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ひばりくんの安心・安全コーナー 
 

あなたの愛車が狙われています。 

 市内では、自動車(特にハイブリッドカー)の盗難事件

が多発しています。 
 
◆１～３月の認知件数 

 自動車盗 17件(前年同期比＋12件) 

 (犯罪率県内44市町村中ワースト２位) 

◆特徴 

 主にハイブリッドカーが狙われています。 

◆対策 

 イモビライザー(電子的キー)だけでは不十分です。ハ 

 ンドルロック、車輪止め、アラーム(警報装置)などを 

 併用し、明るい場所に駐車しましょう。 
 

問 下妻警察署 43-0110 

    市消防交通課 43-8309   43-4214  

事業年度 交付金額 

１年目 交付対象経費の３分の２以内で10万円まで 

２年目 交付対象経費の２分の１以内で７万円まで 

３～５年目 交付対象経費の２分の１以内で５万円まで 

『市民協働のまちづくり推進交付金』募集 

～新規の市民活動を応援します～ 
 

地域の活性化や課題解決につながる市民活動をはじめ

る団体に｢市民協働のまちづくり推進交付金｣を交付しま

す。 

 市民の皆さまのアイディアや意欲を活かしたまちづく

り活動のためにお役立てください。 
 
◆対象となる団体 

次の(１)と(２)を満たす団体 

(１)市内で活動する10人以上の構成員からなる団体  

  で、その過半数が市内在住・在勤・在学してい 

     る。 

(２)規則・会則などがあり、団体の運営方針・活動内 

   容などが明確である。 

※宗教活動、政治活動、選挙活動などを目的としてい 

  る団体は対象外になります 
 
◆交付金額 

 

 

 

 

※交付対象経費が２万円未満の場合は、１万円までの 

 交付となります 
 
◆申請方法 

市役所市民協働課(本庁舎２階)窓口備え付けの様式、

または市ホームページからダウンロードした様式によ 

り、申請ください。 
 

問 申 市民協働課  43-2114   43-1960 
受付日 受付地区 

6月15日(木) 下妻①地区 下妻甲、乙、坂本新田、本城町、小野子町、本宿町、大木新田 

   16日(金) 下妻②地区 下妻丁、戊、田町 

   19日(月) 下妻③地区 下妻丙、砂沼新田、石の宮、長塚 

   20日(火) 上妻①地区 黒駒、江、平方、尻手、渋井、桐ヶ瀬、前河原、関本下 

   21日(水) 上妻②地区 赤須、柴、半谷、大木、南原 

   22日(木) 大宝地区 大宝、北大宝、平川戸、横根、坂井、比毛、堀篭、大串、平沼、福田、下木戸 

   23日(金) 騰波ノ江地区 若柳、神明、下宮、数須、筑波島、下田、中郷 

   24日(土) 
全地区 

   25日(日) 

   26日(月) 総上地区 小島、二本紀、今泉、中居指、古沢 

   27日(火) 豊加美地区 加養、新堀、亀崎、樋橋、肘谷、谷田部、山尻、柳原、袋畑 

   28日(水) 高道祖地区 高道祖 

   29日(木) 蚕飼、大形地区 大園木、鯨、鎌庭、別府、皆葉、五箇、村岡 

   30日(金) 宗道地区 田下、下栗、本宗道、鬼怒、宗道、渋田、見田、唐崎、長萱、伊古立、原、羽子 

児童手当の現況届をお忘れなく 
 
児童手当は、毎年、養育状況や所得の確認をするために、６月中に現況届を提出することになって

います。対象となる方には６月上旬に通知を送付しますので、同封の現況届に必要事項を記入の上、

下記の申請受付日に提出してください。未提出の場合は、６月分以降の手当が受けられなくなりま

す。 
 

◆受付場所 市役所本庁舎 １階 市民ホール  
 
◆受付時間 午前９時～11時、午後１時～４時 
 
◆持ち物 

◇同封の現況届 

◇印鑑(ゴム印不可) 

◇健康保険証の写し(受給者のもの) 

※保険証のコピーの余白部分を切り取らずにお持ちください(下妻市国民健康保険加入者は不要) 

◇受給者とその児童が別居の場合、その児童の属する世帯の住民票謄本 

◇平成29年１月２日以降に下妻市に転入の方は、平成29年度(平成28年分)児童手当用所得証明 

 書(平成29年１月１日現在の住民登録地の市区町村で発行します。配偶者の方の扶養状況が確認 

 できない場合は、配偶者の方の児童手当用所得証明書も必要です。) 

◇所得の申告をされていない方は、前年中の所得が分かる書類(平成28年分源泉徴収票など) 
 
◆申請受付日 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  
※混雑を緩和するため、地区ごとに申請受付日を指定していますので、できる限り指定の日にお越し 

 ください。指定日に都合の悪い場合は、別の申請受付日でも申請できます 

 

問 市子育て支援課 45-8120   30-0011 

福受給者証(マル福)が新しくなります 

～ひとり親・重度心身障害者～ 
 

≪要件を満たす方には受給者証を郵送します≫ 

 現在ご使用の福医療福祉費受給者証は、有 

 効期限が６月30日(金)までとなっています。 

 マル福支給要件を満たし、引き続き該当する 

 方には、新しい福受給者証を６月22日(木)ご 

 ろに郵送します。 
 
≪窓口での更新が必要な方≫ 

 市役所保険年金課(本庁舎１階)窓口での手続 

 きが必要な方には、個別に通知しますので、 

 手続きをお願いします。 
 
 ◇所得の確認ができない方(住民税未申告 

  者、転入者など) 

 ◇受給者証の記載内容に変更がある方(被保 

  険者証の変更など) 

 ◇支給要件が変更になる方 

 ◇ひとり親世帯で状況確認が必要な方 
 
≪対象となる方≫ 

◆ひとり親 

 ◇18歳未満の児童および20歳未満の障害 

  児、高校在学者を監護している父子家庭の 

  父とその子および母子家庭の母とその子 

 ◇父もしくは母が重度障害者である父子もし 

  くは母子など 

 ◇父母のいない児童。その児童を養育してい 

  る配偶者のない男子および女子、または婚 

  姻したことのない男子および女子 
 
◆重度心身障害者 

 ◇身体障害者手帳１・２級に該当の方 

 ◇身体障害者手帳３級に該当の方で、その障 

  害名が心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・膀胱・ 

  直腸・小腸またはヒト免疫不全ウィルスに 

  よる免疫の機能障害とされる方 

 ◇療育手帳の判定がＡまたはAの方 

 ◇障害基礎年金１級の方 

 ◇身体障害者手帳３級の方で、かつ療育手帳 

  の判定がBの方 

 ◇特別児童扶養手当１級の方 
  
 ※65歳以上で一定の障害のある方は、後期 

  高齢者医療制度への加入が必要となります 

 

※受給には所得制限があり、非該当となる場合 

 があります 

 

問 市保険年金課 

   43-8326   43-2933 

 



鬼怒川築堤工事(前河原地内)に伴う 

工事車両の通行にご協力を 
 

鬼怒川築堤工事(前河原地内)に伴い、鬼怒川堤防上の道

路(駒城橋から前河原地内)を工事車両が通行します。 

 工事期間中は、大型工事車両の通行が多くなるため、す

れ違いなどが困難になることが想定されます。通行のご配

慮とご協力をお願いします。 
 
◆期間 ５～９月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

問 国土交通省 下館河川事務所 伊讃出張所 

   28-0742   28-8617 

光化学スモッグにご注意を 
 
◆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 

(特に真夏日は注意が必要です) 

◆注意報が発令されたら 

 ◇目や喉に刺激を感じたら、洗眼やうがいをし、最 

  寄の県民センターまたは市町村へ連絡してくださ 

  い。 

 ◇ぜんそくなどの呼吸器疾患や特異体質の方は外出 

  しないでください。 

 ◇保育園、幼稚園、学校などでは屋外運動を中止し 

  てください。 

 ◇学校、病院などでは窓を閉めてください。 
 
◎県では、光化学スモッグ情報について、携帯電話や 

 パソコンへのメール配信を開始しました。 

【登録方法】 

 茨城県ホームページから環境対策課の光化学スモッ 

 グ・ＰＭ2.5情報配信の登録ページ(下記アドレス) 

 へアクセスしてください。 

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

mog/(通信費自己負担) 
 

問 県環境対策課 029-301-2961 

    県西県民センター 環境・保安課 24-9134 

    市生活環境課 43-8234   44-7833 

個人住民税は原則特別徴収(給与
天引き)により納めてください 
  

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全ての従業員

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。 
 

問 県市町村課 029-301-2481 

   市税務課 43-8192 

         44-9411 

野外焼却は禁止 
 

家庭ごみ、雑草、枝・葉、野菜くず、店

舗や会社から出たごみを、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。 

 ◇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   44-7833 

受水槽有効容量 名称 根拠法令 

10立方メートルを 
超えるもの 

簡易専用水道 水道法 

５立方メートル以上
10立方メートル以 
下のもの 

小簡易専用水道 
下妻市安全な 
飲料水の確保 
に関する条例 

貯水槽水道の衛生管理 
 

給水されている水道水をいったん受水槽に貯

め、利用者に給水する施設を総称して貯水槽水道

といいます。貯水槽水道は受水槽の有効容量に

よって、次の種類があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

貯水槽水道では、水質の管理責任は貯水槽水道

の設置者となります。受水槽などの清掃、水質検

査は、１年以内ごとに１回定期的に行いましょ

う。日ごろから、水質の衛生管理に努めるよう、

お願いします。 
 

問 市上下水道課 44-5311   44-5312 

市土砂等埋立審査会の開催日変更 
 

｢市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の
規制に関する条例｣に基づく｢市土砂等埋立審査会｣
の開催日を下記のように変更して運用しますの
で、ご確認ください。 
 
【変更前】 申請月の月末 
【変更後】 申請月の翌月15日以降 
◆変更適用期日 ４月１日以降受付分 
◆申請書提出期限 
 毎月15日、午後５時15分まで(15日が閉庁日 
 の場合は、14日以前の開庁日) 
 
問 市生活環境課 
   43-8234   44-7833 

６月１日～７日は｢水道週間｣です 
 

水道週間は、厚生労働省、都道府県、市町村の

水道事業所などによって｢あたりまえ そんなみず

こそ たからもの｣をスローガンに実施されます。 

毎日の暮らしに欠かすことのできないライフラ

インとして重要な水道について、この機会に考え

てみませんか。 

水道事業は使用者の皆さまからの水道料金によ

り運営されている事業です。より一層の給水サー

ビスの向上を図るため、皆さまのご理解とご協力

をお願いします。 
 

問 市上下水道課 44-5311   44-5312 

｢自主防災組織リーダー研修会(竜ヶ崎会

場)｣開催 
 

防災リーダーの育成を目的とする｢自主防災組織
リーダー研修会｣を開催します。 
 自主防災組織の新規結成や活動についての講演があ
ります。ぜひご参加ください。 
 
◆開催日時 ６月20日(火)午後１時～４時 
◆開催場所 竜ヶ崎市文化会館 大ホール 
      [竜ヶ崎市馴馬町2612] 
◆定員 1,200人(先着順) 
◆参加費 無料 
◆申込方法 住所、氏名、連絡先を添えて市役所消防 
      交通課(本庁舎 ２階)までお申し込みくだ 
      さい。 
◆申込締切 ６月９日(金)まで 
◆内容 ◇防災気象情報の活用 
    ◇地震の備えについて 
    ◇自主防災組織事例紹介 
 

問 申 市消防交通課  

 43-2119   43-4214 

防災行政無線の保守点検実施 
 

６月１日(木)～６月12日(月)下妻地区において、防災

行政無線の点検を実施します。 

点検は音声を出さずに行います。点検期間中は日中、

防災ラジオの電源が入り切りを繰り返しますが、故障で

はありませんのでご注意ください。電源の入り切り時に

頻繁に雑音が発生し、ご迷惑をおかけしますが、ご理解

ご協力をよろしくお願いします。 
 

問 市消防交通課 43-2119   43-4214 
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※６月28日(水)は、館内整理日のため休館 
 

問 市立図書館 43-8811   43-8855 

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 30   

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 29 30  

ふるさと博物館 開館カレンダー/６月 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

問  ふるさと博物館  

   44-7111   44-7115  

『しもつま砂沼の花火大会』記念花火募集 
 

しもつま砂沼の花火大会の中で、打ち上げ玉に願

い事を書いた記念花火を打ち上げます。 

 誕生記念、健康祈願などの記念やお祝いまたは告

白、仲間内や同窓生一同で花火大会の中であなただ

けの記念花火を打ち上げてみませんか。 
 
◆日時 ８月５日(土)午後７時30分～９時(予定) 

    ※当日、雨天の場合は順延６日(日)もしく 

     は打ち上げ時間が早まる場合があります 

◆場所 下妻市砂沼湖上 

◆記念花火代 ２万円～ 

◆申込締切 ６月９日(金)まで 

◆その他  

 ◇記念花火を申し込まれた方には、しもつま砂沼 

  の花火大会特別観覧席をご用意します。 

◇昨年に引き続き、全花火提供者の中から抽選で 

 土浦全国花火競技大会(桟敷席)へのご招待を実 

 施します。 
 

問 申 下妻市商工会事務局  

     43-3412   43-3168 

＜注意＞ 

マイナンバーカードは、交付通知書を送付した日

から一定期間保管し、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 

  

  

  

  

  

  

  

  

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 

● 

  

  

６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取り、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。６月の交付日は、次のカレンダー

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、な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 
 
 
 
 

 
 
 

 
６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   43-2933 

｢さつまいも定植大会｣開催 
 

 鬼怒フラワーラインに1,200本のさつまいもを

植えます。おいしいさつまいもを収穫するため

に、ご自分の手で植えてみませんか。ぜひご参加

ください。 

※参加する方は軍手、長靴をご持参ください 

 

◆日時 ６月11日(日)午前９時～ 

◆場所 鬼怒フラワーライン 

    (鬼怒川左岸大形橋上流) 

◆主催 花と一万人の会 

 

問 申  
花と一万人の会事務局(市都市整備課内) 
43-8356   43-2945  

砂沼サンビーチオープン 
 
 ７月15日(土)に砂沼サンビーチがプレオープンし、

７月22日(土)からグランドオープンします。 

 今年の夏は砂沼サンビーチで楽しい思い出をつくり

ませんか。皆さまのご来場をお待ちしています。 
 
◆営業期間 

 ◇プレオープン ７月15日(土)～７月17日(月・祝) 

 ◇グランドオープン ７月22日(土)～９月３日(日) 

◆営業時間 

 平日 午前９時～午後５時 

 土・日・祝・お盆 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   43-2945 

   砂沼サンビーチ 43-6661   43-6663 

砂沼サンビーチの 
お得なチケットをご利用ください 
 

砂沼サンビーチをお得に入場できる｢特別前売入
場券｣、営業期間中に何度も入場できる｢シーズンパ
スポート｣、午後２時から入場できる｢２時から券｣を
販売します。ぜひこの機会にご利用ください。 

 
【特別前売入場券】 
◆料金 ◇大人       800円 
    ◇小中学生 350円 
 
◆購入期間 ６月１日(木)～６月30日(金) 
 
◆購入方法 コンビニエンスストア設置のマルチメ 
                  ディア端末よりご購入ください。 

※７月１日(土)以降は通常前売入場券 
   の販売となります 

 
【シーズンパスポート】 
◆料金 ◇大人(駐車券付) 6,000円 
    ◇大人(駐車券無) 5,000円 
    ◇小中学生         3,000円 
 
◆申込期間 ６月26日(月)～８月15日(火) 
 
◆申込方法 砂沼サンビーチ管理事務所窓口にある

申込書に必要事項を記入の上、お申し 
      込みください。 
 
【２時から券】 
◆料金 ◇大人   600円 
    ◇小中学生 300円 
    ◇幼児   100円 
 
◆利用方法 砂沼サンビーチ受付窓口にお申し出く 
      ださい。 
 
※他サービスとの併用は不可 
※最終入場は、午後４時となります 
※詳細は、お問い合わせください 
  

問 砂沼サンビーチ 

   43-6661   43-6663 



６月１日～10日は｢電波利用環境保護

周知啓発強化期間｣です 
 

総務省では、電波を正しく利用していただくた

めの周知・啓発活動および不法無線局の取り締ま

りを強化します。 

電波は暮らしの中で欠かせない大切なもので

す。電波のルールはみんなで守りましょう。 
 

問 関東総合通信局 

   不法無線局による混信・妨害 

   03-6238-1939    

   テレビ・ラジオの受信障害 

   ０3-6238-1945 

   地上デジタルテレビ放送の受信相談 

   03-6238-1944 

 

日にち 種類 

６月24日(土) 

７月30日(日) 

８月29日(火) 

網猟・わな猟 

第一種銃猟 

第二種銃猟 

12月７日(木) わな猟のみ 

１月20日(土) わな猟のみ 

｢狩猟免許試験ならびに更新のための適

性検査および講習｣開催 
 
◆狩猟免許試験 

 ※新たに狩猟免許を受ける方が対象 

 

 

 

 

 
 
◆狩猟免許更新 

※狩猟免許の更新を受ける方が対象 

 ６月29日(木)県西地区(下妻市含む) 
 
◎詳細は、お問い合わせください 
 

問 県西県民センター 環境・保安課 

   24-9127   24-7813 

ご相談ください 

｢スクールサポートセンター｣ 
 
市教育委員会では、悩み事を持つお子さ

まや保護者の方が相談できる機関として｢ス
クールサポートセンター｣を設置していま
す。お子さまの健やかな成長と発達を願っ
て、さまざまな内容の相談をお受けしてい
ます。 
 
◇お子さまの抱えている問題 
 突然学校に行きたくなくなる、学校に行 
 く時間になるとお腹が痛くなる、友達と 
 つきあうのが苦手、なかなか眠れない、 
 ひきこもってしまったなど 
◇保護者のみなさまの悩み 
 問題行動に関すること、子育ての不安に 
 関すること、生活習慣やしつけのことな 
 ど 
 
※相談は無料、秘密厳守 

 
◆開設時間 月～金曜日 

     午前９時～午後４時30分 
◆相談予約申込 30-1919 

 
問 申 スクールサポートセンター  
     30-1919   45-8998 

茨城県調理師試験実施 
 
◆願書受付 

 ◇日時 ７月６日(木)、７日(金) 

     午前９時～正午 

     午後１時～５時 

 ◇場所 県常総保健所 

◆試験 

 ◇日時 10月14日(土) 

     午後１時30分～３時30分 

 ◇場所 水戸葵陵高等学校 

     茨城県立医療大学 

◆受検資格 

 中学校卒業以上などの学歴で、飲食店営 

 業、魚介類販売業、そうざい製造業など 

 での調理業務従事期間が２年以上の職歴 

   を有する方 

◆その他 

 製菓衛生師試験を受験希望の方も、下記 

 にお問い合わせください。 
 

問 申 県常総保健所 衛生課 

     0297-22-1351  

      0297-22-8855 

〝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 ６月９日(金)午前９時30分～11時 

◆会場 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) 44-0142   44-0559 

税務職員採用試験実施 
 

税務署や国税局で｢税のスペシャリスト｣として

勤務する税務職員(国家公務員)を募集します。 
 

◆受験資格  

 ①平成29年４月１日において高等学校または中 

  等教育学校を卒業した日の翌日から起算して 

  ３年を経過していない者および平成30年３月 

  までに高等学校または中等教育学校卒業見込 

  みの者 

②人事院が上記①に掲げる者に準ずると認める 

 者 

◆試験の程度 高等学校卒業程度 

◆申込方法 

◎原則インターネット申し込み 

次のアドレスへアクセスし、説明に従い入力 

してください。http://www.jinji-shiken.go. 

jp/juken.html 

◆受付期間 

６月19日(月)午前９時～28日(水)(受信有効) 

 ※インターネット申し込みができない場合は、 

  第１次試験地を所轄する国税局(国税事務所)に 

  郵送または持参 

◆試験日 

◇第１次試験日 ９月３日(日) 

 ◇第２次試験日 10月11日(水)～20日(金) 

※上記いずれかの日時を第１次試験合格通知書 

 で指定 

◆合格者発表日 

◇第１次試験合格者 10月５日(木) 

◇最終合格者 11月14日(火) 
 

問 人事院 人材局 試験課 

   03-3581-5311 

   午前９時30分～午後５時 

   ※土・日曜日、祝日を除く 

『交通遺児育英会奨学生』募集 
 

交通遺児育英会では、保護者などが道路における交通事

故で死亡したり、重い後遺障害のため働けなくなった家庭

の生徒に奨学金を貸与して進学援助を行います。 
 

◆学校別応募資格 
  
 (１)高等学校・高等専門学校奨学生 

  ◇在学応募 現在、高校・高専に在学している生徒 

  ◇予約応募 平成30年４月に高校・高専に進学予定の 

        中学３年生 

  ◇採用方法 書類審査 

  ◇募集期限 在学募集 平成30年１月31日(水) 

        第１次予約募集 ８月31日(木) 

        第２次予約募集 平成30年１月31日(水) 
 
 (２)大学・短期大学奨学生 

  ◇在学応募 現在、大学・短大に在学している学生 

  ◇予約応募 平成30年４月に大学・短大に進学予定の 

          者 

  ◇採用方法 書類審査および奨学生選考委員会の選考 

  ◇募集期限 在学募集 10月31日(火) 

        第１次予約募集 ８月31日(木)  

        第２次予約募集 平成30年１月31日(水) 
 
 (３)大学院奨学生 

  ◇在学応募 現在、大学院に在学している学生 

  ◇予約応募 平成30年4月に大学院に進学予定の者 

  ◇採用方法 書類審査および奨学生選考委員会の選考 

  ◇募集期限 在学募集 10月31日(火) 

        第１次予約募集 ８月31日(木) 

        第２次予約募集 平成30年１月31日(水) 
 
 (４)専修学校・各種学校奨学生 

  ◇応募資格 

   国の省庁の認可または都道府県知事の認可を受けた 

   専修学校専門課程およびこれと同等の各種学校並び 

   に専修学校高等課程で、修業年限１年以上の課程に 

   在籍している生徒(無認可校や予備校の生徒は不可) 

  ◇在学応募 現在、専修学校・各種学校に在学してい 

         る生徒 

  ◇予約応募 平成30年４月に専修学校・各種学校に進 

        学予定の者 

  ◇採用方法 書類審査および奨学生選考委員会の選考 

  ◇募集期限 在学募集 10月31日(火) 

        第１次予約募集 ８月31日(木) 

        第２次予約募集 平成30年１月31日(水) 
 

問 公益財団法人 交通遺児育英会 奨学課 
  03-3556-0773(直通) 

    0120-521-286 (フリーダイヤル) 

    (受付時間 午前９時～午後５時30分) 

    ※土・日曜日、祝日、本会の休業日を除く 

｢母親大会｣開催 
 
◆日時 ７月２日(日)午前10時～午後４時 

◆場所 取手第一高等学校 

◆講演 ソーシャルワーカー 藤田 孝典 氏 

    ｢子どもや若者、高齢者、全世代に広がる  

    貧困と格差～私たちができることは何 

     か～｣ 
  

問 茨城県母親大会実行委員会 

   029-824-8949   029-824-8947 

   43-6488(笠島) 44-3836(倉田) 



検診名 検査内容 条件 自己負担金 
子宮がん 

検診 
子宮頸部検査 20歳以上 1,000円 

乳がん 

検診 

視触診＋超音波検査 

30～39歳、 
41～65歳の 

奇数年齢 
1,500円 

66歳以上の 

奇数年齢 
1,000円 

視触診＋Ｘ線検査 
(マンモグラフィー)

２方向 

40～48歳の 

偶数年齢 
1,500円 

視触診＋Ｘ線検査 
(マンモグラフィー)

１方向 

50～64歳の 

偶数年齢 
1,500円 

66歳以上の 

偶数年齢 
1,000円 

乳がん・子宮がん医療機関検診受診券の発行 
    

医療機関検診は、市が発行する受診券を持って病院・医院な

どで検診を受ける方法です。平成29年度から乳がん集団検診

の超音波検査対象年齢の上限は、65歳までとなります。66歳

以上で超音波検査対象の方は、医療機関検診を受診ください。 
 
◆申込・受診期間 ６月１日(木)～平成30年２月28日(水) 
 
◆検診機関 

◇子宮がん検診 茨城県医師会登録の医療機関で受診 

◇乳がん検診 市が委託している医療機関で受診 
 
◆受診対象者・自己負担金 

自己負担金を医療機関窓口でお支払いください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
※年齢は、平成30年３月31日現在の年齢 
 
◆申込方法 

 ①下妻保健センター窓口へ直接ご申請ください。 

 ②その場で受診券を発行します。 

◇受診の際に、受診券がない場合は補助の対象とはなりま 

 せん。 

◇集団検診(10～12月に実施)と医療機関検診の両方を受 

 診することはできません。どちらか一方にお申し込みく 

 ださい。乳がん集団検診の詳細はお知らせ版７月号に、 

 子宮がん集団検診の詳細はお知らせ版８月号に掲載の予 

 定です。 

◇無料クーポン券に該当する方は、こちらの受診券は必要 

 ありません。 
 

問 市保健センター 43-1990   44-9744 

市立図書館 おはなし会/６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 ６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 ６月21日(水) 

    午前11時～11時30分 

◇対象 ０～２才児(保護者同伴) 
 
｢にちようびのおはなし会｣ 

◇日時 ６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   43-8855 

ふるさと博物館 展覧会案内 
 
 貸しギャラリーによる展覧会を開催しま

す。 
 
｢二科会写真部｣茨城支部巡回展 

◆日時 ６月１日(木)～４日(日) 

    午前９時～午後４時30分 

    ※最終日は午後２時まで 

◆内容 写真 
 
｢グループ叢(そう)｣油彩画展 

◆日時 ６月14日(水)～18日(日) 

    午前９時～午後４時30分 

    ※最終日は午後４時まで 

◆内容 油彩画 
 
※入場無料(ただし、常設展示室は有料) 
 

問 ふるさと博物館 

     44-7111   44-7115 
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日程 受付時間・会場 内容 対象者(平成30年３月31日現在の年齢) 

６月28日(水) 
  29日(木) 

 

 

 

 

  
【会場】 

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 

 ・39歳以下の方(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(保険証不問) 
  ※75歳以上の方はお問い合せください 

７月４日(火) 
  ５日(水) 

◇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 
 (バリウム検査) 

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 

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 

【予約受付中】『セット健診・胃がん検診』追加募集 
  

 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。 

※胃がん検診のみ希望の方は、７月４日(火)、７月５日(水)のいずれかを選びご予約ください 

※日程によっては、すでに定員に達している場合もありますので、ご了承ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

◆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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆予約の仕方  
 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 

   にて申し込む。  
  

問 申 市保健センター 

     43-1990   44-9744  

  大腸がん 乳がん(マンモグラフィ) 子宮頸がん 
対象者 

(平成30年３月31日現在) 
40、51、61歳の方 

41、46、51、56、61歳

の女性 
21、26、31、36、41歳

の女性 
有効期間 市の集団健診実施日のみ ６月１日(木)～平成30年２月28日(水) 

検診場所 
市の集団健診(特定・基本健診)

の会場で受け付け 
※医療機関では使用できません 

・茨城県医師会登録の医療機関 
・市の集団検診(要予約) 

大腸がん、乳がん・子宮頸がん検診の無料クーポン券をご活用ください 
  

がん検診推進事業による無料クーポン券を５月末日までに対象の方へ送付します。この機会にぜひ検診を受

けましょう。 

  

 

 

 

 

 
 
 

※４月20日現在、市内に住民登録のある方に発送します 
 

問 市保健センター 43-1990   44-9744 

【受付時間】 
 ①午前７時 
 ②午前８時 
 ③午前９時 
 ④午前10時 



ご存じですか、高次脳機能障害 
 
頭を強くぶつけたり、脳卒中などの病気で倒れ

た後、｢新しいことが覚えられない｣｢人が変わっ

た｣｢今までと違う｣など感じたら、高次脳機能障害

かもしれません。 

高次脳機能障害は外見からは分かりづらく、周

りから見過ごされたり、本人も気がつかない事が

あります。県立リハビリテーションセンターでは

専任の支援コーディネーターによる相談を行って

います。お気軽にご相談ください。 
 

問 申 
茨城県立リハビリテーションセンター  

高次脳機能障害者支援相談窓口 

029-887-2605   029-887-2605 

『ゆかたの着付け講座』受講生募集 
 
◆日時 ６月30日、７月７日、14日、21日 

※全日金曜日、午後７時～９時 

◆場所 勤労青少年ホーム 和室 

◆受講資格 市内在住・在勤の成人の方 

◆募集人数 10人 ※定員になり次第締め切り 

◆参加費 500円 

◆持ち物 ゆかた、半巾帯、腰紐３本またはウ 

      エストベルト 

◆申込方法 来館または電話にて申し込み 

◆申込期限 ６月20日(火) 

※一定数集まらない場合は、中止となることが 

 あります 

※途中退会された場合は、返金できませんので 

 ご了承ください 
 

問 申 勤労青少年ホーム 

     43-7423   45-0520 

     午前9時～午後5時 

     ※休館日(月曜日と祝日の翌日)を除く 

退職金の悩みを中退共で解決しませんか 
 
 ｢中小企業退職金共済制度｣(中退共)は、中小企

業が加入しやすい国の退職金制度です。 

 掛金の一部を国が助成します。掛金は、全額非

課税となり、手数料もかかりません。社外積立で

管理や運用の手間がかかりません。 

詳細は、お気軽にお問合せください。 
 

問 独立行政法人勤労者退職金共済機構 

中小企業退職金共済事業本部 

   03-6907-1234   03-5955-8211 

事業の種類 労働者負担 事業主負担 雇用保険料率 

一般の事業 
3/1,000 

(4/1,000) 
6/1,000 

(7/1,000) 
9/1,000 

(11/1,000) 
農林水産・

清酒製造の

事業 

4/1,000 
(5/1,000) 

7/1,000 
(8/1,000) 

11/1,000 
(13/1,000) 

建設の事業 
4/1,000 

(5/1,000) 
8/1,000 

(9/1,000) 
12/1,000 

(14/1,000) 

労働保険年度更新の申告・納付 
 
 労働保険の年度更新の申告・納付期間は、６月１日(木)

～７月10日(月)となります。申告の際は、年度更新申告

書受理相談会、コールセンターをご利用ください。 

 労働保険料の納付については、口座振替制度をご利用く 

ださい。申請手続きを一度行えば、翌年度以降も継続して 

口座振替により納付ができ、納期限も延長されます。 

 

【雇用保険料率】上段：平成29年度 下段：平成28年度 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

【納付日】 

 

問 茨城労働局 総務部 労働保険徴収室 

029-224-6213   029-224-6258 

   または、各労働基準監督署・各公共職業安定所 

 

納付 第１期 第２期 第３期 
口座振替利

用無の場合 
７月10日(月) 10月31日(火) １月31日(水) 

口座振替納

付日 
９月 ６日(水) 11月14日(火) ２月14日(水) 

若者の｢就職したい｣を応援します 
 

いばらき県西若者サポートステーション(通称サポステ)

は、相談支援から本人に合わせたさまざまなサポート実施に

より、就職決定のお手伝いをしています。 

平成28年度は、相談件数が延べ1163件、セミナー受講

者は延べ968人に上り、たくさんの方が利用しています。   

まずはお気軽に、出張相談会にご参加ください。 
 
◆日時 ６月１日、15日、７月６日、20日 

    ※全日木曜日、午前10時～午後０時30分 

◆場所 ハローワーク下妻内 サポステ専用ブース 

◆費用 無料 

◆相談員 いばらき県西若者サポートステーション相談員 

◆対象者 就職で悩んでいる15～39歳の若者、その保護者 

     または関係者 

◆申込方法 前日までにサポステに電話またはメールで予約 
 

問 いばらき県西若者サポートステーション 

   54-6012   54-6013 

※火～土曜日午前10時～午後６時(祝日を除く) 

    hola@iw-saposute.org 

 

講座名 時間 定員 内容 

カラーコーディネイト 
第２・４金曜日 
午後２時～４時 

６人 
自分に似合う色の見つけ方や、色の効果などを楽しく学んで

自分磨きをしませんか。 

バドミントン 
第２・４火曜日 
午後７時～９時 

３人 基礎からワンランク上の技術まで楽しく学びませんか。 

フラワーボトル 
第１・３土曜日 
午前10時～正午 

５人 
ビンの中に生花を入れアレンジしませんか。生花の色や形が

半永久的に保てます。リビング、玄関に。 

勤労青少年ホーム『平成２９年度講座生』再募集 
  
 

 

 

 

 

 

 

◆期間 11月まで(月２回) ※講座により期間が異なります(バドミントンは短期間) 

◆場所 勤労青少年ホーム[砂沼新田15番地] ※施設案内図参照 

◆受講資格 原則として市内在住・在勤の方 

◆申込方法 来館または電話でお申し込みください。 

      ※定員になり次第締め切ります。複数受講できます 

◆受付時間 午前９時～午後５時(休館日を除く) ※休館日は月曜日と祝日の翌日 

◆受講料 無料(別途教材費および施設運営費(500円)などの費用負担あり) 

◆注意事項 ◇途中退会された場合は、返金できませんのでご了承ください。 

      ◇講座生が一定数以上集まらない場合、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   45-0520 

講座名 時間 定員 内容 

基礎からの日常英会話 
第１・３木曜日 

午後１時～２時30分 
12人 

挨拶や紹介、役に立つ表現や英語の歌を歌いましょ

う(カーペンターズなど)。 

華道 
第１・３金曜日 

午前９時30分～11時30分 
15人 

生け花を通して、四季の花木の自然に心を寄せ、出

会い、触れ合いを楽しみませんか。 

大正琴 
第２・４金曜日 
午前10時～正午 

９人 
【貸琴・無料】音符が読めなくても初回からメロ

ディを弾けます。 

ヒップホップダンス 
第２・４火曜日 
午後７時～９時 

10人 
軽快な音楽にあわせて心を開放。身体も心もエクサ

サイズ。 

着物の着付け 
第２・４水曜日 
午後７時～９時 

２人 
手持ちの着物で着付けや礼儀作法を身につけません

か。 

３Ｂ親子体操 
第２・４金曜日 

午前10時30分～正午 
12組 

音楽に合わせて、親子で楽しく遊びながら運動しま

せんか。【対象者】１～３才位までの子と親 

パッチワーク 
第１・３火曜日 
午前10時～正午 

11人 
色を楽しみながら、リボン刺繍にもチャレンジして

みませんか。 

笑いヨガ 
第２・４日曜日 

午後１時30分～３時 
14人 

笑うことで多くの酸素を体内に取り込み、心身共に

すっきりしませんか。 

働く婦人の家『平成２９年度講座生』再募集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 
◆期間 10月まで(月１～２回) ※講座により期間が異なります 

◆場所 働く婦人の家[今泉240番地] ※施設案内図参照 

◆受講資格 原則として市内在住・在勤の方 

◆申込方法 来館または電話でお申し込みください。 

      ※定員になり次第締め切ります。複数受講できます。 

◆受付時間 午前９時～午後５時(休館日を除く) ※休館日は月曜日と祝日の翌日 

◆受講料 無料(別途教材費および施設運営費(500円)などの費用負担あり) 

◆注意事項 ◇途中退会された場合は、返金できませんのでご了承ください。 

      ◇講座生が一定数以上集まらない場合、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 働く婦人の家 43-7929   45-0521 



ご存じですか多面的機能支払交付金 
 

農業・農村は、国土の保全、自然環境、良好な

景観の形成など多面的機能を有しています。 

 多面的機能支払交付金とは、これらの地域資源

や水路・農道などの農業を支える共同施設を適切

に維持管理する地域の活動に対し支払われる交付

金です。詳細は、お問い合わせください。 
 

問 市農政課 44-0728   44-0729 

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 申 市保健センター 

     43-1990   44-9744 

名称 所在地 構造 規格 募集戸数など 

石堂 小島1152番地ほか 鉄筋コンクリート造４階建て 3DK 4戸(A401、C201、D304、D401) 

『市営住宅入居者』募集 
 
  市営住宅の入居者を募集します。入居希望の方は、下記によりお申し込みください。 
 
◆募集期間 

６月１日(木)～６月21日(水) ※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い合せくださ 
     い。 
◆敷金など 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 ９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 申 市建設課 45-8127   43-2945  

｢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いますの

で、安心してご相談ください。 
 
◆日時 ６月17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)   24-5729 

｢下妻市子育てハンドブック｣ 

有料広告掲載にご協力を 
 

市では、子育て支援に関する手当や制度、手続

きなどをまとめた｢下妻市子育てハンドブック｣を

株式会社サイネックスとの協働により発行しま

す。(市が提供する子育て支援情報をもとに、サイ

ネックス社が編集・印刷を行います) 

このハンドブックは広告料によって発行費用す

べて賄うため、今後、同社が広告掲載のお願いに

各事業所を訪問します。ご理解、ご協力をお願い

します。 
 

問 株式会社サイネックス つくば支店 

       029-858-0570 

        029-858-0572 

市子育て支援課 

45-8120   30-0011 

｢ひきこもり家族教室｣開催 
 

県常総保健所では、家族や本人のためにひ

きこもり家族教室を開催します。 

ご本人が相談に行ける場合はそう多くあり

ません。 

まずは、家族が相談する事でご本人が出ら

れるようになるきっかけになるかもしれませ

ん。ぜひご利用ください。 

 

◆開催日時 

 ６月１日、７月６日、８月10日、 

 ９月７日、10月５日、11月９日、 

 12月７日 

 平成30年１月11日、２月１日、３月１日 

 ※全日木曜日、午後１時30分～３時30分 

 

◆場所 県常総保健所 １階 小会議室 

    [常総市水海道森下町4474] 

 

◆対象者 ひきこもりで悩んでいる方 

 

◆内容 ミニ学習、グループミーティング 

 

◆参加費 無料 

 

◆申込方法 電話による申し込み 
 

問 申 県常総保健所 健康指導課  

     0297-22-1351 

      0297-22-8855 

お知らせ版 しもつま 広
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有害鳥獣捕獲実施 
 

収穫前の果実 (スイカ・メロン )や野菜 (かぼ

ちゃ・とうもろこし)をカラス・ドバト・ヒヨドリ

の食害から守るため、銃器による捕獲を茨城県猟

友会鬼怒支部千代川分会の協力により実施しま

す。ご協力をお願いします。 
 
◆期間 ５月27日(土)～６月27日(火) 

          ※日の出～日の入り          

◆対象地区 千代川地区全域 

      【重点地区】別府、皆葉、五箇、村岡 
 

問 市農政課 44-0729   43-3239 

１日(木) オープニング 

８日(木) 
父の日プレゼント作り 
※材料がなくなり次第終了 

15日(木) 

ピラティス(午前10時～10時30分) 
※電話にて要予約(先着10組) 
◇持ち物 
 タオル、動きやすい服装、持っていれ 

 ばヨガマット 

22日(木) 手形アート 

29日(木) 手形アート 

出張型地域子育て支援センター 

｢あうるくらぶ｣オープン 
 

子育て支援センター｢あうるくらぶ｣が、Waiwaiドー
ムしもつま わいわいハウスに出張開設します。 

子育て支援センターは、子どもが自由に遊びながら
親子同士が交流し、専門職員への子育てに関する悩み
相談も気軽に行える広場です。子育て中の皆さま、ぜ
ひご利用ください。 
 
◆日時 毎週木曜日 午前９時30分～午後３時 
    ※祝日は、週の別日に振り替え開設します 
◆場所 Waiwaiドームしもつま  
            わいわいハウス プレイルーム内[下妻丁91] 
◆対象 市内在住の子育て中の親とおおむね３歳未満 
    の子 
◆６月の予定  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※予定は変更になる場合があります 
 
問 申  
あうるくらぶ 44-2983   44-2983 
市子育て支援課 45-8120   30-0011 



詩集『くさぶえ』作品募集 
 
 わらべうた・あそびランドでは、子どもたち

の心情を育てるために、詩集『くさぶえ』を発

行しています。 

51集の発行にあたり作品を募集します。たく

さんの作品をお待ちしています。 
 
◆募集作品 

◇口頭詩 幼児(１～５歳児) 

 ◇自由詩 小・中学生 

 ◇表紙絵 幼児(１～５歳児) 

※表紙絵は画用紙たて書き(Ａ４サイズ) 

◆申込締切 ６月30日(金)まで 

◆その他 作品の著作権は、わらべうた・あそ 

      びランドに帰属します。 
 

問 申 

わらべうた・あそびランド事務局(市生涯学習課 

内) 45-8995   43-3519 

はかりの定期検査を実施します 
 
 取引または証明に使用するはかりは、２年に１回

定期検査を受けなければなりません。 

 市では、下記の日程により定期検査を実施します

ので、最寄りの会場で必ず受検してください。 

※開店などで新規ではかりの検査が必要となった場 

 合、または閉店などではかりの検査が不要となっ 

 た場合は、必ず市役所商工観光課までご連絡をお 

 願いします。 

 

◆日程および場所 

◇11月14日(火)、15日(水)、16日(木) 

 市役所本庁舎 東側倉庫 

◇11月17日(金) 

 市役所千代川庁舎 北側倉庫 

 ※どちらの会場でも受検できます 
 

問 

茨城県指定定期検査機関 (一社)茨城県計量協会 

029-225-7973   029-225-7974 

茨城県計量検定所 

029-221-2763   029-221-2764 

市商工観光課 45-8993   44-6004 

『魁塾』会員募集 
～地域デビューしてみませんか～ 
 
 魁塾では、街づくりや地域活動に興味を持ち、共

に活動していただける仲間を募集しています。イベ

ントへの参加や企画・運営を通して、地域デビュー

してみませんか。 

 体験入会も受け付けていますので、お気軽にご連

絡ください。 
 
◆応募資格 市内に居住または勤務する20～55歳 

      の地域づくりに関心のある方 

◆活動内容 定例会(原則として毎月１回)、地域イ 

      ベント(花とふれあい祭り、文化祭)へ 

      の協力参加、研修視察など 

◆募集人員 若干名 

◆募集期間 随時 

◆申込方法 入会を希望される方、興味をお持ちの 

      方は市民協働課までご連絡ください。 
 

問 申 市民協働課 

     43-2114   43-1960 

停留所名 停留所付近の目標物 

ビアスパークしもつま 正面玄関ロータリー 

石の宮 とやまクリニック付近 

砂沼サンビーチ 駐車場管理棟付近 

長塚 青木石油店付近 

長塚中央 横島建築付近 

長塚東 片野米菓付近 

砂沼南 さん歩の駅サン・ＳＵＮさぬま付近 

新町 大坂屋書店付近 

上町東 コンドー楽器付近 

栗山 さくら介護センター付近 

下妻駅 関鉄パープルバス営業所前 

小野子町一丁目 下妻郵便局付近 

本城町一丁目 渡辺クリニック付近 

本宿町一丁目 辰巳鮨付近 

下妻市役所 市役所正面玄関西側 

保健センター 高坂眼科医院付近 

田町 おおき歯科医院付近 

田町北 二所神社付近 

大串西 三津山クリニック付近 

大串 渡辺輪業付近 

坂井 千勝神社北側 

イオンモール下妻 専門店街東入口付近 

小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター駐車場 

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、障害者や高齢者は半額

の100円になります。 

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年

齢の分かるものをご持参ください。本庁舎の階段を

上ることが困難な場合には、市民ホール(本庁舎１階)

での発行にも対応しますので、総合案内の係員に声

をかけてください。 
 

◆バス停案内 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
問 市企画課 43-2113   43-1960 

ひまわりサンSUNプロジェクト 
 

ひまわりを育ててくれる市内の個人・団体にはひ

まわりの種を無料配布します。 
 
◆期間 ５月25日(木)～６月16日(金) 

    ※各施設が休みの日を除く 

◆場所 

 市役所本庁舎 １階 市民ホール・市役所第二庁舎  

 ２階 都市整備課・市役所千代川庁舎 １階 くらし 

 の窓口課・市立図書館 

 ※申し込み時に住所・氏名などを記入 

 ※950袋。種が無くなり次第終了(１世帯５袋、 

  １団体10袋まで) 

◆参加条件  

 ◇市内で実施できる方 

 ◇種まきから開花後まで一通り管理できる方  

 ◇種以外(プランター、土など)に管理に必要な物 

  を準備できる方 

◆品種 キッズすまいる 

    ※背丈約100～150㎝、プランターなど 

     でも育成可能 

◆種まきの時期 

 ６月上旬に種まきをお願いします。(開花時期を 

 ８月中旬に統一するため) 
 

問 市都市整備課 45-8128   43-2945 

製造事業所の皆さまへ 

｢工業統計調査｣を実施しています 
～インターネットでの回答ができます～ 
 

平成29年工業統計調査では、簡単・安心なイ
ンターネット回答を推奨しています。 

調査に関する全ての作業がパソコンの画面上で
完結するため、調査票への記入の手間が省けま
す。詳しいご利用方法は、調査票と一緒に配布
される｢オンライン調査ログイン情報｣をご覧く
ださい。 

インターネット回答が利用できるのは、｢オン
ライン調査ログイン情報｣が配布された事業所に
限られます。 

統計調査員証を身に付けた統計調査員が、調査
のため訪問しますので、ご協力をお願いしま
す。 

 
◆インターネット回答期限 ６月７日(水)まで 
 
◆調査票での回答方法 

◇調査員調査 
 ６月上旬にかけて調査員が訪問し、回収しま 
 す。 
◇郵送調査 
 経済産業省から調査票が郵送で届いた場合、 
 同封の返信用封筒にて郵送してください。 

 

問 市企画課 43-2113   43-1960 

｢結婚相談会｣開催 
 
 ｢結婚したいけどどうしたらいい？｣｢いい人にな

かなか巡り会えなくて…｣｢子どもの結婚が心配…｣

などといったご相談にマリッジサポーターがお答え

します。ご本人、ご家族、どなたでもお気軽にご予

約ください。 

 いばらきマリッジサポーターは、県知事から委嘱

を受けて、結婚相談やお相手探しのお手伝いなどを

行うボランティアです。 
 
◆日時 ６月11日(日)午後1時～４時30分 

◆場所 坂東市 岩井公民館[坂東市岩井3108]  
◆相談費用、登録料 無料  

プロフィール作成を希望する方は、身分証明書 

(運転免許証、保険証など)、写真(Ｌ判)をお持ち 

   ください。 

◆申込期間 ５月29日(月)～６月７日(水)  
      ※予約制(先着12人程度) 

◆申込方法 電話申し込み 
  

問 申  

いばらきマリッジサポーター県西地域活動協議会 

090-5542-6887(小川)  
090-1100-1316(野口)  
※受付時間 正午～午後７時 

 48-3586 



『8020高齢者よい歯の 

コンクール』募集 
 
◆対象 

昭和12年３月31日以前の生まれ(80歳以上) 

で、ご自分の歯を20本以上お持ちの方(治療さ 

れていても結構です) 

※本コンクールで入賞歴のある方の再応募はご 

 遠慮ください 

◆応募方法 

①氏名(ふりがな) ②生年月日 ③性別 ④郵便番 

号 ⑤住所 ⑥電話番号 ⑦かかりつけ歯科医院ま 

たは最寄りの歯科医院名 ⑧歯科医院の電話番号 

を記入し、官製はがきかFAXで下記へお申し込 

みください。 

※申し込まれた方には、口腔診査票を送付しま 

 すので、歯科医院(会員の歯科医院)で検診を 

 受けてください。検診は、茨城県歯科医師会 

 会員の歯科医院にて無料で受けられます。歯 

 科医院の検診の際、日常の笑顔などのスナッ 

 プ写真をお持ちください。 

◆応募期間 ６月１日(木)～７月25日(火)必着 

◆審査方法  

 ◇一次審査 口腔診査(各歯科医院) 

 ◇二次審査 書類審査 

◆入賞者 

最優秀１人、優秀５人、シニア賞１人、茨城県 

歯科医師会長特別賞１人 

◆表彰 

11月19日(日)茨城県歯科医師会館にて開催す 

る｢第26回茨城県民歯科保健大会｣の席上で表 

彰します。 
 

問 申 茨城県歯科医師会 8020事業係 

〒310-0911[水戸市見和2-292-1] 

     029-252-2561 

      029-253-1075 

西洋アサガオを使った 

『緑のカーテン講習会＆ 

コンテスト』参加者募集 
 

｢緑のカーテン｣は、夏の強い日差しを和らげ

るとともに二酸化炭素の排出を抑制し、地球温

暖化防止の効果もあります。 

皆さまも暑い夏に向け｢緑のカーテン｣にチャ

レンジしてみませんか。ぜひお申し込みくださ

い。 

 

◆日時 ６月４日(日)午前10時～11時 
 
◆会場 コミュニティカフェ ぷらっとほーむ 
 
◆募集人員 30人(先着順) 
 
◆参加費 無料 
 
◆申込受付 ５月25日(木)～６月２日(金) 

      ※土・日曜日を除く 

※講習会終了後、西洋アサガオの 

   苗とエコ石鹸をプレゼント 

※コンテスト詳細は、当日お知ら 

 せします 
 
◆主催 下妻エコの会 リボーン 
 

問 申  

下妻市ボランティアセンター(下妻市社会福祉

協議会) 44-0142   44-0559 

『下妻市民ミックスソフトテニス大会』

参加者募集 
 
◆日時 ６月25日(日)午前８時30分集合 

    ※雨天の場合７月２日(日) 

◆場所 市営柳原球場テニスコート 

◆試合種目 一般社会人の部 

◆参加資格 

◇市内在住または在勤の社会人 

◇下妻市ソフトテニス連盟に加入している方 

◆試合方法 男女混合ペアのダブルスによるリー 

      グ戦もしくはトーナメント戦 

◆参加料 １チーム 2,000円 

◆申込締切 ６月11日(日) ※期日厳守  

 

問 申 下妻市ソフトテニス連盟  

     090-4835-5226(市川) 
    43-3519(市生涯学習課) 
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下妻市防災訓練実施 
 

 下妻市防災訓練を下妻中学校区において、６月18

日(日)に実施します。 

 訓練当日は早朝より、下妻中学校区内の防災行政

無線屋外スピーカーや防災ラジオ、下妻市防災メー

ルで避難情報の訓練放送が流れます。 

 また、５月１日から配信が開始された洪水情報の

訓練配信も行います。緊急速報メールとして配信さ

れます。(防災メール・洪水情報は市全域) 

 いずれも訓練放送、訓練配信ですので、お間違い

のないようご注意ください。 

 

◆開催日 ６月18日(日) 

◆場所時間  

 ◇避難所開設訓練 午前８時～ 

  下妻中学校区内各避難所 

 ◇メイン会場 午前９時30分～ 

  下妻中学校北側(下妻市開発公社管理地) 

◆訓練内容  

 メイン会場では、本部運営訓練や協力企業・団 

 体・下妻消防署・陸上自衛隊との連携訓練やブー 

 ス見学、炊出し体験などを行います。 

 

【避難情報】  

 避難情報の名称が変わりました。 

 ◇避難準備・高齢者等避難 

  災害の発生が懸念されます。避難の準備を始め   

  ましょう。また、避難に準備がかかる高齢者な 

  どは、避難を開始しましょう。 

 ◇避難勧告 

  災害発生の可能性が高まっています。避難を開 

  始しましょう。 

 ◇避難指示(緊急) 

  命の危険が迫っています。直ちに命を守る行動 

  を取ってください。 
 
 

問 申 市消防交通課  

      43-2119   43-4214 

     

広報しもつま 

『ほっとレポ・ライン』掲載希望者募集 
 

◆対象年齢 市内在住の方 

◆掲載内容 身の周りで起きた出来事など 

◆提出書類 写真および原稿(400～800字程度) 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 

 

問 申 市秘書課  

          43-2112   43-1960 

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  

 ６月１日(木)、５日(月)、８日(木)、12日(月) 

 19日(月)、22日(木)、26日(月)、29日(木) 

 

◆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   30-0070 

ごみ分別アプリをご活用ください 
 

平成27年４月１日から配信がスタートした

『下妻市ごみ分別アプリ』は、現在多くの方か

らご好評をいただいています。 

収集日カレンダーやごみ分別辞典など日々使

える便利な機能を搭載していますので、スマー

トフォンやタブレット端末をお持ちの方は、ぜ

ひご活用ください。 

詳細は、市ホームページをご覧ください。 

 

問 市生活環境課 

     43-8289   44-7833 


