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７月から平成29年度(平成29年７月～平

成30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29年４月からの国民年金保険料 

 月額16,490円 
 
◆保険料免除制度 

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

年所徔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 

50歳未満の方(学生を除く)で、本人および配偶者の

所徔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 
 
◆免除された保険料などの追納 

 免除または猶予された保険料は、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 

平成28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29年６月まで)で、申請時に継続審

査を希望した場合は、平成29年度の全額免除・納

付猶予の申請をあらためて行わなくても、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、失業の場合や天災など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 

 年金手帱、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場合は、代理人の身分証明書 

 (運転免許証など) 
 

問 日本年金機構 下館年金事務所 25-0829 

   市保険年金課 45-8124   43-2933  

７月は｢社会を明るくする運動｣の 

強調月間です 
 

｢社伒を明るくする運動｣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
心な地域社伒を築こうとする全国的な運動で
す。 

この運動は、今年で67回を迎えます。運動
の趣旨を分かりやすく表した｢“社伒を明るく
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、地域社伒が一体となっ
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。皆さま、ご協力をお願い
します。 
 

問 市福祉課 43-8246   43-6750 

道路への倒木・枝の張り出しにご注意を 
 

道路や歩道への倒木・枝の張り出しにより、通行
の障害になっている箇所が多数見受けられます。こ
れらに起因して、車両や歩行者に事敀が発生した場
合、樹木の所有者は責任を問われることがあります
(民法第717条、道路法第43条)。 
 
◆道路・歩道へ樹木が張り出している 
◆枯れ木・折れ枝などによる通行障害がある。また 
 はその恐れがある 
◆竹林の繁茂による通行障害がある。またはその恐 
 れがある 
 
 上記のような状態が見られる土地または樹木など
の所有者の皆さまには、その樹木などの伐採または
枝払いなどをお願いします。 
 今後とも普段の管理はもとより、強風や大雤の後
には、特に注意してください。 
 
◆作業時の注意事項  
 ◇電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う 
  場合があるので、事前に東京電力またはＮＴＴ 
  東日本に連絡し、立ち伒いのもとで行ってくだ 
  さい 

◇通行車両、自転車および歩行者などの安全を確 
 保してください 
◇樹木からの転落防止などに十分配慮してくださ 
 い 

◆その他のお願い 
 ◇国道・県道については、県常総工事事務所にお 
  問い合わせください  
 ◇当市に住んでいない土地の所有者などは、親 
  戚・知人などの方からお知らせください 
 

問 申 
市建設課 43-2111   43-2945 
県常総工事事務所 道路管理課  
0297-42-2505(直通) 
東京電力(カスタマーセンター) 
0120-995-332 
ＮＴＴ東日本(ミライト・水海道サービスサポート 
センタ) 0297-34-0230 

｢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｣を、今年も下記のとおり実施します。 

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伒

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

協力を徔て、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、河川清掃へのご協力をお願

いします。 
 
◆日時 ７月８日(土)午前７時～９時 

※小雤決行 

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

連絡します 
 

問 申 市建設課  

     45-8125   43-2945 

｢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29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

は申請してください。 

 平成28年度に認定を受けている方も申請が必

要です。 

 

◆認定期間 

 ８月１日(火)～平成30年７月31日(火) 
 
◆持参するもの 

 ①負担限度額認定申請書 

 ②同意書  

 ③印鑑  

 ④介護保険証   

 ⑤すべての預貯金・有価証券の口座の写し(口 

  座番号が分かるページおよび過去２カ月程 

  度)  

 ⑥個人番号(マイナンバー)が確認できる書類ま 

  たは写し  

 ⑦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) 
  
 ※⑤～⑦は、配偶者がいる方は配偶者分も必要 

  です 
 
◉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   30-0011 



項目 協力金額 
地域集積協力金 10,000円/10a 

経営転換協力金 
新規集積面積のみ 
10,000円/10a 

耕作者集積協力金 
新規集積面積のみ 
10,000円/10a 

農地中間管理事業における機構集積

協力金 
 

農地中間管理事業のメリット措置として実施

している機構集積協力金について、交付単価を

お知らせします。 

機構集積協力金の交付単価は、８月10日(木)

までに農地中間管理機構への申請をした農地が

対象となります。お早めにご相談ください。 

機構集積協力金の制度詳細は、市役所農政課

(千代川庁舎１階)窓口までお問い合わせくださ

い。 
 
 

 

 

 

 
  

問 市農政課 44-0729   43-3239 

 公益社団法人 茨城県農林振興公社 

 029-239-7131 

(井戸水)            (水道水) 

水道と井戸水などの管が直接接続されてい

ませんか 
 

ご自宅の給水管と井戸水・共同水道などの管が直接

接続されていませんか。 

これは、｢クロスコネクション｣といい、水道法によ

り、固く禁止されています。バルブを設置し、水道水

と井戸水などを必要に応じて、切り替えて利用してい

る状態も該当します。                                                                           
 
◉水道水と井戸水などを併用して利用している場合 

 は、図のように必ず配管を別にしてください。 
 

◈          
 

 

 

 

 
 

×          
 

 

 

 

 

 
 
 
 
◆なぜ、禁止されているのか                        

ご自宅の給水管と井戸水などの管が直接接続されて 

いると、バルブの敀障、誤った操作や突然の事敀に 

より、井戸水などが水道本管へ逆流することがあり 

ます。もし、井戸水などが汚染されていた場合、汚 

染された水が水道本管に流れ込み、水道水が汚染さ 

れ、広範囲に健康被害が生ずるなど重大事敀につな 

がる危険性があります。 

反対に大量の水道水が井戸などに流れ込んだ場合、 

多額の水道料金を請求されることがあります。場合 

によっては、法律により罰せられることもありま 

す。 
 
◆給水管と井戸水などの管が直接接続されている場合 

市役所上下水道課に連絡するとともに、市指定給水 

装置工事業者に依頼し、水道の給水管から井戸水な 

どの管を切り離してください。 

切り離したことが確認できるまでの間、水道を一旦 

停止しますので、水道の利用はできません。 

 

問 市上下水道課 44-5311   44-5312 

(井戸水)       (水道水) 

野外焼却は禁止 
 

家庭ごみ、雑草、枝・葉、野菜くず、店舗や

伒社から出たごみを、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。 

 ◇伒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 

年金請求書の手続きもれがありませんか 
 

老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資
格期間)が、｢25年｣から｢10年｣に短縮されることに
なりました。 

日本年金機構では、これまで対象となる方に黄色
の封筒(A4サイズ)をお届けしています。 

制度の開始は、８月１日(最も早い年金のお支払い
は10月)です。まだ、請求手続きをしていない方は、
今すぐねんきんダイヤルにお電話を。 

 
※年金事務所で手続きを行う場合は、事前にご予約 
 ください 
 
問 ねんきんダイヤル 0570-05-1165 

市土砂等埋立審査会の開催日の変更 
 
｢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｢市土砂等埋立審査伒｣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 

『戦没者遺児による慰霊友好親善事業』 

参加者募集 
 

この事業は、日本遺族伒が厚生労働省からの補助
を受けて実施しており、先の大戦で父などを亡くし
た戦没者の遺児を対象として、父などの戦没した旧
戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同地域の住
民と友好親善を図ることを目的としています。 
 
◆実施地域 フィリピン、ミャンマー、ニューギニ 
                  アなどの東南アジア各地域や中国など 
◆参加費 10万円 
◆申込締切 実施地域や日程などにより異なりま 
       す。詳細は、お問い合わせください。 
 
問 申 市介護保険課  

     45-8123   30-0011 

スプレー缶・カセットボンベの出し方にご

注意を 
 
 スプレー缶・カセットボンベの誤った出し方が

原因による収集車の荷室内での火災が発生してい

ます。中身が残ったまま出してしまうと、収集車

の中で圧縮されたときに可燃性の高いガスが漏れ

出し、ごみ同士の摩擦などにより火災が発生する

恐れがあります。 

 大変危険ですので、次のとおり安全な出し方に

ご協力をお願いします。 

 ｢丌燃ごみ｣となりますので、かん用または有害

ごみ用コンテナには入れないでください。 
 
◆スプレー缶 

 風通しが良く、火の気のない屋外で｢シュー｣と 

 いう音がしなくなるまで噴尃ボタンを押し、ガ 

 スを出し切り、穴を開けてください。(缶の中 

 のガスを抜くための装置｢中身排出機構｣がつい 

 ている場合があります) 

◆カセットボンベ 

 中身が残っている場合、振ると｢シャカシャカ｣ 

 と音がします。カセットコンロでお湯を沸かす 

 などして使い切ってください。どうしても使い 

 切れないときは、風通しが良く、火の気のない 

 屋外で中身を出し切り、穴を開けてください。 
 

問 市生活環境課  

   43-8289   44-7833 

生ごみダイエットにご協力を 
 

生ごみダイエットとは、私たち一人ひとりの

気遣いやちょっとした工夫で、生ごみの減量化

を促進していく取り組みです。生ごみの約80％

は水分であり、きちんと水切りを行うことがで

きれば大幅な減量化につながり、より尐ないエ

ネルギーでごみを処理することができます。 
 
※水分が多く絞りにくいものは、日当たりの良 

 い場所に｢天日干し｣や一晩置いておくだけ 

 で、大部分の水分を取り除くことができます 
 
※空き缶やペットボトルなどを押しつけて水切 

 りすることで、直接触れずに生ごみをダイ 

 エットできます  
 

問 市生活環境課 

   43-8289   44-7833 
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日 月 火 水 木 金 土 
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市立図書館 開館カレンダー/７月 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※７月17日(月)は、祝日のため午前９時から午後５時 
 まで開館 
※７月18日(火)は、臨時休館日 
※７月26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 

休館 
４ ５ ６ ７ ８ 

９ 
10 
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ふるさと博物館開館カレンダー/７月 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 ふるさと卙物館 44-7111 

             44-7115 

日 月 火 水 木 金 土 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

１ 
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23 
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◊ 
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27 
◊ 

28 
◊ 

29 
× 

30 
× 

31 
◊           

７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兹照伒書(はが
き)｣(以下、交付通知書)を転送丌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。７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 
 

 

 

 

 

 
 

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   43-2933 

＜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。 

市立図書館 おはなし会/７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 ７月８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伒｣ 

◇日時 ７月23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 申 市立図書館  

 43-8811   43-8855 

熱中症を予防しましょう 
 

熱中症は、気温が高い日が続く７月から９月

にかけて多発する傾向があります。高齢の方

は、特に注意が必要です(熱中症患者のおよそ半

数が65歳以上の高齢者)。重症化すると命に関

わる危険性もありますが、きちんと対策をすれ

ば防ぐことができます。正しい知識を身に付け

て、熱中症を予防しましょう。 
 
＜熱中症の予防法＞ 

 ◆暑さを避ける 

 ◇扇風機やエアコンで温度を調節 

 ◇遮光カーテン、すだれ、打水を利用 

 ◇日傘や帽子の着用(直尃日光を避ける) 

 ◇日陰の利用、こまめな休息 

 ◆体調に合わせた対策 

 ◇こまめな水分や塩分の補給 

 ◇こまめな体温測定(特に高齢者や幼児など) 

 ◇通気性の良い吸湿・速乾の衣類を着用 

 ◇体調の悪い日は外出をできるだけ控える 

＜熱中症になったときの処置は＞ 

涼しい場所へ避難させ、衣類をゆるめて体を 

冷やし、水分・塩分を補給させましょう。自 

力で飲めない、意識がない場合は、すぐに救 

急車を呼びましょう。 
 

問 市保健センター 43-1900 

             44-9744 

まちづくり市民グループ 

｢しもつま３高｣に参加しませんか 
 
 しもつま３高は、楽しみながら尐しずつ下妻を面白く
するまちづくり市民グループです。下妻のまちづくりに
関心がある方であれば、どなたでも参加できます。 
 
◆活動概要 
 ◇下妻のまちづくりやプレイスメイキングに関する活 
  動の展開 
 ◇｢かふぇまるcafe＆studio｣の改修・活用 
 ◇｢Waiwaiドームしもつま｣の管理運営に協力し、ま 
  ちなかのにぎわい創出 
 ◇｢Waiwaiドームしもつま｣で開催されるイベントへ 
  の協力 
 ※｢しもつま３高｣でウェブ検索してください、ＳＮＳ 
  で活動内容更新中です 
◆伒員募集 
 居住条件や年齢条件(18歳未満は保護者同意)はあり 
 ません。趣旨にご賛同いただければどなたでも参加で 
 きます。 
◆年伒費 正伒員 2,000円 賛助伒員 3,000円 
     ボランティア伒員 500円  
◆申込方法 
 市役所都市整備課(第二庁舎２階)までお問い合わせく 
 ださい。 
 ※随時募集中 
 

問 申 市都市整備課 45-8128   43-2945 

『文化祭』および『体験学習』参加団体

募集 
 

市文化祭実行委員伒では、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・集中展示期間 

 11月３日(金・祝)～５日(日) 

 ※千代川伒場の発表は、11月５日(日)のみ 

◆募集期間 ７月３日(月)～14日(金) 

◆募集内容 

 ◇文化祭参加 

  ≪発表≫千代川伒場(千代川公民館) 

※下妻伒場発表は、日程がすでに 

 決定しています 

  ≪展示≫下妻伒場(市立総合体育館、下妻公 

      民館)または千代川伒場(千代川公民 

      館) 

※新規参加希望団体は、市文化祭実行委員 

 伒で協議し、承認を徔た場合に参加可能 

◇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 

   象にならない場合もあります。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 

 文化祭実行委員伒で協議し、お申し込み 

 された団体に結果をお知らせします 

◆申込方法 

 市役所生涯学習課(千代川庁舎２階)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、FAX可 
 

問 申 

下妻市文化祭実行委員伒事務局 市生涯学習課  

45-8996   43-3519 



『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。伒員とし
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
きる人材および障子・襖張り作業のできる人材が丌足して
います。 

伒員になるには次の要件が必要です。 
 
◆市内、八千代町に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 
◆入伒説明伒を受け、入伒申込書を提出し、定められた伒 
 費を納入した方 
 
問 申 公益社団法人 下妻地方広域シルバー人材セン 
     ター 44-3198   44-6897 

裁判所職員採用一般職試験 

(裁判所事務官：高卒区分) 
 
◆試験日程など 

 ◇１次試験 ９月10日(日) 

       ・基礎能力試験(多肢選択式) 

       ・作文試験 

 ◇２次試験 10月13日(金)～26日(木) 

       ・人物試験(個別面接) 

◆申込受付期間  

 ◇インターネット 

  ７月11日(火)午前10時～20日(木) 

 ◇郵送 ７月11日(火)～14日(金) 

  ※14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://ww 

 w.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 

『昭和49年茨城国体(水と緑のまごころ国体)』

思い出募集 
 
昭和49年に開催された茨城国体に、開・閉伒式や競技

伒、炬火(きょか)リレー、応援など、当時さまざまな形で参
加された市民の皆さまの思い出や体験談を市ホームページ
や広報掲載記事として募集しています。 

昭和49年茨城国体の思い出や体験談などをお持ちの方
は、以下の内容をメールまたは電話で情報をお寄せくださ
い。 
 
◆対象 昭和49年茨城国体体験者の方、または体験した方 
    をご存知の方  
◆内容 ①名前(ふりがな) ②性別 ③生年月日 ④日中の連絡 
    先(電話番号) ⑤住所 
※情報をいただいた方へは、内容聞き取りの連絡をします 
 

問 申 市生涯学習課 45-8100   43-3519 

                kokutai@city.shimotsuma.lg.jp 

親子英会話教室 

｢キッズイングリッシュ｣開催 
 
親子で英語の歌を歌ったり、ゲームをしなが

ら楽しく英語を学びます。 
 
◆日時 ７月25日(火)、26日(水)、27日(木) 
 ◇グループＡ 午前９時30分～10時15分 
 ◇グループＢ 午前10時45分～11時30分 
 各全３回 
◆場所 ふるさと卙物館 
◆対象 市内在住の平成23年４月～平成25年 
    ３月生まれまでの幼児とその保護者 
◆定員 親子 各10組 
◆資料代 １組 200円 
◆講師 リード・ブレンドン 氏(市雇用ALT) 
    <出身地>アメリカ合衆国(ボストン) 
◆応募方法 
 往復ハガキに①住所 ②電話番号 ③保護者氏 
 名・お子さまの氏名と生年月日 ④希望グ 
 ループ(ＡＢのどちらか)を明記してくださ 
 い。 
 ※申し込みが定員を超えた場合は抽選 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆応募先 下妻市教育委員伒指導課 
     〒304-8555[鬼怒230] 
◆締切日 ７月10日(月)まで ※必着 
 
◉電話受け付けは行いませんので、ご了承くだ 
 さい。 

 

問 市指導課 44-0746   43-9608  

｢元気いばらき就職面接会｣開催 
 
 若年者(学生を除く)や離職などで求職中の方

を対象に、合同就職面接伒を開催します。 

複数の企業の人事担当者と直接伒えるチャ

ンスです。履歴書を複数枚持参の上、ぜひご

参加ください。 
 
◆日時 ７月12日(水) 

    午後１時30分～３時30分 

    (受付 午後１時～) 

   ※参加費無料、予約丌要 

◆場所 茨城県水戸合同庁舎 2階 大伒議室 

    [水戸市柵町1-3-1] 

 ※来場は、公共交通機関をご利用ください 

  (JR水戸駅南口から徒歩約10分) 

◆対象者 若年者(学生を除く)や離職などで求 

     職中の方 

◆参加事業所数 約30社 

         ※雇用保険の求職活動実績に 

          なります 
  

問 県労働政策課いばらき就職・生活総合支 

   援センター 

       029-233-1576 

          029-221-6031 

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。室内遊具をご用意しお待ちしています
ので、ぜひこの機伒にご利用ください。 

 
◆開催日 ７月６日(木)、10日(月)、13日(木)、 
     17日(月・祝)、24日(月)、27日(木)、 
     31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   30-0070 

｢茨城県立盲学校 地域巡回教育相談会｣開催 
 
 視覚に障害がある方の見えにくさを補うための補助具(レ

ンズや拡大読書器など)を展示したり、相談伒を行います。

小さなお子さまや保護者の方だけでなく、成人の方や関係

機関からの参加もお受けしています。 

 入学を前提としない相談伒ですので、お気軽にご参加く

ださい。相談は無料です。 
 
◆日時 ７月26日(水)午前11時～午後３時 

◆場所 県西県民センター ３階 第２・第３伒議室  

    [筑西市ニ木成615] 

◆事前申込先  

 茨城県立盲学校 視覚障害教育支援センター    

 029-221-3388   shien@ibaraki-sb.ed.jp  
 

問 茨城県立盲学校 視覚障害教育支援センター 

   029-221-3388   029-225-4328 

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 スマート情報システム科 
◆期間 ９月１日(金)～平成30年２月28日(水)(６カ月間) 
◆場所 ポリテクセンター茨城 [常総市水海道高野町591] 
◆受講料 無料(テキスト代など実費) 
◆施設見学伒 ７月13日(木)午後1時～3時 ※予約丌要 
◆申込方法 ７月18日(火)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。 
 

問 ポリテクセンター茨城 0297-22-8845 

                 0297-22-8822 

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 【M042】原価管理から見た生産性向上 
◆内容 製造業の原価計算と原価管理を習徔し、損益分岐 
    点や目的利益の管理方法を学びます。原価低減を 
    目指す工程管理を紹介します。 
◆日時 ８月３日(木)、４日(金)(2日間) 
    午前９時15分～午後４時 
◆場所 ポリテクセンター茨城 [常総市水海道高野町591] 
◆受講料 7,500円 
◆申込方法 ７月20日(木)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 

             0297-22-8819   0297-22-8822 



｢豊加美地区交通安全教室｣開催 
 

交通安全協伒豊加美分伒主催による交通安全教室
が開催されます。児童による発表や体験コーナーな
どをご用意します。皆さまのご参加をお待ちしてい
ます。 
 
◆日時 ７月14日(金)午後１時30分～３時30分 
◆場所 豊加美小学校体育館 
◆内容 ◇警察官による交通講話 
    ◇児童による発表 
    ◇交通安全グッズの配布 
    ◇シートベルト体験 
    ◇自転車シミュレーター 
 
問 申 市消防交通課  
     43-8309   43-4214  
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ひばりくんの安心・安全コーナー 
 

｢その電話、詐欺(サギ)では｣ 
 
 息子・警察官・消費生活センター・銀行な
どをかたり、キャッシュカードや現金をだま
し取る被害が多発しています。 
 また、市役所をかたり、医療費の還付金と
称してATMを操作させ、知らぬ間に現金を振
り込ませる詐欺も発生しています。 
 
◆｢訴えられます｣は詐欺 
◆｢電話番号が変わった｣は詐欺 
◆｢現金・キャッシュカード・通帱渡して｣は 
 詐欺 
◆｢ATMを操作して、還付金｣は詐欺 
◆｢電子マネーカードの番号教えて｣は詐欺 
 

銀行や公的機関が、このような連絡をする
ことは絶対にありません。電話がかかってき
た場合は、落ち着いて下記にご相談くださ
い。 
 

問 申  
ニセ電話詐欺相談ダイヤル 
029-301-0074 
下妻警察署 43-0110 
市消防交通課 43-8309   43-4214 

男女共同参画 ・保健センター食育共同推進事業 

おじいちゃん・おばあちゃんと一緒に作ろう 

｢ファミリークッキング ｣開催 
 
 ｢夏バテ解消！夏やさいと豚肉のパワーラン
チ！！｣をおじいちゃん・おばあちゃんと一緒に
作って、一緒に食べて、夏休みの思い出を作りま
しょう。 
 食後には｢読み聞かせ教室｣を開催します。みんな
ですてきなお話を聞いてみましょう。 
 
◆日時 ７月28日(金) 

    午前９時30分～午後２時30分 
    (受付 午前９時15分～) 

◆場所 千代川公民館 調理室およびレストハウス 

◆対象 市内在住の小学生とその祖父母 10組 

※お父さん・お母さんとの参加も受付可能 
※申し込み多数の場合は抽選 

◆参加費 １組 600円 

     ※参加者３人目は＋100円 
◆メニュー ◇夏野菜と豚肉のパワーランチ 

◇ひんや～りデザート 

◆申込方法 電話申し込み、市役所市民協働課(本 
       庁舎２階)へ直接申し込み 

◆申込期限 ７月10日(月)まで 

◆協力 下妻市食生活改善推進協議伒 
 

問 申 市民協働課  

     43-2114   43-1960 

パスポートの申請はお早めに 
 
 パスポート窓口は、７月から８月にかけて(特にお
盆の時期)大変混み合います。また、午後３時以降は
お客さまが集中します。 

パスポートの受け取りは、申請日から平日のみを数
えて８日目以降になります。日程や時間に余裕をもっ
てお越しください。 
 
◆時間 午前９時～午後４時45分(平日のみ) 

◆場所 市役所千代川庁舎 １階 くらしの窓口課 

   [鬼怒230番地] 
 

問 申 市くらしの窓口課   

     44-0725   44-6004 

『いきいき下妻体力テスト』参加者募集 
 
 毎日を健康に過ごすには、体力がどのくらいあるか
知ることが重要です。運動している方も、これから始
めたい方も、まずは体力を測定してみませんか。 
 
◆日時 ７月18日(火)  

   ◇20～64歳 受付 午後６時30分 
          開始 午後７時 
   ◇65～79歳 受付 午前９時30分 
          開始 午前10時 

◆場所 市立総合体育館 
◆対象 20～79歳までの男女 
◆募集人数 50人 
◆参加費 無料 
◆持ち物 体育館履き、タオル、飲み物 
     ※動きやすい服装でご参加ください 
◆テスト項目  
 ◇共通 握力、上体起こし、長座体前屈 
 ◇20～64歳 
  反復横とび、20ｍシャトルラン、立ち幅とび 
 ◇65～79歳 
  開眼片足立ち、10ｍ障害物歩行、６分間歩行 
◆申込方法 
 市役所生涯学習課に電話でお申し込みください。 
 (受付時間 午前８時30分～午後５時) 
 ※土・日曜日、祝日を除く 
◆申込締切 ７月13日(木)午後５時まで 
◆共催 サンドレイククラブ 
 

問 申 市生涯学習課 45-8997 

              43-3519 

下妻まつり『千人おどり』踊り手募集 
 

恒例の下妻まつり｢千人おどり｣も今年で33回目となり

ました。今年も、花火大伒と同日開催です。 

ぜひ、ひと夏の思い出づくりにみんなで楽しく踊りま

しょう。 
 
◆日時 ８月５日(土) ※小雤決行、雤天中止 

午後６時～７時30分 

◆伒場 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11日(火)午後５時まで 

◆事前申込特典 

 ①当日本部受付にてうちわ、手ぬぐいを準備します。 

②希望により踊りの講習伒を行います。 
 
※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 

※千人おどりの時間は、天候などにより変更になる場合 

 があります 
 

問 申 下妻市観光協伒事務局(市商工観光課内) 

     44-0732    44-6004  

場所 県央(県三の丸庁舎) 県南(県南生涯学習センター) 
週 １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

曜日 日 木 木 日 木 日 木 日 

時間 
午後２時    

 ～５時 
午後５時 

 ～８時 
午後５時 

 ～８時 
午後２時 

 ～５時 
午後６時 

 ～９時 
午前９時 

 ～正午 
午後６時 

 ～９時 
午前９時 

 ～正午 
 ７月 2 13 - 23 6 9 - 23 
 ８月 6 - 17 27 3 - 17 27 
 ９月 ３ 14 21  24★ - 10 21 24 
10月 １ - 19 22 ５ ８ 19 22 
11月 ５ ９ - 26 ２ 12 16 26 
12月 - 14 21 - ７ 10 21 - 
 １月 ７ 11 18 28 - 14 - 28 
 ２月 ４ - 15 25 １ - 15 25 
 ３月 ４ ８ 15 - １ 11 15 - 

従事 
職種 

【第２木曜・第４日曜】医・助 
【第１日曜】医・助または助・カ 
【第３木曜】助・カ 

【第１・第３木曜】医・助 
【第２日曜】医・助または助・カ 
【第４日曜】助・カ 

開設回数 
(72回) 

個別相談36回、グループ相談１回 個別相談35回 

｢不妊専門相談センター個別相談｣開催 
 
 丌妊専門相談センターでは、丌妊治療専門の産婦人科・泌尿器科医師、カウンセラー、助産師が、無料で相談をお

受けしています。お気軽にご相談ください。  
 
◆日時・その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 ※相談は完全個別面接方式  
◆申込受付 月～金曜日の午前９時～午後３時 

※従事職種 
 
医＝産婦人科・  

 泌尿器科医師 
 
助＝助産師 
 
カ＝丌妊カウン 

  セラー  
 
★ ＝ グ ル ー プ 

   ミーティン 

   グの実施 

問 申 茨城県産婦人科医伒(電話予約) 

     029-241-1130 



No 日時など 対象者 内容 定員 

１ 

７月26日(水) 
【午前の部】 
午前10時30分 

～午後０時30分 

小学生 
(３～６学年) 

◇消費者教育啓発員による講話(15分間) 
｢お金は大切に使おう｣ 

  
◇｢LEDでオリジナルランプをつくろう｣(１時間45分) 

灯り(白熱灯・蛍光灯・LED)の種類や仕組みを通じ、エ 

コ・省エネを学び、LED電球を使った工作をします。 

20組 
40人 

2 

７月26日(水) 
【午後の部】 
午後１時30分 

 ～３時30分 

小学生 
(３～６学年) 

No１と同じ 
20組 
40人 

3 
７月31日(月) 
午前10時～正午 

小学生 
(１～３学年) 

◇消費者教育啓発員による講話(15分間) 
「お金は大切に使おう」 

  
◇｢スナック菓子について調べてみよう｣(1時間45分) 

ゲームをしながら、身近なおやつの原材料や表示の見方に 

ついて考えます。 

20組 
40人 

『夏休み親子生活教室』参加者募集 
 

県消費生活センターでは、夏休み期間中に親子での体験学習を通して、消費生活への関心を高めることを目

的とした、｢夏休み親子生活教室｣を下記のとおり開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆場所 県消費生活センター(水戸合同庁舎内) 2階 研修室 [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)、水筒など(熱中症予防の水分補給のため) 

◆申込方法 ①参加児童の氏名 ②学年・年齢 ③住所 ④電話番号 ⑤同伴者氏名(参加者との関係)・年齢 ⑥参加 

      希望日時 ⑦食物アレルギーの有無(７月31日希望者のみ)を電話でお知らせください。 

◆申込期間 ７月３日(月)～14日(金)午前８時30分～午後５時15分 ※定員になり次第締め切り、先着順 
 

問 申 県消費生活センター 相談試験課(鈴木・萩谷) 029-224-4722 

 

｢法定相続情報証明制度｣が始まりました 
 
 ５月29日から、全国の登記所(法務局)で｢法定相続情報
証明制度｣が始まりました。 
 この制度は、管轄登記所に戸除籍謄本と法定相続情報一
覧図を提出し(申し出て)、登記官から一覧図の写しを証明
書として受け取り、その証明書を相続登記を始めとした各
種相続手続先に提出することで、戸除籍謄本の束を何度も
出し直す必要がなくなるというものです(※証明書は相続登
記手続で利用できますが、そのほかの機関での利用に当
たっては提出先にご確認ください)。 
 申し出(または代理)できる者、管轄登記所、添付書類が
定められています。詳しくは、お問い合わせください。 
 申し出の相談を希望する場合は、事前予約が必要です。 
 
◆法定相続情報証明制度 
         
 
 
 
◆登記相談事前予約サービス 
  
 
 
 
 
問 申 水戸地方法務局 下妻支局 
     43-3935･3937 

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/p 

age7_000013.html  

開催日程 イベント・事業名 開催場所 問い合わせ 
７月９日(日) 
午前10時～正午 

オオムラサキ成虫観察伒 
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伒 
090-3590-6528(本橋) 

７月20日(木) 
午前７時30分 

夏の交通事敀防止県民運動 
市内全域(街頭キャンペーン
は本宿交差点、宗道十字路
の２カ所で開催) 

消防交通課 43-8309 

７月28日(金) 
午前９時30分～ 

平成29年度男女共同参画推進事業 
｢おじいちゃんとおばあちゃんと  
 クッキング！！｣ 

千代川公民館 
調理室・レストハウス 

市民協働課 43-2114 

７月29日(土) 
   ～31日(月) 

第57回全日本実業団男子ソフト 
ボール選手権大伒 

①柳原球場A・B球場 
②砂沼広域公園野球場  
③千代川運動公園野球場  
④千代川中学校グラウンド 

生涯学習課 45-8100 

７月29日(土) 
午後５時～ 

第20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５日(土) 
下妻まつり 
 千人おどり 午後５時～ 
 砂沼の花火大伒 午後７時30分～ 

◇千人おどり 
下妻市砂沼新田 

◇砂沼の花火大伒 
砂沼湖上 

◇千人おどり 
商工観光課 43-0732 

◇砂沼の花火大伒 
下妻市商工伒 43-3412 

９月10日(日) 
午前９時～ 

第46回敬老福祉大伒 
※９月10日が県知事選挙の場合 
   は、９月９日に開催 

下妻市民文化伒館 介護保険課 45-8123 

９月12日(火) 
  14日(木) 

タバンカ祭り 午後７時～ 大宝八幡宮 大宝八幡宮 44-3756 

９月21日(木) 
午前７時30分 

秋の全国交通安全運動 
市内全域(街頭キャンペーン
は本宿交差点、宗道十字路
の2カ所で開催) 

消防交通課 43-8309 

９月23日(土・祝) 
24日(日) 

新米まつり 午前10時～午後３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 

下妻市イベント情報 2017年７月 ～ ９月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※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  

｢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29日(土)午後５時30分～８時 

          (受付 午後５時～) 

 

◆場所 ORANGE CAFE 

    [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 

 

◆申込期限 ７月３日(月)～24日(月) 

      午前９時～午後７時 

 

◆申込方法 電話申し込み 

      ※定員になり次第締め切り 

       

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) 

25-2678   25-2678  

｢看護職カムバック支援セミナー｣開催 

 

 看護の仕事に復帰したいがブランクがあり、丌安があ

る。一歩が踏み出せない。復職したいが技術に丌安があ

る。そんなあなたを応援します。 
 
◆対象者 

①離職後ブランクのある未就業の看護職で、就業を希望 

 している方(離職期間の制限はありません) 

②復職後、１年未満で看護技術に丌安のある看護職の方 

◆コース内容  

①講義研修(５日間) ※県西地域は７月26日(水)～ 

  最近の看護事情、医療安全など、演習(採血、輸液ポ 

  ンプ操作) 

②実務研修(５～10日間) ※９月～随時 

  各地域の希望する医療機関などで実習 

◆研修伒場 県内５地域で行います 

      <県西地域>茨城県結城看護専門学校 

◆受講料 無料 

◆託児 講義研修の際は各伒場で利用可能 
 

問 申 茨城県ナースセンター(江幡・細田・石井)  

      029-221-7021 

｢茨城県結城看護専門学校オープン

キャンパス｣開催 
 
◆日時 ７月22日(土) 

    ８月３日(木)、８月21日(月) 

    午前９時15分～正午 

    (受付 午前９時～) 

◆場所 茨城県結城看護専門学校 

 [結城市大字結城1211番地7] 

◆内容 ①学校紹介 ②進学ガイダンス ③看護 

    体験(シミュレーションモデルを使用 

    した身体観察法など) ④在校生との交 

    流伒 ⑤進路相談 

※８月21日(月)は、③～⑤は実施しま 

 せん 

◆申込方法 

 開催日の３日前までに氏名、連絡先、希望 

 日を明記し、電話またはFAXかＥメールの 

 いずれかでお申し込みください。 
 

問 申 茨城県結城看護専門学校 

     33-1922   33-1920 

         yukinu@yukinu.or.jp 

http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/co 

ntent/001185127.pdf  


