミックな五重唱と極上のアンサンブルのス

テージをご堪能ください。 
 
◆日時 12月３日(土) 

開場 午後６時、開演 午後６時30分 

◆場所 下妻市民文化会館 大ホール 

◆入場料 全席指定 

◇Ａシングル券 4,500円(4,000円) 

◇Ａペアー券  8,000円(7,000円) 

◇Ｂシングル券 4,000円(3,500円) 

◇Ｂペアー券    7,000円(6,000円) 

※( )内は友の会会員料金 

※未就学児の入場は、お断りします 
 

問 下妻市民文化会館 43-2118 

 



｢防災研修会｣開催 
 

NPO法人茨城県防災士会と茨城県は、防災研修会

｢女子力を地域防災イベントにどう活かすか！！｣を

開催します。 

防災に関心のある方は、ぜひご参加ください。 
 
◆日時 12月11日(日)(受付 午前9時～) 

◆場所 ウララビル ２階 [土浦市大和町9番1号] 

土浦市男女共同参画センター 研修室1・2 

    ※近隣駐車場をご利用ください(有料) 
 

問  NPO法人 茨城県防災士会 

  080-9804-9565(深澤)   

少年サポートセンターをご利用ください 
 
 少年の非行や犯罪被害などに関して、本人や保護

者、教育関係者などの方々からの相談(電話・面接・

メール)を受け付けています。 

 秘密は、固く守ります。一人で悩まず気軽にご相

談ください。 
 
◆相談電話 029-847-0919 

 午前８時30分～午後５時15分 

 ※夜間・土日祝日は、留守番電話対応 

◆相談メール keishonen@pref.ibaraki.lg.jp 

◆相談窓口  

   茨城県警 少年サポートセンターつくば 

 (豊里窓口センター内)[つくば市高野1197-20] 
 
問 茨城県警 少年サポートセンターつくば 

     029-847-0919  

最低賃金引上げを支援します 
 

茨城労働局は、茨城県最低賃金を時間額771円

(昨年度額より24円引上げ)に改正決定しました。

10月1日から県内の全産業・全労働者に適用され

ます。最低賃金引上げに向けた支援策は、次の相談

窓口や助成金がご利用できます。 
 

問 ◆最低賃金ワン・ストップ無料相談窓口 

    茨城県最低賃金総合相談支援センター  

    0800-800-4864 

   ◆業務助成金 

      茨城県最低賃金総合相談支援センター  

    0800-800-4864 

    茨城労働局 雇用環境・均等室  

    029-277-8294 

    ◆キャリアアップ助成金 

    茨城労働局 職業対策課  

    029-224-6219 

『ボトルイン・ひなまつり講座』受講者募集 
 

びんの中に、可愛い花とおひな様や五月人形を

飾ります。リビングや玄関に飾りませんか。 
 
◆日時  

 平成29年1月7日、21日、 

 2月4日、18日、3月4日、18日  

各土曜日(全６回) 

午前10時～正午 

◆場所 勤労青少年ホーム １階 集会室 

◆受講資格 市内在住・在勤の成人の方 

◆定員 10人 ※定員になり次第締め切り 

◆受講料  

 500円(別途材料代などの費用負担があります) 

◆申込方法 来館または電話で申し込み 

◆申込締切 12月22日(木) 

※一定数集まらない場合は、中止となることがあ 

   ります 

※日程は、都合により変更になることがあります 
 

問 申 勤労青少年ホーム 43-7423 

午前9時～午後5時 

※休館日(月曜と祝日の翌日)を除く 

Part1 ポリテクセンター茨城  

就職を目指す方へ 

『職業訓練』受講者募集 
 
ポリテクセンター茨城では、厚生労働省所管の

法人として就職を目指す職業訓練と、ものづくり

分野の技術力アップのための職業訓練を行ってい

ます。 
 
◆対象  

 就職に必要な技能および技術を身につけたい方 

◆コース プログラム開発技術科 

◆期間  

 平成29年２月１日(水)～７月25日(火) 

 (６カ月間) 

◆場所 ポリテクセンター茨城 

◆受講料 無料(テキスト代実費) 

◆申込期限  

12月9日(金)までに住所または居所を管轄する 

ハローワークへお申し込みください。 

◎託児ご希望の方は、受講中は無料(食費などは 

   実費)で周辺の託児施設にお子さまを預けるこ 

 とができます。 
 

問 ポリテクセンター茨城  

   0297-22-8845 
 

Part２ ポリテクセンター茨城 

技術力アップ 

『能力開発セミナー』受講者募集 
 
◆コース M044 実践 生産性改善(日曜コース) 

◆内容  

 主に生産管理や改善業務に従事する方を対象 

 に、自作模擬ラインを使用して無駄取り、生産 

 性の分析を行い、生産性を向上させる手法を習 

 得します。 

◆日時  

 平成29年１月29日(日)、2月5日(日)(2日間)  

 午前９時30分～午後４時30分 

◆場所 ポリテクセンター茨城 

◆受講料 3,500円 

◆申込期限  

 平成29年１月13日(金)までに電話、受講申込 

 書を郵送またはFAXでお申し込みください。 
 
問 申  

ポリテクセンター茨城 

〒303-0033 

[常総市水海道高野町591]  

0297-22-8819             

FAX 0297-22-8822 

元気モリモリ 

健康的なからだを手に入れよう 

『シニア元気クラブ』参加者募集 
 

参加者には、3カ月の間にご自身の都合の良い日

に個別メニューに添って、筋力トレーニング器械を

使用した計10回の運動を実施してもらいます。 

いつまでも元気で生きがいのある生活ができるよ

う、ぜひご参加ください。 

 

◆期間  

 平成29年１月11日(水)～３月31日(金) 

 ※１月11日(水)、２月８日(水)、３月15日(水) 

  は、体力測定などを行うため全員参加 

 

◆時間 午後２時～４時 
 

◆場所 ほっとランド・きぬ 
 

◆募集人数 15人 ※先着順 
 

◆対象者  

 ◇65歳以上の要介護認定を受けていない市民の 

  方 

 ◇今まで筋力トレーニング器械を使用したジムな 

  どに参加したことがない方 

 ◇付き添いがなくても一人で参加できる方 

 ◇最後まで継続して参加できる方 
 

◆内容  

 体力測定、筋力トレーニング器械を使用した運 

 動、介護予防の話 
 

◆持参する物  

 汗拭き用タオル、トレーニングシューズ(室内 

 用)、飲み物(水やお茶など) 
 

◆参加費 保険料300円   
 

◆申込受付 

 12月13日(火)午前９時から受付開始 

 ①保険料、②運転免許証または健康保険証、③印 

 鑑をご持参の上、市役所介護保険課(第二庁舎２ 

 階)までお申し込みください。 

 ※整理券を当日午前８時30分から配布します      

 ※電話受付は、行いません      

 

問 申 市介護保険課 43-8338 

｢障害者スポーツ理解啓発推進事業｣ 

 講演会開催 
 

障害のある人の社会参加や障害に対する理解を 

深め、社会性や豊かな人間性をはぐくむことを目 

的とし、｢障害者スポーツ理解啓発推進事業｣を 

行っています。 

その一環として、障害者アスリートによる講演 

会を実施します。ぜひご参加ください。 
 
◆日時 12月15日(木) 

    午前９時30分～11時30分 

◆場所 千代川公民館 １階 ホール 

◆講演  

 演題｢パラリンピアンから学ぶ、スポーツの魅 

       力｣～自分の可能性を信じて～ 

講師 上村 知佳 氏 

   (シドニーパラリンピック銅メダリスト) 

◆参加費 無料 ※先着300人 

◆申込方法  

 電話またはFAXでお申し込みください(FAX用紙 

 は、ホームページからダウンロードできます) 
 

問 申  

茨城県立下妻特別支援学校  

44-1800(担当 髙山、岩見) 

FAX 43-9174 

HP http://www.shimotsuma-sn.ibk.ed.jp/ 
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