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しもつま 広
報 

学校施設環境改善交付金事業の 

事後評価原案の公表 
 

市では、平成27年度に下妻中学校、東部中学校、千代川中学校、高

道祖小学校の武道場および体育館において｢学校施設環境改善交付金｣

を活用し、天井撤去・老朽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など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、次のとおり公表し、ご

意見を募集します。 
 

◆事後評価原案の閲覧方法 

◇市ホームページによる閲覧 2月14日(火)～ 27日(月) 

◇担当窓口での閲覧  

 上記と同じ期間中、土・日曜日、祝日を除く午前9時～午後5時に 

 次の市役所学校教育課(千代川庁舎１階)窓口にて閲覧できます。 

  

◆提出方法 FAX、メールでご提出ください。 
 
問 市学校教育課 45-8994 FAX  43-9608  

   Eメール gakko@city.shimotsuma.lg.jp 

募集職種 一般事務(嘱託職員) 一般事務(嘱託職員) 一般事務(嘱託職員) 

募集人員 1人 1人 １人 

業務内容 
窓口業務、電話対応 
機構集積協力金などに関する業務 

窓口業務、電話対応 
農地台帳整備、農地転用などに関す

る業務 

電話対応、広報紙やお知らせ版に関す

る業務、その他庶務 

応募資格等 
・パソコン操作のできる人(Word、

Excelなど) 
・普通運転免許を有する人 

・パソコン操作のできる人(Word、

Excelなど) 
・普通運転免許を有する人 

・パソコン操作のできる人 (Word、

Excelなど) 
・普通運転免許を有する人 

勤務地 農政課 農業委員会事務局 秘書課 

勤務時間 
午前8時30分～午後5時15分 

(昼休み60分) 
午前8時30分～午後5時15分 

(昼休み60分) 
午前8時30分～午後5時15分 

(昼休み60分) 

賃金等 

月額賃金制 
基本賃金 176,200円(上限) 
※年齢により異なる 
賞与・通勤手当の制度あり 
社会保険・雇用保険加入 

月額賃金制 
基本賃金 176,200円(上限) 
※年齢により異なる 
賞与・通勤手当の制度あり 
社会保険・雇用保険加入 

月額賃金制 
基本賃金 176,200円(上限) 
※年齢により異なる 
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4月1日 

～平成30年3月31日 
(勤務状況により更新有り、ただし雇

用期間は最長3年間) 

平成29年4月1日 

～平成30年3月31日 
(勤務状況により更新有り、ただし雇

用期間は最長3年間) 

平成29年4月1日 

～平成30年3月31日 
(勤務状況により更新有り、ただし雇 

用期間は最長3年間) 
試験内容 面接試験 ※日時などは別途連絡  
申込期限 2月23日(木)まで 
提出書類 履歴書(写真貼付)  

書類提出先 市役所本庁舎 2階 総務課 人事係 ※土・日曜日、祝日を除く午前8時30分～午後5時15分に書類をご持参ください 

『一般事務職員(嘱託職員)』募集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
問 市総務課 43-2120 

『市営住宅入居者』募集 
 

市営住宅の入居者を募集します。入居を希望される方は、下記によりお申し込みください。 
 
◆募集期間 

２月13日(月)～３月３日(金) ※土・日曜日、祝日を除く 

(受付時間 午前８時30分～11時30分、午後１時～５時) 

◆募集住宅の概要 

 

 

 

 

 
 
◆家賃 入居者の収入などにより、それぞれ異なります。詳しくは、市役所建設課にお問合せください。 

◆敷金等 敷金は、家賃の３カ月分。また、駐車場保証金として駐車場使用料の３カ月分が必要です。 

◆入居者資格 下妻市営住宅管理条例で定める資格に該当する方。 

◆申込方法 所定の申込書に必要事項を記入、押印の上、市役所建設課(第二庁舎２階)にご持参ください。入 

      居申し込みは、１世帯につき１カ所に限ります。 

◆入居予定時期 平成２９年４月以降 

◆その他 入居の際には、２人の連帯保証人が必要となります。 
 

問 市建設課 45-8127  

名称 所在地 構造 規格 募集戸数等 
西町 下妻乙183番地2 鉄筋コンクリート造3階建て ２ＬＤＫ ２戸(A202、B103) 

石堂 小島1152番地ほか 鉄筋コンクリート造４階建て ３ＤＫ 
５戸 (A401、C304、 

D102、D304、D401) 
小島西側 小島33番地 木造２階建て ３ＤＫ １戸(B1) 

『衛生作業員、建設作業員、保育士(嘱託職員)』募集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
問 市総務課 43-2120 

募集職種 衛生作業員(嘱託職員) 建設作業員(嘱託職員) 保育士(嘱託職員)  
募集人員 2人 2人 1人  

業務内容 
清掃作業業務、集積所に出される

ペットボトルや学校、保育園などか

ら出される給食残飯の収集業務など 

道路補修業務、道路の軽微な路面補修

や砕石の敷均しおよびパトロール業務

など 
保育業務  

応募資格等 
・普通運転免許を有する人 
・フォークリフト免許を有する人 

・普通運転免許を有する人 
・大型特殊自動車運転免許を有する人 
※雇用開始日までに、車両系建設機械 

   運転技能講習を修了できることが条 

 件 

・保育士資格を有する人  

勤務地 下妻市リサイクルセンター 建設課 
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) 
午前8時30分～午後5時15分 

(昼休み60分) 

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 

月額賃金制 
基本賃金 242,000円(上限) 
※年齢により異なる 
賞与・通勤手当の制度あり 
社会保険・雇用保険加入 

月額賃金制 
基本賃金 244,000円 (上限) 
※年齢により異なる 
賞与・通勤手当の制度あり 
社会保険・雇用保険加入 

月額賃金制 

基本賃金 181,800円(上限) 

※年齢により異なる 

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4月1日 

～平成30年3月31日 
(勤務状況により更新有り、ただし雇

用期間は最長3年間) 

平成29年4月1日 

～平成30年3月31日 
(勤務状況により更新有り、ただし雇

用期間は最長3年間) 

平成29年4月1日 

～平成30年3月31日 

(勤務状況により更新有り)  

試験内容 面接試験 ※日時などは別途連絡  
申込期限 2月23日(木)まで 
提出書類 履歴書(写真貼付)、資格を証明するものの写し  履歴書(写真貼付)、保育士証の写し  

書類提出先 市役所本庁舎 2階 総務課 人事係 ※土・日曜日、祝日を除く午前8時30分～午後5時15分に書類をご持参ください 

２月の納税情報 
 

◆税目  

 後期高齢者医療保険料(８期) 

 

◆納期限および口座引振替日 

 ２月28日(火) 

 

※ご利用ください、便利で確実な 

 口座振替納付 
 
※コンビニエンスストアで税金の 

 納付ができます 
 
 

問 市収納課 43-8274 



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。また、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

はなく、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 

高道祖地区排水処理施設使用料

(後期分)を納入してください 
 

高道祖排水処理施設使用料(後期分)の納

期限が近づいています。期限内の納入に

ご協力ください。 

口座振替の場合は、事前に預金残高を

ご確認ください。 
 

◆納期限 ２月28日(火) 
 
◆納入場所  

 ◇納入通知書記載の金融機関 
  
 ◇市役所会計課(本庁舎１階) 
 
 ◇市役所くらしの窓口課 

  (千代川庁舎１階) 
 

問 市農政課 45-8992 

募集職種 一般事務(臨時職員) 一般事務(臨時職員) 一般事務(臨時職員) 一般事務(臨時職員) 
不法投棄監視・廃棄物回収 
(臨時職員) 

一般事務(臨時職員) 一般事務(臨時職員) 一般事務(臨時職員) 保育士(臨時職員) 

募集人員 1人 2人 1人 1人 2人 1人 1人 1人 ２人 

業務内容 収納業務の事務補助 

通知カード・マイナンバー

カード・証明書発行・届出

の受付処理等に係る窓口業

務及び電話対応 

臨時福祉給付金に係る書類

発送仕分作業・受付業務・

申 請 書 類 の 審 査・電 算 入

力・支払手続き業務 

国民健康保険・後期高齢者

医療保険や医療福祉に関す

る窓口業務全般 
その他事務補助 

ごみの不法投棄パトロール

と回収業務 
拠点回収庫の整理等 

各種健診、がん検診の受付

事務および書類の発行、予

防接種に係る入力作業、窓

口業務・電話対応 

生産調整に係る入力作業、電

話・窓口対応、書類発送事務

および農地現地調査、米に関

するイベントなどの補助 

Waiwaiドームしもつまの

管理・運営に係る事務補助 
保育業務 

応募資格等 
・パソコン操作のできる人

(Word、Excelなど) 
・普通運転免許を有する人 

・パソコン操作のできる人

(Word、Excelなど) 
・普通運転免許を有する人 

・パソコン操作のできる人

(Word、Excelなど) 
・普通運転免許を有する人 

・パソコン操作のできる人

(Word、Excelなど) 
・普通運転免許を有する人 

・普通運転免許を有する人 
・パソコン操作のできる人

(Word、Excelなど) 
・普通運転免許を有する人 

・パソコン操作のできる人

(Word、Excelなど) 
・普通運転免許を有する人 

・パソコン操作のできる人

(Word、Excelなど) 
・普通運転免許を有する人 

・保育士資格を有する人 

勤務地 収納課 市民課 福祉課 保険年金課 生活環境課 保健センター 
農政課 (水田農業支援セン

ター) 
Waiwaiドームしもつま 

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) 

午前8時30分～午後5時15分 
(昼休み60分) 

午前8時30分～午後5時15分 
(昼休み60分) 

午前8時30分～午後5時15分 
(昼休み60分)  

午前9時～午後4時 
(昼休み60分)※週3日勤務 

午前9時～午後4時 
(昼休み60分) 

午前8時30分～午後5時15分 
(昼休み60分) 

午前8時30分 

～午後5時15分 
午後12時30分 

～午後9時15分 
※2交替制変則勤務(休憩 

 60分) 
※土・日曜日勤務あり 

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 850円 
賞与・通勤手当なし 
社会保険・雇用保険加入 

時給賃金制 
時間単価 850円 
賞与・通勤手当なし 
社会保険・雇用保険加入 

時給賃金制 
時間単価 850円 
賞与・通勤手当なし 
社会保険・雇用保険加入 

時給賃金制 
時間単価 850円 
賞与・通勤手当なし 
社会保険・雇用保険加入 

時給賃金制 
時間単価 850円 
賞与・通勤手当なし 
社会保険・雇用保険なし 

時給賃金制 
時間単価 850円 
賞与・通勤手当なし 
社会保険・雇用保険加入 

時給賃金制 
時間単価 850円 
賞与・通勤手当なし 
社会保険・雇用保険加入 

時給賃金制 
時間単価 850円 
賞与・通勤手当なし 
社会保険・雇用保険加入 

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

雇用期間 

平成29年4月1日 
～平成29年9月30日 
(勤務状況により更新有り、

ただし雇用期間は最長1年

間) 

平成29年4月1日 
～平成29年9月30日 
(勤務状況により更新有り、

ただし雇用期間は最長1年

間) 

平成29年4月1日 
～平成29年9月30日 
(勤務状況により更新有り、

ただし雇用期間は最長1年

間) 

平成29年4月1日 
～平成29年9月30日 
(勤務状況により更新有り、

ただし雇用期間は最長1年

間) 

平成29年4月1日 
～平成29年9月30日 
(勤務状況により更新有り、

ただし雇用期間は最長1年

間) 

平成29年4月1日 
～平成29年9月30日 
(勤務状況により更新有り、

ただし雇用期間は最長1年

間) 

平成29年4月1日 
～平成29年9月30日 
(勤務状況により更新有り、

ただし雇用期間は最長1年

間) 

平成29年4月1日 
～平成29年9月30日 
(勤務状況により更新有り、

ただし雇用期間は最長1年

間) 

平成29年4月1日 
～平成29 年9月30日 
(勤務状況により更新有

り) 

試験内容 面接試験 ※日時などは別途連絡   
申込期限 2月23日(木)まで 

提出書類 履歴書(写真貼付) 
履歴書(写真貼付)、保育

士証の写し 
書類提出先 市役所本庁舎 2階 総務課 人事係 ※土・日曜日、祝日を除く午前8時30分～午後5時15分に書類をご持参ください 

『一般事務職員、不法投棄監視・廃棄物回収職員、保育士(臨時職員)』募集  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
問 市総務課 43-2120 

｢臨時福祉給付金および障害・遺族年金受給者向け臨時福祉給付金｣の 

申請はお済みですか 
 
 ｢臨時福祉給付金｣とは、消費税の引き上げに際し、所得の低い方々への負担を緩和するための臨時的な制度で

す。申請期限は、2月28日(火)となります。申請がお済みでない方は、手続きをお願いします。 

◆対象者 

 ◇｢臨時福祉給付金｣の対象となるのは、次の①、②

の要件を満たす方です。 

  ①基準日(平成28年1月1日)において下妻市に住民 

   登録している方 

②平成28年度分の住民税(均等割)が非課税の方  

 ※住民税(均等割)が課税されている方に扶養され 

  ている場合や生活保護制度の被保護者となっ 

  ている場合は対象外 

◇｢障害・遺族年金受給向け臨時福祉給付金｣の対象 

 となるのは、｢平成28年度臨時福祉給付金｣の対象 

 者のうち、平成28年5月分の障害基礎年金または 

 遺族基礎年金などを受給している方です。 

  ※高齢者向け臨時福祉給付金の受給者は対象外 

◆支給額 

 ◇｢臨時福祉給付金｣は、1人につき3,000円 

 ◇｢障害・遺族年金受給者向け臨時福祉給付金｣ 

  は、1人につき30,000円 

 

◆申請期限 2月28日(火)まで  

      ※土・日曜日、祝日は除く 

 

※給付をよそおった詐欺にご注意ください 

※受付から支給までに審査のための時間がかかり 

 ます。ご了承ください 
 

問 申 市福祉課 43-8249 
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報 

『プリザーブド・フラワーアレンジ教室』 

受講生募集 
 
 プリザーブド・フラワーとは、生花でもドライで

もない新しい花の形です。 

 生花に独特の技術をほどこし、フレッシュなまま

の柔らかさと発色を長期間お楽しめます。永遠の美

しさを演出してみませんか。 
 
◆期日 第１回 ３月24日(金)春が来た！！ 

第２回 ４月16日(日)マザーズディ♡ 

第３回 ４月21日(金)マザーズディ♡ 

第４回 ５月７日(日)お楽しみレッスン☆ 

第５回 ５月19日(金)お楽しみレッスン☆ 

第６回 ６月４日(日)マリンサマー 

第７回 ６月16日(金)マリンサマー 

◆時間 ◇午前の部 午前10時～正午  

◇午後の部 午後１時30分～３時30分 

    ※日曜日は午前の部のみ 

◆場所 砂沼サンビーチ ロビー内 

◆定員 各20人(先着順) 

◆受講料  

 １受講につき2,500円(花材費などを含む) 

 ※キャンセル料金は、各受講日の1週間前から発 

  生します 

◆持ち物  

 新聞紙1枚、はさみ(文具用で可)、ピンセット 

◆申込期限 各開講日の１週間前まで 
  

問 申 砂沼広域公園管理事務所 43-6661 

献血にご協力を 
 

献血は最も身近なボランティア。あなたのわ

ずかな時間で救える命があります。 
  
◆日時 ３月２日(木)午前10時～午後４時 

◆場所 下妻市役所本庁舎 １階 市民ホール 

   ※400ml献血を優先します 

   ※献血カードをお持ちの方は献血可能 

    日をご確認ください 
 

問 市保健センター 43-1990 

開館15周年記念事業 

人形芝居｢唄っておおかみさん｣上演 
 
ジャンジャンジャンジャン、三味線かき鳴ら

して腹ペコおおかみがやってくる。たちまち野

原はお祭りさわぎ！ゆかいな人形芝居｢唄ってお

おかみさん｣とかもとりごんべえどこへ行く～

｢絵ばなし かもとりごんべえ｣を上演します。 
 

◆日時 ３月４日(土) 

    午前10時30分～11時30分 

◆場所 市立図書館 2階 集会室 

◆演じ手  

 いけざわえみこ(ゆい＊パペットシアター) 

ＮＨＫ教育テレビ｢みいつけた！｣にて人形操 

演をしている。 

三味線の弾き語りが持ち味の人形劇団です。 

◆人数 40人(先着順) 

◆申込  

 図書館カウンターまたは電話にてお申し込み 

 ください 

◆費用 無料 
 

問 市立図書館 43-8811 

みんなであそぼう｢遊びの広場｣開催 
 
 子育て真っ最中のみなさん、いつもどこでお子さん
を遊ばせていますか。 
 親子そろって、お家ではできない遊びを体験した
り、広い場所で思いっきり体を動かしてみませんか。
子育てのちょっとしたことを先輩ママに相談をした
り、ママ友同士で情報交換をしたり･･･。そんな“広
場”に遊びに来ませんか。みんなでワイワイ楽しくす
ごしましょう。 
 
◆日時 ３月１日(水)午前10時30分～正午 
    (受付 10時15分～10時30分) 
◆場所 下妻保健センター 
◆参加費 無料 
◆内容  
 ◇作ってあそぼう(工作)コーナー 
 ◇ぴよぴよコーナー(０～１歳児向けの遊び)  
  手遊び、読み聞かせなど 
 ◇のびのびコーナー(２～就園前の児向けの遊び)  
  体を動かす遊びなど 
 ◇育児相談コーナー 
◆主催 下妻市母子保健推進員協議会 
   

問 市保健センター 43-1990 

『春休み 一日図書館員』募集 
  

市立図書館では｢春休み 一日図書館員｣を募集

します。 

図書館員だけが入れる書庫に入ったり、図書

館のお仕事を体験したりしてみませんか。 
 
◆日時 ３月25日(土)、28日(火)のいずれか 

 各日とも午後1時～4時 

◆定員 各４人(申し込み多数の場合は抽選) 

◆対象 市内在住、在学の小学４・５・６年生 

◆内容  

 本の貸出、書庫の見学、調べものクイズなど 

◆申込期限 ３月８日(水)まで 

◆申込方法  

 電話または市立図書館窓口でお申し込みくだ 

 さい 
 

問 申 市立図書館 43-8811 

近代和風建築へのいざない 

『六芳園』大広間特別公開 

with下妻街道街並み散策 
  

観光ボランティアガイド下妻いいとこ案内人の会

では、皇室関係者も宿泊した近代和風建築『六芳

園』(上町地区所在)大広間の特別公開、『六芳園』が

面する下妻街道の散策を行います。 
 
◆日時 第１回 ３月５日(日)午前10時～正午 

    第２回 ３月12日(日)午前10時～正午 

    ※第１回と第２回は同じ内容です 

◆内容  

 ①近代和風建築『六芳園』大広間の特別公開 

 ②『六芳園』御当主や建物専門家の講演会 

 ③『六芳園』が面する下妻街道街並み散策(上町、 

  三道地、西町地区) 

◆募集人数 各回とも50人 

◆参加費 200円(保険代など) 

◆申込方法 電話でお申し込みください。 

      ※先着順、定員になり次第締切 

◆受付期間 ２月15日(水)～２月28日(火) 
 

問 申  

下妻いいとこ案内人の会事務局(市商工観光課内) 

44-0732 

｢図書館へ行こう！｣開催 
 

 市立図書館では、下妻母親クラブとの共催に

より子どもたち(未就学児)とその保護者の方を

対象にした催し物｢図書館へ行こう！｣を開催し

ます。前回大好評だった男性(パパ)による絵本

読み＆歌ユニット｢パパ’s絵本プロジェクト｣

が再び、図書館にやってきます。 
事前申し込みは不要です。お気軽にご参加く

ださい。 
 
◆日時 ２月16日(木) 

    午前10時30分～11時30分 

◆場所 市立図書館 ２階 集会室 

◆内容 ｢パパ’s絵本プロジェクト｣ 

   仕事で知り合った育児中の男たちが、 

   お互いの育児の苦労話や子どもに読ん 

   できた絵本の話で盛り上がり｢じゃ 

   あ、なんかやろうか！｣とスタートさ 

   せたのが｢パパ’s絵本プロジェクト｣ 

   です。 

◆共催 下妻母親クラブ 
 

問 市立図書館 43-8811 

｢ウォーキング大会｣開催 
 

◆日時 ３月５日(日)  

    ◇受付 午前９時～  

    ◇出発 午前９時30分～ 

   ※小雨決行 

◆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５㎞コース ◇約７㎞コース 

◆主催 蚕飼地区まちづくり推進委員会 

◆その他 事前申込者には参加賞あり 

    当日申込者は、参加賞がない場合があり 

    ます 

◆申込締切 ２月18日(土)まで ※水曜定休日 

 

問 申 リフレこかい 30-0070 



停電事故防止にご協力を 
 

近年、送電線に農業用ビニールなどが付着する事故

が多発しております。大規模停電事故につながる可能

性が高く、大変危険です。 

強風や突風の予報がでた場合は、事前に使用中の農

業用ビニールなどを点検するなど舞い上がり(飛散)防

止にご協力をお願いします。 

大規模な停電事故は多くの皆さまのご迷惑となるば

かりでなく、場合によっては人命にかかわるほどの影

響がでてしまいます。ご理解ご協力をお願いします。 

 

問 東京電力パワーグリッド 0120-995-007 

切れた電線にはさわらないで 
 

積雪の影響による樹木接触・樹木倒壊などによ

り、電線が切れてしまう場合があります。 

切れてたれ下がっている電線には、絶対に手を触れ

ないでください。電線に樹木や看板、アンテナなど

が接触している場合も大変危険です。見つけたら、

すぐに東京電力パワーグリッドへご連絡ください。 

※停電情報は、東京電力パワーグリッドホームペー 

 ジ(http://teideninfo.tepco.co.jp/)から確認でき 

 ます 
 

問 東京電力パワーグリッド 0120-995-007  

ご家庭の凍結防止対策にご協力を 
 

寒くなって気温が低下すると水道管やメーターが

凍り、断水したり、破裂することがあります。 
 
《水道管が凍りやすい場所は･･･》 

◆水道管が｢むき出し｣になっている場所 

◆日の当たらない場所 

◆風当たりの強い場所 

《家庭でできる凍結防止対策は･･･》 

◆｢むき出し｣になっている水道管は直接外気に触れ 

 ないよう、保温材を巻きつけ、紐で縛って固定 

   し、その上から保温材が濡れないようにビニール 

 テープなどで隙間なく重ねて巻いてください。 

※保温材は市販されているものの他に毛布、発泡 

 スチロールなどでも代用できます 

◆メーターが入っている箱の中に、発泡スチロール 

 を細かく砕いたものや布切れを濡れないようにビ 

 ニール袋に入れて、メーターを保護するようにし 

 てください。 

《もし凍結してしまったら･･･》 

◆蛇口が凍ってしまった場合は、タオルなどをかぶ 

 せ、その上からゆっくりとぬるま湯をかけてくだ 

 さい。 

※急に熱湯をかけると、水道管や蛇口が破裂する 

 ことがありますのでご注意ください 

《もし破裂してしまったら･･･》 

◆メーターが入っている箱の中にある止水栓を閉め 

 て、水を止めてから市の指定工事業者へ修理を依 

 頼してください。なお、メーターが凍り破損した 

 場合は、無料で交換しますので市役所上下水道課 

 にご連絡ください。 
 
※市の条例により、緊急の工事であっても市の指定 

 を受けていない業者が水道工事をすることはでき 

 ません。必ず指定工事業者であることを確認して 

 から工事をご依頼ください 
 

問  市上下水道課 44-5311 

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)で配布しています。 

 

◇産業廃棄物は、専門の処理業者にご依頼くだ 

 さい。 

 

問 市生活環境課 43-8234 

事業所から出るごみの処分は適正に 
 

事業所とは、規模や業種を問わずあらゆる事業活動を行っているところを言います。また、商店や会社、事

務所などの営利を目的とするところだけでなく、病院や学校、社会福祉施設などの公共サービスを行っている

ところも含みます。 

このようなところから排出される書類などの紙くずやダンボール、飲食店からの残飯、小売店からの野菜く

ずなどはごみ集積所に出すことはできませんので、クリーンポート・きぬに自ら持ち込むか、市が許可した一

般廃棄物収集運搬業者に運搬を委託して処理してください。 
 

※詳しくは、市発行の｢事業系ごみの減量・適正処理の手引き｣を参照ください。手引書を希望の方には、市役

所生活環境課(本庁舎2階)で配布しています 
 

問 市生活環境課 43-8289 

戦没者などのご遺族の皆さまへ 

第十回特別弔慰金の請求を 

受け付けています 
 
◆特別弔慰金の趣旨 

  戦後70周年に当たり、今日のわが国の平和と繁 

 栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいた 

 し、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者な 

 どのご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するもの 

 です。 

  第十回特別弔慰金は、ご遺族に一層の弔慰の意を 

 表すため、償還額を年５万円に増額するとともに５ 

 年ごとに国債を交付することとしています。 

◆支給対象者 

  戦没者などの死亡当時のご遺族(生まれていたこ 

 とが要件)や平成27年４月１日(基準日)において 

 ｢恩給法による公務扶助料｣や｢戦傷病者戦没者遺族 

 等援護法による遺族年金｣などを受ける方(戦没者な 

 どの妻や父母など)がいない場合に、次の順番によ 

 る先順位のご遺族お一人に支給。 

 １．平成27年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族 

   等援護法による弔慰金の受給権を取得した方 

 ２．戦没者などの子 

 ３．戦没者などの①父母、②孫、③祖父母、④兄弟 

   姉妹 

 ※戦没者などの死亡当時、生計関係を有しているこ 

  となどの要件を満たしているかどうかにより順番 

  が入れ替わる場合があります 

 ４．上記１～３以外の戦没者などの三親等内の親族 

   (甥、姪など) 

  ※戦没者などの死亡時まで引き続き１年以上の生 

   計関係を有していた方に限ります 

◆支給内容 額面25万円、５年償還の記名国債 

◆請求期限 平成30年４月２日(月)まで 

      ※請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金 

                 を受けることができなくなりますの 

       で、ご注意ください 

◆請求窓口 お住まいの市区町村の援護担当課 
 

問 市介護保険課 45-8123 

遊歩道補修工事にご協力を 
 

砂沼広域公園(遊歩道ゾーン)において遊歩道補修工

事を実施します。 

工事期間中は、施工箇所区間において通行止めの

規制を行います。ご利用の皆さんにはご迷惑をおか

けしますが、ご理解ご協力をお願いします。 
 
◆工事期間 ２月下旬～３月中旬 

◆工事箇所 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 茨城県常総工事事務所 0297-42-2604 
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しもつま 広
報 

皆さまの意見をお聞かせください  

～パブリック・コメント～ 
 

市では、男女共同参画を推進していくための計画

を策定しています。 

この度、計画案がまとまりましたので、市民の皆

さまのご意見を募集します。 
 

◆計画等名称  

 第３次下妻市男女共同参画推進プラン(案) 

◆募集期間 ２月15日(水)～３月２日(木) 

◆公表場所等  

 市ホームページで公表のほか、市役所市民協働課 

 (本庁舎２階)、市役所くらしの窓口課(千代川庁 

 舎)にて閲覧できます。 

◆募集対象  

 ◇市内在住、在勤、在学している方 

 ◇市内に事務所、事業所を有する個人および法人 

  その他団体 

◆意見の提出方法 

郵送・FAX・電子メールまたは直接市役所市民

協働課(本庁舎２階)へ持参のいずれかの方法でご

提出ください。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。 
 

問 (提出先)  

市民協働課 43-2114 FAX 43-4214 

Eメール kyodo@city.shimotsuma.lg.jp 

下妻市男女共同参画推進事業 

第２回｢フォトコンテスト｣開催 
 

スポーツを頑張るお子さまや育児に励むお父さん

など、生き生きと活動している一瞬を捉えた作品を

お待ちしています。スマートフォンやデジタルカメ

ラで撮った写真も大歓迎です。お気軽にご応募くだ

さい。 
 
◆応募期限 ３月２日(木) 

◆テーマ ｢みんなが主役！！｣ 

◆応募規定 市内在住・在勤の方 １人2作品まで 

◆応募方法 郵送または持参  

 〒304-0064[下妻市本城町二丁目22番地] 

 下妻市役所市民協働課男女共同参画係          

 メールの場合 kyodo@city.shimotsuma.lg.jp 

 ※応募用紙および内容詳細は市ホームページをご 

  確認ください 

◆展示期間  

 ◇千代川公民館 ロビー  

  ３月４日(土)～14日(火)  

 ◇市役所本庁舎 １階 市民ホール  

  3月15日(水)～24日(金) 

 ※展示期間中、両会場で来場者投票を行います 

◆結果発表 最優秀賞1点 優秀賞2点 佳作４点 

市ホームページに掲載するほか、入賞

者へご連絡します。 
       

問 市民協働課 43-2114 

｢いばらき企業説明会｣開催 
 
 茨城労働局と茨城県は、平成30年3月大学等の卒業予定者(平成29年3月卒業者を含む)を対象に、企業説明

会を開催します。ぜひご参加ください。 
 
◆開催日時および場所 

 ◇土浦会場 3月1日(水)午後1時～3時30分 

       ホテルマロウド筑波 

       [土浦市城北町2-24] 

 ◇水戸会場 3月7日(火)午後1時～3時30分 

       ホテルレイクビュー水戸 

       [水戸市宮町1-6-1] 

※事前申込み不要 

※茨城労働局ホームページから｢いばらき企業説明 

 会2017｣参加申込書をダウンロードし、必要事 

 項を記入の上、来場すると便利です 

 

◆対象者  

 平成30年3月に大学院、大学、短大、高専、専門学 

 校を卒業する予定の者および、おおむね3年以内の既 

 卒者(平成29年3月卒業者を含む) 

◆参加事業所数 ◇土浦会場 40社 

        ◇水戸会場 63社 
 

問 茨城労働局 職業安定課 029-224-6218   

       HP http://ibaraki-roudoukyoku.jsite.mhlw. 

             go.jp/ 

   筑西公共職業安定所 下妻出張所 43-3737 

３月１日から｢セット健診｣、｢胃がん検診｣予約受付開始 
 
 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。(市のセット検診の胃がん検診は、すべてバリウム検査です) 

※胃がん検診のみ希望の方は、４月19日(水)、７月４日(火)、５日(水)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(詳細は、お知らせ版３月10日号と一緒に配 

 布される｢保健センター予定表｣をご覧ください) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆健(検)診費用 

 

 

 

 
 
※ご希望であれば、次の検診も一緒に受診できます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 ※胃がんリスク検査は、追加条件があります。 

  詳細は｢胃がんリスク検査｣の記事(上部)もご確認ください 

日程 会場 内容 
対象者 

(平成30年３月31日現在の年齢) 
４月15日(土) 

 18日(火) 
下妻 
保健センター 

◇セット健診(健康診査＋胃がん検診) 

 ◇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 
･30～39歳の方(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、お問合せください 

４月20日(木) 
 21日(金) 

千代川 
公民館 

６月28日(水) 
 29日(木) 

下妻 
保健センター 

４月19日(水) 

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 

７月４日(火) 
  ５日(水) 

健(検)診項目 健(検)診料金 自己負担額 
セット健診(健康診査＋胃がん検診) 12,419円 2,000円 
健康診査のみ 7,559円 1,500円 
胃がん検診のみ 4,860円 500円 

◆予約方法 

１．健診の内容を確認する。(上記表の｢セッ 

  ト健診｣｢健康診査のみ｣｢胃がん検診の 

  み｣の中からお選びください) 
 
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 

  てお申し込みください。 
 
◆予約受付期間  

 ３月１日(水)～３月31日(金)   
 
※定員になり次第締め切り 

 

問 申 市保健センター 43-1990 

市の胃がん検診で｢胃がんリスク検査｣開始 
 
 胃がんリスク検査は、胃がんの発生リスクが高いかどうか、胃の粘膜の健康度を見る検査です。血液検査で

｢ピロリ菌の感染の有無｣と｢胃の粘膜の萎縮の有無｣の２項目を調べます。 

該当する年齢の方は、セット健診実施日に胃がんバリウム検査と同時に受診できます。 

 

 
◆自己負担額 1,500円 

       (胃がんリスク検査のみの金額) 

◆検査日  

 詳細は｢セット健診・胃がん検診｣の記事(下 

 部)の日程をご覧ください。 
 

問 市保健センター 43-1990 

◆対象者 ①、②をどちらも満たす方 

 ①｢胃がんバリウム検診｣を集団健診で受ける方 

 ②40・45・50・55・60・65・70歳の方(平成30年3月 

  31日現在の年齢) 

 ※ただし以下の条件に一つでも該当する方は受診できません 

  ◇胃の治療をしている方 ◇胃の切除をした方  

  ◇ピロリ菌の除菌をした方 ◇腎不全の方 

健(検)診項目 健(検)診料金 自己負担額 

肺がん・結核検診 1,404円 
39歳以下  700円 
40～64歳 300円

65歳以上   無 料 
前立腺がん検診 
(40歳以上男性) 

2,376円 500円 

肝炎ウイルス検査 
(40歳以上の未実施者) 

3,240円 500円 

大腸がん検診 
(30歳以上) 

1,728円 300円 

胃がんリスク検査 
(胃バリウム検査受診かつ 
 40～70歳の5歳刻み

の年齢) 

2,700円 1,500円 



｢女性行政書士による無料相談会｣開催 
 
 暮らしと役所の諸手続きについて、女性行政書

士が面談により相談に応じます。 

 行政書士には法律で守秘義務が課せられており

ます。安心してご相談ください。 
 
◆日時 ２月25日(土)午前10時～午後３時 

◆場所  

 筑西市立中央図書館 ボランティア活動室 

◆相談内容  

 相続、農地、建設業、飲食業、離婚などの諸問 

 題 
 

問 茨城県行政書士会 県西支部  

   25-1907(増戸) 

新しい出会いを探してみませんか 

｢出会いパーティー｣開催 
 

<結城会場>  

◇日時 ３月５日(日)午後１時30分～４時30分 

    (受付 午後１時15分～) 

◇場所 結城市民文化センターアクロス  

    [結城市中央町2-2] 

◇対象 Ａコース 独身男性 30～42歳の方 

          独身女性 28～40歳の方 

     Ｂコース 独身男性 43～55歳の方 

          独身女性 40～52歳の方 

◇参加費 男性3,000円 女性１,000円 
 

<守谷会場>  

◇日時  

 ３月20日(月・祝)午後１時30分～４時30分 

 (受付 午後１時15分～) 

◇場所 守谷市市民交流プラザ 

    [守谷市御所ヶ丘5-25-1] 

◇対象 独身男性 30～43歳の方 

     独身女性 28～40歳の方 

◇参加費 男性3,000円 女性1,000円 
 

<古河会場>  

◇日時 ３月26日(日)午後１時30分～４時30分 

    (受付 午後１時15分～) 

◇場所 古河市とねミドリ館[古河市前林1953-1] 

◇対象 Aコース 独身男性 30～40歳の方 

           独身女性 25～35歳の方 

     Bコース 独身男性 41～55歳の方 

           独身女性 35～50歳の方 

◇参加費 男性3,000円 女性1,000円 
 
◆申込締切 各会場とも開催日の3日前まで 

◆後援 いばらき出会いサポートセンター 

※前日、当日、無断キャンセルは、キャンセル料発生 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート(月曜休) 

0280-87-7085  

｢ときめき婚活パーティーと 

ふるさと博物館へ｣開催 
 
◆日時 ３月12日(日)午前11時30分～午後3時30分 

    (受付 午前11時～) 

◆場所 ビアスパークしもつま[長塚乙70-3 ] 

◆対象者 45歳以下の独身男女 各18人  

◆参加費 男性6,000円 女性1,900円 

◆申込期間 ２月15日(水)～３月６日(月) 

      午前９時～午後７時 

◆申込方法 電話申込 ※定員になり次第締切 
       

問  申 NPO法人メドウルミートクラブ 

     25-2678 

｢地域包括ケアシステム講演会～だれも

が暮らしやすい下妻をめざして～｣開催 
 

少子高齢化と人口減少が進む中、地域づくりが

注目されています。住み慣れた地域で最期まで自

分らしい暮らしを続けることを目指す地域包括ケ

アシステムの実現には、住民主体の支え合い活動

が鍵となると言われています。 

自分が高齢になった時、私たちの住む下妻は、

どんな地域になっていたらいいと思いますか。誰

もが暮らしやすい下妻を目指して皆さまの地域で 

できることを一緒に考えてみませんか。 
 
◆日時 ３月11日(土)午後2時～4時 

    (開場 午後１時30分) 

◆会場 下妻市立図書館 映像ホール 

    [砂沼新田35番地1] 

◆内容 

◇講演｢地域包括ケアとこれからの下妻市民の幸 

    せ装置～パート2～｣ 

  講師 茨城大学教育学部特任准教授  

     長谷川 幸介 氏 

     茨城県社会福祉協議会地域福祉活動 

     アドバイザー 外岡 仁 氏 

 ◇パネルディスカッション 

  ｢地域の支え合い活動から見えてくるもの」 

コーディネーター  長谷川 幸介 氏  

パネリスト 下妻スクエアステップの会 

サロン陽だまり 

数須自治会   

◆参加費 無料 

◆定員 130人(先着順)   
 

問 介護保険課 43-8264 

男女共同参画推進事業 

｢パパとクッキング！～スイーツな時間

です❤簡単おかしづくり～｣開催 
 

◆日時 ３月５日(日)午前９時30分～午後１時 

    (受付 午前９時～) 

◆場所 千代川公民館 調理実習室、レストハウス 

◆対象 市内在住の小学生とその男性保護者  

    ８組16人程度 ※申込多数の場合は抽選 

◆参加費 １組 700円 

     (お子さま２人目からは別途100円) 

◆メニュー りんごの焼き菓子とプリン 

◆申込方法 電話またはFAXでの申し込み 

      ※申込用紙は、市ホームページからダ 

       ウンロードできます 

◆申込期限 ２月28日(火)まで 
 

問 市民協働課 43-2114 FAX 43-1960       

『茨城いのちの電話 

第33期相談員養成講座』募集 
 

いのちの電話は、孤独の中にあって、さまざま

な問題をかかえながら相談する人もなく、助け、 

慰め、励ましを求めている一人一人に電話を通し

てよき隣人として対話するボランティアの活動で

す。 

あなたもボランティア相談員になって、いのち

の電話の活動に参加しませんか。 

 

◆応募期間 ２月１日(水)～５月８日(月) 
 
◆応募資格  

 ◇年齢23歳以上 

 ◇いのちの電話の趣旨に賛同し、24時間受信 

  体制での活動に積極的に参加できる人 

◇所定の研修に必ず参加できる人 
 
◆必要書類 申込書、2,000字以上のレポート 
 
◆受講料 第１～５課程 各課程7,000円 
 
◆募集人数 40人程度 
 
◆研修期間 ６月～平成31年３月 
 
◆研修場所 つくば市内(一部、水戸市) 

 

問 申  

社会福祉法人 茨城いのちの電話 事務局 

つくば 029-852-8505 

    (月～金曜日 午前９時～午後５時) 

     FAX 029-852-8355      

水戸 029-244-4722 

   (月～金曜日 午後１時～５時) 

  FAX 029-350-1055 

高齢者運賃が割引に 

下妻市コミュニティバス｢シモンちゃんバス｣ 
 

下妻市コミュニティバス「シモンちゃんバス」の

定額運賃は大人200円ですが、障害者や高齢者の運

賃は半額の100円に割引となります。 

割引料金の適用を受けるためには、障害者の場合

は｢身体障害者手帳｣などを、高齢者(75歳以上)の場

合は｢高齢者運賃割引証｣をそれぞれ運転手に提示す

る必要があります。 

｢高齢者運賃割引証｣は、市役所企画課(本庁舎2階)

で発行しますので、後期高齢者医療被保険者証など

の年齢が分かるものをご持参ください。 
 
◆高齢者運賃割引証イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆運行ルート 

 ｢ビアスパークしもつま｣と｢小貝川ふれあい公園｣ 

 を結び、下妻駅などを中心市街地を通る約９kmを  

 折り返し運転。１日おおむね８往復。 

◆バス停案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

問 市企画課 43-2113 



｢コシガヤホシクサ講演会｣開催 
 
下妻市砂沼を最後に絶滅した植物があることを

ご存知ですか。 

どうして絶滅してしまったのか。 

どうしてこの植物を保護しようとするのか。 

ご興味のある方は、お誘い合わせの上ご参加く

ださい。 
 
◆日時 ３月12日(日) 

 

◆時間 午前10時30分～正午 

 

◆会場 下妻市立図書館 映像ホール 

 

◆定員 130人 

 

◆講師 東京農業大学 教授 宮本 太 氏 

 

◆協力 下妻自然観察クラブ  ※入場無料 
 

問 STOP!温暖化エコネットしもつま事務局  

   (市生活環境課内) 43-8234 

自動車は県内のナンバーに 
 

自動車税は、県の重要な財源となっていま

す。 

 転居などで茨城県に転入した方は、住民登

録とあわせて所有される自動車を県内のナン

バー (水戸・土浦・つくば )にご変更くださ

い。ご協力をお願いします。 

 

問 《登録に関すること》 

   土浦自動車検査登録事務所  

   050-5540-2018 

   《納税に関すること》 

   県筑西県税事務所  

         24-9190(収税第一課)  

    24-9157(収税第二課) 

お知らせ版  
10 

No.４ 
 

 
 

４/４枚 

2017 

２ 
発行◆下妻市役所［〒304-8501 下妻市本城町二丁目22番地］ 編集◆秘書課 

市役所へのお問い合わせは 0296-43-2111 www.city.shimotsuma.lg.jp 

しもつま 広
報 

｢砂沼をきれいにする運動｣に参加しましょう 
 

市民の憩いの場、砂沼の清掃を行います。 

｢下妻のシンボルである砂沼｣をきれいに保つため、ボランティア活動として皆さまの積極的な参加

をお願いします。  

 

 ◆日時 ３月12日(日) 

    午前８時～９時  

    ※小雨決行、雨天中止 

    ※午前７時に防災無線で放送 

 

◆内容 砂沼周辺のごみ収集 

 

◆注意点 

◇収集したごみは絶対に燃やさず、 

 決められた集積所に出してくださ 

 い。 

 

◇ビンのかけらなどでケガをしない 

 ようにしてください。 

 

◇沼内のごみは、危険ですので取ら 

 ないでください。(専門業者にお 

 願いしています) 

 

◇清掃用具、軍手などは、各自でご 

 用意ください。 

 

◇図面の●印の所にごみ袋を用意し 

 ます。袋に書いてあるとおり、可 

 燃物、不燃物に分けて袋に入れて 

 ください。★印の所がごみ集積所 

 になります。これ以外の場所は車 

 が入れません。ご協力をお願いし 

 ます。 

 

問 市生涯学習課 45-8995 

茨城県近代美術館 企画展 

｢東山魁夷(ひがしやまかいい)唐招提寺

御影堂障壁画展(とうしょうだいじみえい

どうしょうへきがてん)｣開催 
 

戦後、国民的人気を誇った日本画家・東山魁夷 
の画業の集大成｢唐招提寺御影堂障壁画｣全68面を 
茨城県で初公開します。 
 通常非公開の障壁画を間近で鑑賞できるまたと 
ない機会です。水戸の梅まつりとあわせてご覧く 
ださい。 
 
◆開催期間 ２月11日(土・祝)～４月２日(日)  
      ※会期中無休 
 
◆開館時間 午前９時30分～午後５時 
      ※入場は午後４時30分まで 
 
◆入館料 ( )内は20人以上の団体料金 
     ◇一般   1,080(980)円  
     ◇高大生   850(720)円  
     ◇小中生   480(360)円 
     ※満70歳以上の方、障害者手帳など持 
      参の方は無料 
    

問 茨城県近代美術館 029-243-5111 

〝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 ２月24日(金)午後１時～２時30分 

◆会場 JA常総ひかり 大宝 
 

 ｢みんなの研ぎやさん｣では、ボランティア

を募集しています。男女は問いません。興味

のある方は、お気軽にご見学ください。 
 

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   

 

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歳のお子さま 

◆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 


