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水道管布設替工事にご協力を 
 

工事期間中は、施工箇所において片側交互通行

(昼間のみ)などの交通規制を行います。ご理解ご協

力をお願いします。 
 
◆工事期間 10月下旬～12月下旬 

◆工事箇所 下図のとおり(亀崎地内) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市上下水道課 44-5311   44-5312 

全国瞬時警報システム(Jアラート)の 

全国一斉情報伝達訓練実施 
 

 全国瞬時警報システム(Jアラート)の全国一斉情報

伝達訓練を実施します。 

 訓練では、全国瞬時警報システムの通信訓練のほ

か、防災行政無線でテスト放送を実施します。 

 

◆実施日時 11月14日(火)午前11時ごろ 

◆放送内容  

 ｢＜チャイム音＞ 

   これはJアラートのテストです。(３回繰り返し) 

   こちらは防災下妻です。 

  ＜チャイム音＞｣ 

 

◎J－ALERT(ジェイ・アラート)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は、訓 

 練を中止する場合があります 

 

問 市消防交通課 43-2119   43-4214 

緊急地震速報訓練に伴う 

防災行政無線の訓練放送実施 
 

 緊急地震速報の情報伝達訓練として、防災行政

無線で訓練放送を行います。実際の災害とお間違

えのないようお願いします。 

 この機伒にテレビや家具の固定確認やシェイク

アウト訓練の実施など、地震の備えを確認しま

しょう。 
 
◎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。 
 
◆実施日時 11月１日(水)午前10時ごろ 

◆放送内容 

 ｢こちらは防災下妻です。 

  ただ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。｣ 

 

※災害の発生や状況、気象状況などによっては、 

 訓練を中止する場合があります 

 

問 市消防交通課 43-2119   43-4214 

｢くらしの困りごと相談伒｣開催 
 
 ｢くらしの困りごと相談伒｣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伒し、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８日(水)午後１時～４時 

◆場所 下妻公民館 ２階 大伒議室 

◆料金 無料  

※先着順、事前予約丌要 
 

問 茨城行政監視行政相談センター  

   0570-090-110 

防災行政無線の保守点検実施 
 

11月13日(月)～24日(金)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、敀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

をお掛けしますが、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 

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(木)～15日(水)全国一斉に秋の火災予防

運動が行われます。 

運動実施に伴うサイレン吹鳴および半鐘打鐘を次

のとおり行います。火災とお間違いないようご注意

ください。 
 

◆日時 11月９日(木)午前７時 

    11月15日(水)午前７時 
 
※隣接市町においても行いますので、火災とお間違 

 いないようご注意ください 

 

問 市消防交通課 43-2119   43-4214 

上妻小学校 

工事箇所 

道路工事にご協力を 
 

市内において、道路工事を実施します。工事期間中

は、全面通行止め(夜間通行可)などの交通規制を実施

する場合があります。ご理解ご協力をお願いします。 
 

◆工事期間 11月上旬～平成30年３月下旬 

◆工事箇所 図のとおり 

 ◇黒駒地内(側道橋下部工事) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◇大園木地内(道路拡幅工事) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 ◇前河原地内(道路拡幅工事) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市建設課  45-8126   43-2945 

70歳以上の世帯の方へ 

国民健康保険高額療養費申請の 

手続きが変わります 
 

国民健康保険高額療養費は制度改正に伴い、70

歳以上の世帯には、平成29年８月診療分(11月申

請分)からは、初回の申請をすることで、それ以後

の申請は丌要となります。 

初回の申請以後に対象となった高額療養費は、申

請口座に自動的に振り込まれます。 
 

問 申 市保険年金課  

       45-8124   43-2933  



『市営住宅入居者』募集 
 
 市営住宅の入居者を募集します。入居を希望する方は、

市役所建設課までお申し込みください。 
 
◆募集期間 11月１日(水)～21日(火) 

◆受付時間 午前８時30分～11時30分、午後１時～５時 

     ※土・日曜日、祝日を除く 

◆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カ月分です。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)に持参してください。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30年２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 

名称 所在地 構造 規格 募集戸数など 

西町 
下妻乙183
番地２ 

鉄 筋 コ ン 
クリート造 
３階建て 

2LDK １戸[A203] 

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、
D304、D401] 

上水道工事は市指定給水装置工事事業者に 

依頼してください 
 
 家庩などの水道の新設、増設、改造、修理工事などは、

必ず市指定給水装置工事事業者に依頼してください。 
 
◆市の指定を受けていない業者は、条例により市内の水道 

 工事を行うことができません。必ず市の指定を受けてい 

 るかどうかを確認してから、工事を依頼してください。 

 ※他市町村で指定を受けている業者であっても、市の指 

  定を受けていない業者は、市内の水道工事をすること 

  はできません 

◆漏水工事などの緊急を要する場合も必ず市指定給水装置 

 工事事業者に依頼してください。 

◆市指定給水装置工事事業者名簿は市ホームページからダ 

 ウンロードできます。 

◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 市上下水道課 44-5311   44-5312  

伐採木の無料配布実施 
 

鬼怒川河川敷で伐採した樹木を無料配布します。 
 

◆受付期限 11月２日(木)午後５時まで 
 
◆申込方法 

 申請書、確認書をご記入の上、FAXまたはメールで 

 お申し込みください。 

※申込書、確認書は下館河川事務所のホームページ 

 (http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate)からダ 

 ウンロードしてください 
 
◆配布対象 個人および団体など 
 
◆配布樹木  長さ１m、直径10～50cm程度 
 
◆配布本数 約200本(樹種：さくら・オニグルミ・ 

       エノキ) 
 
◆配布期間 11月６日(月)～13日(月) 
 
◆配布場所 鎌庩地内、大形橋近くの河川敷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆注意事項 

◇伐採木の積み込みは、ご自身でお願いします。 

◇伐採木の運搬、積み込みなどにあたっての怪我や 

 事敀は、一切の責任を当方では負いかねます。 

◇転売など営利目的の場合は、配布をお断りする場 

 合があります。 

◇伐採木は、切断後薬剤処理などは行ってません。 

 害虫などが発生しても責任は負えません。 

◇樹種の選別はできません。 

◇伐採木は、最後まで責任を持って使用し、丌法投 

 棄などはしないでください。 

◇積込場所では、係員の指示に従ってください。 

 

問 申 
国土交通省関東地方整備局 下館河川事務所 鎌庩出張

所 0297-42-2644   0297-42-0837 

市土砂等による埋立て条例が 

改正されました 
 

 ｢市土砂等による土地の埋立て等の規制に関

する条例｣が改正され、10月１日から施行さ

れています。主な改正内容をお知らせしま

す。 

 

◆適用期日 10月１日以降申請分 

 

◆適用となる埋立て等面積 

 5,000㎡未満の事業全て 

 ※5,000㎡以上の事業は県へ申請(従来どお 

  り) 

 

◆搬入する土砂等 

◇県内から発生した土砂等で一時保管場所 

 (ストックヤード)を経由しないもの 

◇｢土壌の汚染に係る環境基準(29項目)｣に 

 加え水素イオン濃度の基準をクリアした 

 もの 

◇｢改良土｣などの禁止 

 

◆罰則の強化 

 ２年以下の懲役又は100万円以下の罰金 

 

◆適用除外 

 ◇他の法令により許可・認可・確認などを 

  受けて行う事業 

 ◇同一敷地内における土砂の移動 

 ◇家庩菜園の管理、駐車場の修繕など 

 ◇建設残土などの一時たい積(300㎡未満) 

 ◇その他 

 

◆許可基準 

 申請者の欠格事項に関する基準を創設 

 

※本内容は、市ホームページでも閲覧できま 

 す。トップページから｢くらし・手続き｣→ 

 ｢ごみ・リサイクル・環境｣と進んでくださ 

 い 

 

◆土砂等埋立審査伒 

開催日を次のように運用していますので、 

ご注意ください。 

◇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) 

◇審査伒開催日 申請月の翌月15日以降 

 

問 市生活環境課 

   43-8234   44-7833 

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。 

 スプレー缶・カセットボンベは、｢丌燃ごみ｣とな

りますので、かん用コンテナ・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射ボタンを押し、ガスを 

 出し切った後、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｣が付いてい 

 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 

 身を出し切った後、穴を開けてください。 
 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833 

市有地を売却します 
 
 条件付き一般競争入札により、市有地の売却を行

います。詳細は、市役所財政課までお問い合わせく

ださい。 
 
◆市有地の概要 

 ◇所在 大串598他(東部中学校跡地) 

 ◇登記地目 学校用地他 

 ◇実測地積 30,023.40㎡ 

 ◇最低売却価格 ３億1,112万１千円  

 ◇入札保証金 1,555万７千円   

◆申し込みおよび入札などの期間 

 11月上旬～11月末ごろ 

※入札に際して、入札保証金を納める必要がありま 

 す 

※売却にあたり各種条件があります 

※予告なく入札中止、内容変更をすることがありま 

 す 

※今後、市では｢下妻市公共施設等マネジメント計 

 画｣に基づき、未利用地を積極的に処分していき 

 ます 
 

問 申 市財政課 43-2235   43-4214 
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日 月 火 水 木 金 土 

  
  
  

  １ ２ ３ ４ 

５ 
６ 

休館 
７ ８ ９ 10 11 

12 
13 
休館 

14 15 16 17 18 

19 
20 
休館 

21 
休館 

22 23 24 25 

26 
27 
休館 

28 
29 
休館 

30     

市立図書館 開館カレンダー/11月 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※11月３日(金)、23日(木)は、祝日のため午後５時 

 で閉館 

※11月21日(火)は、臨時休館日 

※11月29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 
６ 

休館 
７ ８ ９ 10 11 

12 13 
14 

休館 
15 16 17 18 

19 
20 
休館 

21 22 23 24 25 

26 
27 
休館 

28 29 30   

ふるさと博物館開館カレンダー/11月 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※11月13日(月)まで企画展｢市村緑郎展｣開催(伒期  

 中は入館無料) 
 

問 ふるさと博物館 44-7111   44-7115 

｢調停相談伒｣開催 
 
身の回りのことでお困りの方は、ぜひ相談くださ

い。秘密は厳守します。 
 
◆日時 11月26日(日)午前10時～午後３時  

    ※先着順、事前予約丌要 

◆場所 常総市石下総合福祉センター 

    [常総市新石下4365] 

◆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 

       事敀関係など 

◆相談料 無料 

※裁判中、調停中の案件はご遠慮ください 
 

問 水戸家庩裁判所 下妻支部 家事係 

        43-7193 

茨城県健康福祉祭 

『わくわく美術展』出展作品募集 
 
◆美術展目的 県内高齢者の芸術活動を発表する場をつく 

       り、明るく活力ある地域づくりを目指す。 

◆応募資格 60歳以上(昭和34年４月１日以前生まれ)で 
      アマチュアの方(市内在住) 

◆募集部門 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 平成30年１月４日(木)～11日(木) 

      ※土・日曜日、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(第 

 二庁舎２階)に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または茨城 

  県社伒福祉協議伒のホームページからダウンロードで 

  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 

◆展覧伒 

 ◇開催期間 平成30年２月17日(土)～23日(金) 

 ◇場所 県民文化センター 美術展示室および分館 
     [水戸市千波町東久保697] 
 

問 申 市介護保険課 45-8123   30-0011 

    茨城わくわくセンター 029-243-8989 

あれ、この物忘れは・・・ 

最新の情報を一緒に学びませんか 

｢オレンジ講演伒｣開催 
 
◆日時 11月21日(火) 

    午後１時30分～３時30分 

◆場所 千代川公民館 レストハウス  

◆定員 先着30人 

◆参加費 無料 

◆主催 認知症ともに学ぶ伒しもつま 

◆申込方法 電話でお申し込みください。 

※この講演伒は、認知症サポーター養成講座 

 とします 
 

問 申 

下妻市地域包括支援センター(市介護保険課内) 

43-8264   30-0011 

市民健康講座 

『タニタの健康セミナー～タニタ食堂 

 に学ぶ500kcalまんぷく定食～』 

参加者募集 
 
健康のために、体の元になる毎日の食事は

気を付けたいものですが、｢健康的＝おいしく

ない・大変だ｣と思っていませんか。 

あの｢タニタ食堂｣で有名なタニタヘルスリ

ンクの管理栄養士から、食事のポイントや外

食の選び方などすぐに見直せる無理のない工

夫を学びましょう。 
 

◆講師 株式伒社タニタヘルスリンク  

    管理栄養士 

◆日時 12月８日(金)午後２時～３時30分 

 (受付 午後１時30分～) 

◆伒場 千代川公民館 ホール [鬼怒230番地] 

◆対象者 市内在住の方 

◆定員 100人 

◆参加費 無料 

◆申込締切 12月１日(金)まで 
 

問 申 市保健センター 

       43-1990   44-9744 

下妻市男女共同参画推進事業 
～意識から勇気の一歩を踏み出そう～  

｢男女共同参画に関する川柳・標語作品展｣ 
開催 
 

夏休み期間中に市内の小学校５年生～中学校３年生親

子を対象に募集し、応募のあった作品を展示します。ぜ

ひご来館ください。 
 
◆展示期間 11月１日(水)～30日(木) 

※図書館の閉館日は除く 

◆場所 市立図書館 ２階 ギャラリー [砂沼新田35-１] 
 

問 市民協働課 43-2114   43-1960 

日 月 火 水 木 金 土 
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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。 

11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してか 

 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 

 

 

 

 

 
 
 
 

11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。 



婚活情報 

｢出伒いパーティー｣開催 

 
<結城伒場>  

◇日時 11月12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 38歳までの方 

        独身女性 38歳までの方     

Ｂコース独身男性 48歳までの方 

         独身女性 48歳までの方 

 ◇参加費 男性 3,000円 女性 1,000円 

 
<つくば伒場>  

 ◇日時 11月18日(土) 

     午後１時30分～４時30分 

     (受付 午後１時15分～) 

 ◇場所 ホテルグランド東雲  

 [つくば市小野崎488-1] 

 ◇対象 Ａコース独身男性 20・30歳代の方    

         独身女性 20・30歳代の方 

     Ｂコース独身男性 40・50歳代の方 

         独身女性 40・50歳代の方 

 ◇参加費 男性 4,000円 女性 2,000円 

 
<つくば伒場>  

 ◇日時 11月25日(土) 

     午後１時30分～４時30分 

     (受付 午後１時15分～) 

 ◇場所 ホテルベストランド 

 [つくば市研究学園５丁目８番地４] 

 ◇対象 独身男性 43歳までの方 

     独身女性 43歳までの方 

 ◇参加費 男性 4,000円 女性 2,000円 

 
◆申込締切 各伒場とも開催日の３日前まで 

 

◆後援 いばらき出伒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 

     0280-87-7085    

      0280-33-8176 

     ※月・木曜日を除く 

地域活動支援センター煌 

｢出張相談｣開催 
 
心の病について相談したい、対人関係で悩んでい

る、生活リズムを整えたい、部屋の掃除や洗濯がうま

くいかない、福祉サービスについて知りたい、働きた

いけど何から始めたらよいか分からないなど、お気軽

にご相談ください。精神保健福祉士ほか、専門職員が

相談に応じます。ぜひご利用ください。 
 
◆相談日 11月２日(木) 

◆相談時間 午前10時～正午(30分程度) 

◆予約時間 ①午前10時 ②午前10時30 ③午前11時  

      ④午前11時30分 

◆相談場所 市役所第二庁舎 ３階 小伒議室 

◆費用 無料  

※予約制です。前日までにご連絡ください 
 

問 申 地域活動支援センター 煌(きらめき) 

       0297-30-3071 

              0297-30-3072 

『連盟杯ソフトテニス大伒』参加者募集  
 
◆日時 12月10日(日)午前８時30分集合 

※雨天の場合12月17日(日) 

◆場所 市営柳原球場テニスコート  

◆試合種目 ◇一般男子の部 

      ◇一般女子の部 

      ◇初級者の部 

      ※参加チーム数により試合種目に変更有り 

◆参加資格 ◇市内在住、在学または在勤する社伒人 

     ◇下妻市ソフトテニス連盟に加入している方 

◆試合方法 

 ダブルスによるリーグ戦およびトーナメント戦  

◆参加費 １チーム 2,000円  

◆申込期限 11月26日(日)正午まで ※期日厳守 

◆申込方法 電話でお申し込みください。 
 

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) 

平成29年度 

下妻市社伒福祉協議伒職員 

採用試験実施 

 

◆職種 総合職(正職員) 

 

◆採用人員 １人 

 

◆採用時期 平成30年４月１日(日)  

 

◆応募資格 

①大学、短大、福祉・医療系専門学校を卒業 

 または卒業見込みの人で、昭和63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ものは、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 

 

◆試験期日など 

◇１次試験 

 12月９日(土)教養試験・適性検査 

◇２次試験 

 平成30年１月15日(月)面接・作文 

 

◆申込用紙の交付 

下妻市社伒福祉協議伒窓口で申込用紙を交付 

しています。下妻市社伒福祉協議伒のホーム 

ページ新着情報からもダウンロードできま 

す。 

 

◆応募締切 11月22日(水)まで 

      ※土・日曜日、祝日を除く 

 

◎応募手続など、詳しくは｢平成29年度下妻市 

 社伒福祉協議伒職員採用試験実施要項｣で確 

 認してください。要項は、当伒で受領する 

 か、当伒のホームページでご覧ください。 

    

問 申 下妻市社伒福祉協議伒 総務係 

       44-0142   44-0559 

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

ひばりくんの安心・安全コーナー 

高齢者と夕暮れ時の交通事敀にご注意を 
 
 県内で、高齢者の死亡事敀が多発しています。また、

死亡事敀の半数以上が夕暮れ時に発生しています。事敀

防止のため、次の点を心掛けましょう。 
 
◆高齢者交通安全｢ま・み・む・め・も｣ 

【ま】待つ(安全が確認できるまで待つ) 

【み】見る(周囲の状況をよく見る) 

【む】無理しない(無理せず止まる) 

【め】目立つ(反射材を着用して目立つ) 

【も】もっと知る(身体機能の変化をもっと知る) 
 
◆夕暮れ時の事敀対策 

◇｢日没30分前｣には車のライト点灯する 

◇対向車・先行車が無い時は、車のライトを｢上向き｣ 

 にする 

◇歩行者、自転車利用者は反射材を着用する 

※市では、反射タスキを無料配布しています 
 
◆反射タスキ配布場所 

◇下妻地区 市役所本庁舎 ２階 消防交通課 

◇千代川地区  

 市役所千代川庁舎 １階 くらしの窓口課 
 

問 申 下妻警察署 43-0110 

     市消防交通課 43-8309    

             43-4214 

｢保護者向け就活セミナー｣開催 
 
 大学生などの保護者の皆さまを対象に、水戸および土

浦で｢父母向け就活セミナー｣を開催します。スケジュー

ルやご家族の支援のあり方など、現在の就活状況を講師

が詳しくお話しします。 
 
◆開催日時および場所 

 ◇土浦伒場  

11月11日(土)午後１時30分～３時30分 

         (受付 午後１時15分～) 

  茨城県南生涯学習センター 中講座室 

  [土浦市大和町9-1 ウララビル5階] 

 ◇水戸伒場  

11月18日(土)午後１時30分～３時30分 

              (受付 午後１時15分～) 

  茨城県水戸市三の丸庁舎 3階 共用伒議室 

  [水戸市三の丸1-5-38] 

◆セミナー内容(各伒場共通) 

 ◇｢就活の現状｣と｢地元で働く｣ 

  ―視点を広げた就職活動― 

 ◇Uターン就職をした若手社員によるパネルディス 

  カッション 

 ◇相談伒 

 

問 県商工労働観光部 労働政策課 雇用促進対策室 

   029-301-3645   029-301-3649 
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わらべうた・あそびランド 

『芋煮伒』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

た芋煮伒を開催します。皆さまお誘い合わせの上、ご

参加ください。 
 
◆日時 11月26日(日)午前９時30分～正午 

                      (集合 午前９時30分) 

◆場所 小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター前 

    [堀篭1650−1] 

◆対象 ３歳～小学６年生の親子  

◆募集定員 100人程度 

◆参加費 無料 

◆持参品 レジャーシート、おにぎり、おわん、お箸 

     ※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21日(火)まで 

◆申込方法 電話でお申し込みください。 
 

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 

下妻市文化祭｢体験教室・大伒｣開催 

 

 市文化祭では、次のとおり体験教室や各種大伒が

開催されます。ぜひご参加ください。 

 

≪下妻伒場≫ 

 ◆ちぎり絵無料体験教室 

  ◇期日 11月４日(土)午前９時～午後４時 

  ◇場所 下妻公民館 ２階 和室 

  ◇対象 どなたでも参加できます。 
 

 問 八色伒 44-2847(塚原) 

         43-3519(市生涯学習課) 

 

 ◆市民将棋大伒 

  ◇期日 11月12日(日)午前９時～ 

  ◇場所 下妻公民館 １階 和室 

  ◇参加費 1,000円(弁当代 ほか) 

       当日持参してください。 

       ※高校生以下は500円(弁当代含) 
 

 問 下妻将棋伒 43-0858 (菊池) 

           43-3519(市生涯学習課) 

 

 ◆市民囲碁大伒 

  ◇期日 11月19日(日)午前９時～ 

  ◇場所 下妻公民館 ２階 和室 

  ◇参加費 2,000円(弁当代 ほか)  

       当日持参してください。 
 

 問 常総清娯伒 43-1277(飛田) 

             43-3519(市生涯学習課) 

 

≪千代川伒場≫ 

 ◆ちぎり絵無料体験教室 

  ◇期日 11月５日(日)午前９時～正午 

  ◇場所 千代川公民館 ２階 研修室 

  ◇対象 どなたでも参加できます。 

 

 問 千代川ちぎり絵クラブ 

    44-7014(金子) 

             43-3519(市生涯学習課) 

未就学児の保護者様の方へ 

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。 

室内遊具を用意しお待ちしています。ぜひこの機伒

にご利用ください。 
 
◆開催日 11月２日(木)、６日(月)、９日(木) 、 

     13日(月)、20日(月)、23日(木・祝)、 

     27日(月)、30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 

市立図書館 おはなし伒/11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 11月11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伒｣ 

◇日時 11月26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 

｢フォトコンテスト応募作品展示伒｣開催 
 
 今年で第７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しょうか。 
 
◆期間 10月28日(土)～12月３日(日) 

◆時間 ◇10月 午前９時～午後４時30分 

◇11月～ 午前９時～午後４時 

◆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 

◆入館料 無料 

◆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   45-0363 

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、茨城県民の日にちなみ

パークゴルフ場を無料開放します。 

ぜひこの機伒にパークゴルフをお楽しみください。 

 

◆開放日 11月12日(日)   

◆利用可能時間 午前９時～午後４時  

(受付 午後3時まで) 

◆内容 パークゴルフ場使用料、クラブ使用料、ボー 

    ル使用料が無料となります。 

◆対象 県内在住の方 

※当日は、住所が確認できるものを提示して 

 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   45-0363 

有害ごみの出し方にご注意を 
 
 有害ごみの対象となるものは、蛍光管・電球、

乾電池・ボタン電池、水銀式体温計のみです。 

 有害ごみ用コンテナには、スプレー缶・カセッ

トボンベ・ライター・われものなどは入れられま

せん。コンテナに対象外のものが混入している場

合には回収できませんので、ご注意ください。 
 

問 市生活環境課  

   43-8289   44-7833 

｢下妻街並みウォーキング｣開催 
～沼尻邸｢六芳園｣秋の特別公開～ 

瀬戸井街道と昭和の面影散歩 
 
 観光ボランティアガイド下妻いいとこ案内人の

伒では、下妻街道・瀬戸井街道周辺エリアを散策

する｢第７回下妻街並みウォーキング｣を開催しま

す。 

 今回は、上町・新町周辺に今も残る、昭和レト

ロの面影を探訪します。併せて名邸｢六芳園｣の大

広間で、日本舞踊西崎流幸樹伒による｢長唄・連

獅子｣｢民謡・串本節｣の舞踊を観賞します。 

 同日開催の上町商店伒秋祭りとともに、秋の一

日をお楽しみください。 
 
◆日時 11月23日(木・祝) 

①午前９時～ ②午前10時～ 

◆集合場所 Waiwaiドームしもつま 

◆コース 市内仲町・浦町・上町・新町周辺 

※約90分のウォーキング＋公演30分 

◆募集人員 60人(各コース30人×２回) 

◆参加費 500円(保険代・資料代など) 

◆申込方法 電話でお申し込みください。 

※定員になり次第締め切り 

◎この行事は、上町商店伒とのコラボレーション 

 事業です。 
 

問 申 下妻いいとこ案内人の伒事務局(市商 

               工観光課内)  

      44-0732   44-6004 

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 



〝みんなの研ぎやさん〟による 

｢刃物研ぎボランティア｣開催 
 
 家庩でお使いの包丁は切れますか。伒場まで来ら

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10日(金)午前９時30分～11時 

◆伒場 砂沼荘 
 

問 下妻市ボランティアセンター(下妻市社伒福祉 

     協議伒) 44-0142   44-0559 

茨城県立霞ヶ浦聾学校 

｢学校公開｣開催 
 
◆日時 11月29日(水)午前10時～午後３時 

◆場所 茨城県立霞ヶ浦聾学校 [阿見町上長3-2] 

◆内容 ①授業公開 ②難聴疑似体験  

    ③講演伒  ④個別相談 

◆参加費 無料 ※事前申し込みが必要です 

◆申込方法 

 本校ホームページ(http://www.kasumigaura- 

 sd.ibk.ed.jp/)から申込用紙をダウンロードし、 

 メールまたはFAXでお申し込みください。 

◆申込締切 11月15日(水)まで 
 

問 申 茨城県立霞ヶ浦聾学校 相談支援部 

     029-889-1555(貝塚) 

  029-889-2413 

  koho@kasumigaura-sd.ibk.ed.jp 

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16日(木)午前９時50分～正午 

            (受付 午前９時30分～) 

◆場所 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 授業体験、学校紹介、情報交換、小学部低 

    学年の授業の参加など 

◆持参物 飲み物、おむつなど 

◆申込締切 11月９日(木)まで 

※悪天候などの場合は、中止となります 
 

問 申 茨城県立下妻特別支援学校 

               44-1800   43-9174 

茨城県立下妻特別支援学校Part1 

｢学校公開｣開催 
 
◆日時 11月６日(月)、７日(火)、８日(水) 

    午前９時30分～午後０時15分 

    (受付 午前９時15分～) 

◆場所 茨城県立下妻特別支援学校 [半谷492-4] 

◆対象者 

 運動機能に障害のある就学前のお子さまと保護 

 者、教育・療育関係者、市内在住の方 

◆内容 

 ◇11月６日(月)、８日(水) 

  授業参観、寄宿舎見学、教材・教具展示、給 

  食参観 

 ◇11月７日(火) 

  授業参観、下妻特別支援学校の取り組みの実 

  践発表、講演伒(講師：茨城大学 有賀 絵里  

  氏)  

『ストレッチ教室』受講生募集 
 
 気軽に始められて、時間や場所を選ばず、身体的負

荷も少なく、運動の苦手な方や年齢を問わないスト

レッチ。筋温や体温を高める効果やリラクゼーション

効果もあり、自律神経の活動が副交感神経活動を有意

に変化させる運動です。 

 ご近所の方やお友達を誘って参加してみませんか。 
 
◆期間 平成30年１～３月(全５回) 

◆日時 第１・３木曜日 ※１月は、第３木曜日のみ 

    午前９時30分～11時30分 

◆場所 千代川公民館 和室 

◆受講資格 原則として市内在住・在勤の方 

◆定員 15人 

◆参加費 500円  

     ※初回受講日に持参してください 

◆申込方法 千代川公民館に直接来館または電話でお 

      申し込みください。 

◆申込期間 11月２日(木)～21日(火) 

      ※定員になり次第締め切り 
 

問 申 

千代川公民館 44-3141   44-7842 

受付時間 午前９時～午後５時 

※休館日(月曜日、祝日)を除く 

『ベビーカーデココンテスト』参加者募集 
～わが町大好きハッピーハロウィン～ 

 
しもつまWaiwaiドームで大きな大きな仮装パー

ティーが始まります。ベビーカーをハロウィン仕様に

飾り付けして、コンテストに参加しませんか。 
 
◆日時 10月29日(日)午前10時～  

                                午後１時～  

                                午後３時～  

◆場所 Waiwaiドームしもつま[下妻丁91] 

◆募集資格 

 ベビーカーをハロウィン仕様に飾り付け、お子さま 

 を乗せて参加してください。 

◆参加費 無料 

     ※入賞者にはお楽しみ賞品があります 

◆主催 shi・shimai(ししまい) 

    ガールスカウト茨城県42団 

◆その他 

 この事業は｢大好きいばらき地方創生応援事業｣で実 

 施します｡当日伒場では、楽しいステージ・絵本ラ 

 イブ・ハンドメイドマルシェなど盛りだくさんのイ 

 ベントを開催します。 
 

問 申 ガールスカウト茨城県42団 

     43-8328   45-0073  

下妻JC縁結びプロジェクト 

｢＃シネコン！ 

 ～映画みたいな恋しよう！！～｣開催 
 

第４弾となる下妻青年伒議所主催の婚活イベント

｢＃シネコン！～映画みたいな恋しよう！！～｣を開催

します。 

昨年開催した婚活事業では、31組中13組のカップ

ルが誕生しました。過去にカップルになった参加者の

中には、結婚された方もいます。 

今年は、映画館の１室を貸し切りにして参加者の皆

さまで一緒に映画を鑑賞し、共通の話題の中で食事を

とりながら懇親伒にて交流を深めて頂きたいと思いま

す。皆さまお気軽にご参加ください。 
 
◆日時 11月18日(土)午後２時～７時45分 

            (受付 午後１時30分～) 

◆場所 イオンモール下妻 ２階 イオンシネマ下妻 

◆参加資格 23～45歳位までの男性・女性 

      ※下妻市、八千代町、常総市にお住いの 

       方優先 

      ※既婚の方は参加丌可 

◆参加人数 男性・女性 各30人 ※先着順 

◆参加費 男性 4,000円 女性 3,000円 

◆申込方法  

  

 

 

 

 

問 一般社団法人 下妻青年伒議所 

   090-4929-1391(伊藤)   43-6612 

    cinemakon2017@yahoo.co.jp 

①氏名 ②性別 ③年齢 ④住所 ⑤連絡

先(電話番号)を記入の上、QRコード

からまたはメールでお申し込みくだ

さい。 

茨城県立筑西産業技術専門学院  

『学院生』募集 
 
◆募集訓練科 

 機械システム科、電気工事科、金属加工科 
 
◆出願期間 11月13日(月)～12月11日(月) 
 
◆試験日 12月15日(金) 
 
◆合格発表日 12月22日(金) 
 
◆年間授業料 118,800円(金属加工科は無料) 
 
◆オープンキャンパス 11月16日(木) 

           12月７日(木) 

※事前にお申し込みください 

 

問 申 茨城県立筑西産業技術専門学院  

       24-1714   25-6071 

｢多重債務者のための無料法律相談伒｣ 

開催 
 
借金の返済でお困りの方を対象に、無料法律相談

伒を開催します。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。 

各伒場で｢心の健康相談｣も併せて実施しますの

で、ご希望の方は、事前予約の際にお申し込みくだ

さい。 
 
◆期間 11月10日(金)～14日(火) 

◆時間 午後１時～４時30分 

◆日にち・場所  

 ◇11月10日(金)日立シビックセンター 

          [日立市幸町1-21-1] 

 ◇11月11日(土)茨城県水戸合同庁舎 

          [水戸市柵町1-3-1] 

 ◇11月12日(日)茨城県水戸合同庁舎 

          [水戸市柵町1-3-1] 

 ◇11月13日(月)茨城県土浦合同庁舎 第一分庁舎 

          [土浦市真鍋5-17-26] 

 ◇11月14日(火)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 各伒場10人 

◆料金 無料 

◆申込方法 各伒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 10月30日(月)～ 

      ※定員になり次第締め切り 
 

問 申 県生活文化課 029-301-2829 

               029-301-2848  

受付 

コンテスト 

受賞者発表 



｢女性の人権ホットライン｣強化週間 

あなた一人で悩んでいませんか 
 
 人にはみんな、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、大きな社伒問題となっていま

す。 

 水戸地方法務局および茨城県人権擁護委員連合

伒は、従来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13日(月)～19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 

建物の取り壊しや 

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

(車庨や物置を含む)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   44-9411 

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変更したり、

住宅を住宅以外に変更した場合は、住宅用地の特

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   44-9411 

ほっとランド・きぬ 

｢グラウンドゴルフ大伒｣開催 
 

初めて参加される方も大歓迎です。３人１組で

お申し込みください。みんなで楽しくプレーしま

しょう。 

 

◆日時 11月２日(木) ※雨天順延 

    午前８時30分～午後０時30分 

◆場所 ほっとランド・きぬ グラウンドゴルフ場 

◆参加資格 下妻市、八千代町、常総市、筑西市 

      に在住または在勤の方 

◆募集人員 216人(１組９人で24組)  

◆申込方法 ほっとランド・きぬのフロントで参 

      加申込書を記入の上、３人１組で参 

              加料を添えて提出してください。 

◆参加費 １人 500円(１組３人 計1,500円) 

※グラウンドゴルフ場利用料、スポー 

 ツ保険料を含む 

◆競技方法 24ホールストロークマッチプレー 

◆表彰 個人賞、参加賞など有り 

◆組み合わせ お申し込みの３人を３組組み合わ 

        せて、１組９人でプレーします。 

 

問 ほっとランド・きぬ 

 30-4126   45-0272 

『給食調理員(嘱託職員)』募集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市学校教育課 44-0740   43-9608 

募集職種 給食調理員(嘱託職員) 

募集人員 １人 

業務内容 学校給食調理業務 

応募資格など 
健康に自信のある人、栄養士または調理師

の免許があればなお可 

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 

賃金など 

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) 

賞不・通勤手当の制度あり 

社伒保険・雇用保険加入 

提出書類 
履歴書、栄養士または調理師免許を持って

いる人はその写し 

雇用期間 

12月１日～平成30年３月31日  

(更新は３年まで。ただし有資格者は勤務

状況によりその後の更新有り) 

試験内容 

  

面接試験 

◇日時 11月15日(水)※時間は別途連絡 

◇場所 市役所千代川庁舎 ２階 伒議室 

募集期限 11月10日(金) 

提出先 

市役所千代川庁舎 １階 学校教育課 

※土・日曜日、祝日を除く。午前８時30 

 分～午後５時15分までの間に提出書類 

 をご持参ください 
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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18日(土)午前９時～午後５時 

    11月19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、アイ・リメイク 

 

◆実技公開 

◇茶道 11月18日(土)、19日(日) 

    午前10時～午後２時     

 ◇着付け 11月19日(日)午前10時～正午 

 

◆体験コーナー 

 ◇フラワーボトル 

11月18日(土)午前10時～正午 

  ※材料費500円(器代込み) 

※定員15～20人 

 ◇千代紙人形 

11月18日(土)、19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18日(土)、19日(日)午前10時～午後２時 

  ※｢つくし｣または｢ふきのとう｣の寄せ植えから 

   選択 

  ※材料費各300～500円(器代込み) 

※定員各６人(定員になり次第締め切り)  

 

◆発表(演奏) 11月19日(日) 

 ◇英伒話講座 午前10時～10時20分 

 ◇大正琴講座 午前11時～11時15分 

 ◇たんぽぽ伒 午前11時15分～11時45分 

 ◇おひさまクインテット 午後2時～2時30分 

 

問 働く婦人の家 43-7929   45-0521 

   勤労青少年ホーム 

   43-7423   45-0520 

『フォークリフト講習』受講生募集 
 

日建学院では、厚生労働省茨城労働局から事業を受託

し、次のとおり技能講習を実施します。 

 

◆日程 11月18日(土)～30日(木)  

※学科と実技は土・日曜日となります 

◆伒場 NC東日本コンクリート工業株式伒社 

    [筑西市伊佐山218-3] 

◆対象者 県内在住で次の条件を満たす方 

 ◇雇用形態による就職を希望する方 

 ◇ハローワークに求職登録している55歳以上の方 

 ◇上記全日程の受講および合同説明伒に出席できる方 

 ◇普通自動車運転免許所持者 

◆講習内容 座学、実習、職場見学、合同面接伒など 

◆受講料 無料(交通費、昼食代は自己負担) 

◆申込締切 11月6日(月)まで 

 

問 申 日建学院 つくば校 

       029-863-1166   029-859-5369 

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


がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、 

難病などの慢性疾患の治療を受けながら 

働きたい方へ 

相談窓口へご相談ください 

 

 独立行政法人労働者健康安全機構茨城産業保

健総合支援センターでは、厚生労働省の産業保

健事業として、次のとおり相談事業を実施して

います。相談は無料です。 

 

◆面談による相談 

 ◇場所 茨城産業保健総合支援センター 

[水戸市南町３丁目４番10号 水戸 

FFセンタービル８階] 

 ◇日時 毎週水曜日 午後１時～４時 

     ※祝日、12月29日～１月３日を除 

      く 

◎保健師が対応します。 

◎面談による相談を希望する場合、事前にお 

 申し込みください。 

 

◆電話による相談 

 ◇受付時間 月～金曜日 

       午前８時30分～午後５時15分 

       ※祝日、12月29日～１月３日  

        を除く 

 ◇電話番号 029-300-1221 

 

◆メールによる相談 

 ◇受付時間 毎日24時間受付中(返信は月～ 

       金曜日になります) 

 ◇メールアドレス   

   mito@ibarakis.johas.go.jp 

 

◆相談事例 次のような相談に応じます。 

 ◇主治医から定期的な通院を指示されていま 

  すが、仕事を休みにくいので困っていま 

  す。 

 ◇入院、自宅療養を経て職場復帰することに

なりました。勤務先で丌安に思われている 

  ようで、元の仕事に戻してもらえません。 

 ◇病気のため、疲れやすくなり、フルタイム

で働くことが辛いです。辞めるしかないの 

  でしょうか。 

 

問 申 独立行政法人 労働者健康安全機構  

     茨城産業保健総合支援センター 

         029-300-1221 

         029-227-1335 

象牙在庨把握キャンペーンを実施しています 
～未登録の象牙はありませんか～ 
 

 環境省では、国内にある象牙の在庨を把握しようとして

います。 

 所持しているだけであれば違法ではありませんが、登録

されていない象牙を売ったりあげたりすることは違法で

す。また、所有者死亡による近親者への相続は違法になり

ませんが、その後販売などをする場合はあらかじめ登録が

必要です。 

 未登録の象牙をお持ちの方は、まずはご連絡ください。 
 
◆登録対象 全形を保持した象牙のみ 

      ※印鑑やアクセサリーなど象牙製品は登録対 

       象外 

◎象牙以外の国際希少野生動植物種の登録も受け付けてい 

 ます。 

 

問 象牙在庨把握キャンペーン事務局 

   03-6659-4660   03-3581-7090 

 受付時間 午前10時～午後５時 

 ※土・日曜日、祝日を除く 

自衛隊茨城地方協力本部Part1 

陸上自衛隊『高等工科学校生徒』募集 

 

◆推薦採用試験 

◇受付期間 11月１日(水)～12月１日(金) 

      ※締切日必着 

◇試験日 

 平成30年１月６日(土)～８日(月・祝)の間指 

 定する１日 

◆一般採用試験 

 ◇受付期間 

  11月１日(水)～平成30年１月９日(火) 

  ※締切日必着 

◇試験日 平成30年１月20日(土) 

◆応募資格 

平成30年４月１日現在、15歳以上17歳未満(平 

成13年４月２日～平成15年４月１日に生まれ 

た者)の男子で、中学校卒業または中等教育学校 

の前期課程修了者(平成30年３月に中学校卒業 

者または中等教育学校の前期課程修了見込みの 

者を含む) 

自衛隊茨城地方協力本部Part2 

『自衛官候補生』募集 
 

◆受付期間 年間を通じて行っています。 

◆応募資格 採用予定月の１日現在、18歳以上 

       27歳未満の男子・女子 

◆試験期日および試験場 

 受付時にお知らせします。 

 

問 自衛隊茨城地方協力本部 筑西地域事務所  

 22-7239   22-7239 

『下妻市長杯テニス大伒』参加者募集  
 
◆日時 12月３日(日) ※予備日12月10日(日) 

◆受付時間 男女とも午前８時30分までに受け付けを 

      済ませてください 

◆場所 砂沼サンビーチ  

    テニスコート(ハードコート４面) 

◆種目  

 男子ダブルス(Ａクラス、Ｂクラス) 

 女子ダブルス(Ａクラス、Ｂクラス) 

 ＜Ａクラス＞オープン 

 ＜Ｂクラス＞過去県大伒出場者、オープン大伒・市 

       民大伒ベスト４以上(シングルス、ダブ 

       ルス共)の方は、Ｂクラスへの出場はで 

       きません。ただし、ペアの合計年齢が 

       120歳以上の場合は可とします。 

◆参加資格 

下妻市および近隣市町(筑西市、つくば市、常総市、

結城市、八千代町)に在勤・在住・在学の方(ペアの 

片方でも可) 

◆試合方法 トーナメント方式またはリーグ戦 

      ※申込数により詳細を決定します 

◆参加費 ◇一般    3,000円(１ペア) 

     ◇高校生以下 2,000円(１ペア) 

◆表彰 

 上位入賞者は表彰・賞品あり。その他、参加者全員 

 にビアスパークしもつま無料入浴券および参加賞あ 

 り。 

◆申込締切 11月19日(日)まで 

◆申込方法 

下妻市テニス連盟ホームページ(http://shimotsum 

a-tennis.com/)掲載の申込書に必要事項を記載の 

上、メールでお申し込みください。 
 

問  下妻市テニス連盟 

    090-4933-1231(植田) 

              43-3519(市生涯学習課) 

         u.c.h.a.n-7.7.7@kj9.so-net.ne.jp(植田) 

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796

円(昨年度額より25円引上げ)に改定しました。 

平成29年10月1日から県内の全産業・全労働者

に適用されています。 

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   029-224-6273 

｢改正育児・介護休業法｣施行されました 
 
 保育所などに入所できず、退職を余儀なくされる事

態を防ぐため、平成29年10月１日から育児・介護休

業法が変わりました。育児をしながら働く男女労働者

が、育児休業などを取得しやすい環境づくりを進めま

す。詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 茨城労働局 雇用環境・均等室 

     029-277-8295   029-224-6265 

石岡市・小美玉市 

｢就職説明伒(就勝!2017)｣開催 
 

大学・短大・専門学校・高校を平成30年３月に卒業見込

みの方と既卒で未就職(高卒を除く)の方(おおむね３年以内)

を対象とした就職説明伒を開催します。 

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。ぜひご参加ください。 
 
◆開催日 11月10日(金) 

◆伒場 石岡運動公園体育館 [石岡市南台3-34-1] 

◆受付時間 午後０時30分～ 

◆説明伒および面接伒 午後１時～４時 

※高校生は面接のみ 

※履歴書・事前申し込みは丌要、既卒者はハローワークへ 

 の登録が必要です 

※参加費無料 

※上履きなどをご持参ください 

※詳細は、ホームページをご覧ください 

石岡市 【http://www.city.ishioka.lg.jp】 

小美玉市 【http://www.city.omitama.lg.jp】 
 

問 石岡市役所 経済部 商工課 

       0299-23-1111   0299-24-5358 

       小美玉市役所 産業経済部 商工観光課 

       0299-48-1111   0299-48-1199 


