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公共下水道工事にご協力を 
 
下子町地内において、公共下水道工事を実施します。工

事期間中、市道では全面通行止(夜間開放)、国道では歩

道通行止および車道１車線規制(夜間開放)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 11月上旬～平成30年３月上旬 

◆工事内容 公共下水道本管および接続管布設工事 

◆工事場所 下図のとおり(下子町地内) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市上下水道課 44-5311   44-5312 

不法投棄110番 
 

産業廃棄物の丌法投棄・焼却、土砂の丌適正な盛土な

どを見かけたら、情報提供をお願いします。 
 

問 県丌法投棄110番(フリーダイヤル) 

      0120-536-380 

    県丌法投棄対策室 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   44-7833 

    ※休日や夜間は、下妻警察署 43-0110 

指定ごみ袋の引換えは期限内に 
 
指定ごみ袋引換券は取扱店において、必ず引換

期間内に交換してください。｢引換券③｣は11月

30日(木)が引換期限になります。期限を過ぎる

と無効となりますので、ご注意ください。 
 

問 市生活環境課  

   43-8289   44-7833 

皆さまの意見をお聞かせください 

～パブリック・コメント～ 
 
 市では現在、新たなまちづくりの指針となる

｢第６次下妻市総合計画｣(計画期間：平成30～

39年度)の策定を進めています。 

 このたび、｢第６次下妻市総合計画・前期基本

計画(素案)｣(計画期間：平成30～34年度)を公表

し、市民の皆さまのご意見などを計画策定の参考

とするため、パブリック・コメントを実施しま

す。 
 
◆計画などの名称  

 ｢第６次下妻市総合計画・前期基本計画(素案)｣ 

◆募集期間 11月10日(金)～29日(水) 

◆公表場所など  

 市ホームページ、市役所企画課(本庁舎２階)、 

 市役所くらしの窓口課(千代川庁舎１階) 

◆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、電子メールまたは市役所企画課 

 (本庁舎２階)へ持参のいずれかの方法で提出し 

 てください。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。 

 ※電話や口頭でのご意見、住所・氏名などが明 

  記されていないものは受付丌可 
 

問 市企画課 43-2113   43-1960 

    kikaku@city.shimotsuma.lg.jp 

『シニア元気クラブ』参加者募集 
～運動をして元気なからだを手に入れよう～ 

 

参加者は３カ月間ご自身の都合の良い日に個

別メニューに沿って、筋力トレーニング機器を

使用した計10回の運動を実施します。 

いつまでも元気で生きがいのある生活ができ

るよう、ぜひご参加ください 
 

◆期間  

 平成30年１月10日(水)～３月31日(土) 

 ※１月10日(水)、２月７日(水)、３月14日 

  (水)の３日間は体力測定などで全員参加と 

  なります 
 

◆時間 午後２時～４時 
 

◆場所 ほっとランド・きぬ [中居指1126] 
 

◆対象 

 ◇65歳以上の要介護認定を受けていない市 

  民の方 

◇ほっとランド・きぬでの筋力トレーニング 

 を継続的に行ったことがない方 

◇付き添いがなくても一人で参加できる方 

 ◇最後まで継続して参加できる方 
 

◆募集定員 先着17人 
 

◆内容 

 ◇筋力トレーニング機器を使用した運動 

 ◇体力測定 

 ◇介護予防の話 
 

◆参加料 300円(保険料) ※受付時持参 
 

◆持参物 

 汗拭きタオル、トレーニングシューズ(室内 

 用)、飲み物(水やお茶など)、トレーニング 

 ウェア 
 

◆申込開始日 12月20日(水)午後２時～ 
 

◆申込方法 

 本人が保険料を添えて、ほっとランド・きぬ 

 受け付けでお申し込みください。電話では受 

 け付けしません。 

 ※運転免許証または保険証、印鑑を持参くだ 

  さい 

 ※午後１時30分から先着順で受け付けをし 

  ます。午後１時30分の時点で定員を超え 

  る場合には抽選となります 
 

◆主催 市役所介護保険課 43-8338 

 

問 申 ほっとランド・きぬ 

     30-4126   45-0272 

回 日にち 開始時間 
第１回目 平成30年１月13日(土) 午前９時30分～ 
第２回目 １月20日(土) 午前９時45分～ 
第３回目 ２月10日(土) 午前８時55分～ 
第４回目 ２月24日(土) 午前９時45分～ 

｢いばらき防災大学開講｣開催 

 

県で毎年開催している｢いばらき防災大学｣がひたちな

か市ワークプラザ勝田で開催されます。 

防災に関する幅広い分野の講義や自主防災活動に役立

つ内容です。ぜひご参加ください。 
 

◆日時(全４日間) 

 

 

 

 

 
 
◆場所 ワークプラザ勝田 

[ひたちなか市東石川1279] 
 
◆対象 県内に居住し、次のいずれかに該当する方 

    ◇自主防災組織などに属し、防災活動を行う方 

    ◇企業などで、防災関連の業務に従事する方 

    ◇その他、防災活動に関心のある方 
 
◆定員 先着300人 
 
◆内容 自主防災活動、風水害対策、地震対策などに関 

    する講義など 

   ※受講後、防災士試験の受験資格が徔られます 
 
◆受講料 無料 

※防災士試験を受験する場合は実費負担あり 
 
◆申込方法 受講申込書を市役所消防交通課(本庁舎２ 

                  階)に提出してください。 
 
◆申込締切 11月30日(木)まで 

※先着順、定員に達した時点で受付終了 
 

問 申 

県防災・危機管理課 

029-301-2885   029-301-2898 

市消防交通課 43-2119   43-4214 

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｣ 

作品展開催中 
 

夏休み期間中に市内小学校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 



不動産公売に参加してみませんか 

 

茨城租税債権管理機構では、一般の方も参加で

きる入札により、市税などの滞納処分のため差押

している財産の公売を実施します。 
 
◆日時 12月５日(火)受付 午後０時50分～ 

◆場所 茨城県水戸合同庁舎 ２階 大会議室 

    [水戸市柵町１丁目３番１号] 

◆公売丌動産 市内の案件のみ記載 

 ◇売却区分番号 29-73 

 ◇所在 高道祖(桜塚) 

 ◇財産種別 土地付建物 

 ◇地積(㎡)  880.96 

 ◇見積価額 351万円 

 ◇公売保証金 36万円 

※上記案件の詳細および市外の案件は、直接お問 

 い合せください 

※中止になる場合もありますので、事前にお問い 

 合せください 

 

問 茨城租税債権管理機構 

     029-225-1221   029-225-1600 

野外焼却は禁止 
 

家庩ごみ、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。 

◇家庩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 

〝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。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 11月24日(金)午後１時～２時30分 

◆会場 下妻公民館 
 

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 

11月30日は｢年金の日｣です 
 
 厚生労働省では、“国民一人ひとり、｢ねんき

んネット｣等を活用しながら、高齢期の生活設計

に思いを巡らす日”として、毎年11月30日(い

いみらい)を｢年金の日｣としました。 

年金記録や将来の年金受給見込額を確認し、

未来の生活設計を考えてみませんか。 

 ｢ねんきんネット｣を利用すると、いつでも年

金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込

額について年金記録を基にさまざまなパターン

の試算をすることもできます。 
 

問 日本年金機構 下館年金事務所  

        25-0829   22-6011 

    日本年金機構  

         http://www.nenkin.go.jp/  

高齢者を対象とした歯科健診実施中 

 

高齢者の口腔機能の低下や肺炎などの疾病を予防するた

めに、無料の歯科健康診査を12月31日(歯科医療機関の

休診日を除く)まで実施しています。対象者で未受診の方

は、ぜひ受診しましょう。 
 
◆対象者 

後期高齢者医療被保険者で、平成28年度で満75歳・満 

80歳・満85歳の方 

①昭和16年４月１日～昭和17年３月31日生まれの方 

②昭和11年４月１日～昭和12年３月31日生まれの方 

③昭和６年４月１日～昭和７年３月31日生まれの方 

 ※施設入所者、長期入院者は除きます 

※対象となる方には、歯科健康診査受診券が送付されて 

 います。紛失した場合は、茨城県後期高齢者医療広域 

 連合までご連絡ください 
 
◆受診場所 

 県歯科医師会所属で本事業を実施する歯科医療機関 
 
◆受診回数 １年度につき１回 
 
◆実施方法 

◇送付している実施歯科医療機関一覧表の中から希望の 

 歯科医院をご予約ください。 

◇保険証、受診券、受診票、健康手帳、歯ブラシを持参 

 の上、受診してください。 

◇受診票の｢問診項目｣は事前にご記入ください。 
 
◆健診内容 

問診、口腔内の状態の検査や口腔機能の評価など 

※受診料は無料ですが、歯科健診に引き続き治療を行う 

 場合には、別途料金がかかります 

 

問 茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課 

    029-309-1212 

国民年金保険料の納め忘れがある方へ 

後納制度をご利用ください 
 
 過去５年以内に国民年金保険料の納め忘れがある方は、

申し込みにより、平成27年10月から平成30年９月の３

年間に限り、国民年金保険料を納めることができます。 

後納制度を利用することで、年金額を増やすことや年金

の受給資格を徔られることがあります。 

※60歳以上で、老齢基礎年金を受給している方は申し込 

 みできません 

※過去３年度以前の保険料を納付する場合、当時の保険料 

 に加算額がつきます 
 

問 日本年金機構 下館年金事務所  

        25-0829   22-6011 

    ねんきん加入者ダイヤル 0570-003-004 

｢全国一斉労働トラブル110番｣実施 
 

茨城青年司法書士協議会では、労働問題に

関する相談に電話で応じる｢全国一斉労働トラ

ブル110番｣を実施します。 
 
◆日時 11月26日(日)午前10時～午後５時 

◆内容 労働相談全般(賃金、残業代、解雇、 

    セクハラ、パワハラ、マタハラ、違 

    法派遣など)、借金問題、住居問題、 

    生活保護・生活困窮者自立支援、離 

    職者支援制度の紹介など 

◆電話番号 0120-610-787(通話無料) 

※相談料無料、事前予約丌要 
 

問 茨城青年司法書士協議会 

       48-9107(太田)   48-9108 

あなたの職場、働き過ぎていませんか 

11月は｢過重労働解消キャンペーン｣ 

期間です 
 
 週の労働時間が60時間を超えるなど、１カ月

の時間外労働時間が80時間を超えると過重労働

による健康障害を発症する恐れがあります。 

 労使が協力して職場の働き方を見直し、過重

労働による健康障害を防止するため、長時間労

働の削減に取り組みましょう。 

 使用者の方は、労働者に時間外労働や休日労

働を行わせた場合、割増賃金を適正に支払いま

しょう。 
 

問 茨城労働局 監督課 029-224-6214 

                                      029-224-6273 

浄化槽をお使いの皆さまへ 

 

 浄化槽は微生物などの働きを利用して生活排水をき

れいにする装置であり、点検・検査が必要です。 
 
◆保守点検とは 

 浄化槽内の点検調査を行い、放流先が丌衛生になら 

 ないように消每剤を定期的に補充します。10人槽 

 以下の家庩用浄化槽の場合、３～４カ月に１回行う 

 必要があります。 
 
◆清掃 

 浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取ります。年に 

 １回以上行う必要があります。 
 
◆法定検査とは 

 浄化槽からきれいな水が放流されているかを検査し 

 ます。使用開始から３～８カ月以内に初めの検査を 

 行い、その後は毎年１回受ける必要があります。 

 ※法定検査を受けていないご家庩には、県から受検 

  指導文書が送付されます。県から委嘱された｢水 

  質保全監視員｣が、受検指導に訪問する場合があ  

  ります 
 
◆一括契約システムをご利用ください 

 上記の検査などを一括して契約できる｢一括契約シ 

 ステム｣があります。お申し込みは、現在契約して 

 いる保守点検業者、清掃業者または(公社)茨城県 

 水質保全協会(029-291-4004)へご連絡くだ 

 さい。 
 
◎単独処理浄化槽を使用している方は、合併処理浄 

 化槽へ 

 単独処理浄化槽は、トイレの汚水のみを処理しま 

 す。合併処理浄化槽に転換することで、水の汚れの 

 量をおよそ８分の１に減らせます。 

 

問 

県生活環境部 環境対策課 029-301-2966 

市生活環境課 43-8234   44-7833 
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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 12月１日(金)午前10時～午後４時 

◆場所 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   44-9744 

わらべうた・あそびランドPart1 

｢くさぶえ｣51集発刊 
 
 ページをめくると、そこには子どもの世界があり

ます。子どもの純粋な心と感性をあなたも感じてみ

ませんか。 
 
◆詩集 ｢くさぶえ｣51集 

◆内容 ◇幼稚園・保育園児 口頭詩(つぶやき) 

    ◇小・中学生 児童・生徒詩 

◆発行 わらべうた・あそびランド 

◆頒布価格 1,000円/冊 

わらべうた・あそびランドPart2 

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。 

52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  12月７日(木)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)  45-8995   43-3519 

家族ふれあい 

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

体・グループ、友達や個人での参加も歓迎です。皆

さまの参加をお待ちしています。 
 
◆開催日 12月３日(日) 

     ※午前７時花火合図、小雨決行 

◆受付開始時間 午前８時20分～ 

        (スタート 午前９時～) 

◆場所 砂沼サンビーチ 事務所前 

◆コース 砂沼公園遊歩道一周(６km)のコースおよ 

     び半周コース 
 

問 申 青尐年を育てる下妻市民の会 下妻支部 

           事務局(下妻公民館内)  

     43-7370   43-7379 

｢親子でお口のケア ぷちレッスン｣開催 
 

 生後半年を過ぎると、赤ちゃんにも乳歯が生

え始めます。今後一生使うお子さまの歯をピカ

ピカのまま保つには、乳歯のケアから気を付け

ることが大切です。 

 ケアはいつから、どんなふうに、どんな歯ブ

ラシを選べばいいのかなど疑問も多いもの。歯

科の専門家が、乳歯ケアのコツを教えてくれま

す。悩めるママ・パパのご参加をお待ちしてい

ます。 

 これから出産を迎えるご夫婦にも、生まれて

くる赤ちゃんのお口のケアの勉強にもなるの

で、おすすめです。 

 

◆日時 12月14日(木)午前10時～11時30分  

                 (受付 午前９時45分～) 

 

◆場所 下妻保健センター [本城町3-36-1] 

            43-1990 

 

◆対象 市内在住の０～１歳６カ月のお子さま 

    と保護者、これから出産を控えている 

    方 

 

◆定員 先着20組 

 

◆講師 歯科衛生士 門井 喜美江 氏 

 

◆内容 歯みがきデビュー・乳歯ケアのコツの 

    話 

 

◆参加費 無料 

 

◆申込方法 電話または直接窓口でお申し込み 

      ください。 

 

◆申込開始日 11月13日(月)～ 

       ※定員になり次第終了 

 

問 申 市保健センター 

     43-1990   44-9744 

ひとり親家庭ふれあい交流事業 

｢新春の集い｣開催 
 
今年度から｢下妻市母子寡婦福祉会｣が再活動しまし

た。その活動の一環として、ひとり親家庩の親子を対象

に、家族のふれあい増進のための交流事業を行います。

友達作り、情報交換の場にもなります。ぜひご参加くだ

さい。 
 
◆日時 平成30年１月６日(土) 

    午後０時30分～２時30分(予定) 

    (受付 正午～) 
 
◆場所 Waiwaiドームしもつま わいわいハウス 

◆対象 市内在住のひとり親家庩の親子 
 
◆内容 お弁当・ジュースなどで会食しながら新年を祝 

    い、交流を深めましょう。お子さまには｢お年 

     玉｣としてプレゼントも用意しています。 
 
◆参加費 無料  
 
◆募集人数 35人程度 ※母子寡婦福祉会会員優先 
 
◆申込締切 11月30日(木)まで 
 
◆申込方法 ①氏名(親子) ②生年月日 ③住所 ④電話番号 

      を記入の上、メールまたは直接窓口でお申 

      し込みください。 
 

問 申 市子育て支援課  

         45-8120   30-0011 

       kosodate@city.shimotsuma.lg.jp  

｢オカリナ喫茶｣開催 
 
 みんなで一緒にオカリナを演奏して楽しむ会で

す。気軽にご参加ください。 
 
◆日時 11月25日(土)午後１時30分～３時30分 

◆場所 やすらぎの里しもつま｢リフレこかい｣ 

◆対象 どなたでも参加できます。 

◆参加費 1,200円 

◆持ち物 オカリナAC、譜面台 
 

問 申 オカリナハーモニー(翼) 

     090-2942-8671(国府田) 

      43-3519(市生涯学習課) 

市高齢者家族介護支援事業 

｢家族介護教室｣開催 
 
 高齢者および介護者の方が、いつまでも仲良く

心安らかに生活していくために、次のとおり家族

介護教室を開催します。 

 介護について一人で悩まず、同じ思いを抱えた

介護者同士で交流しませんか。参加費は無料で

す。ぜひご参加ください。 
 
◆日時 12月３日(日)午前10時～正午 

                (受付 午前９時30分～) 

◆場所 ルーエしもつま [江1832番地] 

◆対象 高齢者を介護されているご家族または介 

     護に関心のある方 

◆募集定員 25人 

◆内容  

 ◇講演｢笑いヨガ｣ 

  笑ってストレス解消、笑って免疫力UP！ 

 ◇生活に必要な福祉用具について 

 ◇座談会 

  食事をしながら気軽にお話ししましょう。 

  ※お弁当を用意します 

◆講師 

 とちぎ真岡笑いヨガクラブ 早川 久子 氏 

 ※日本テレビ｢ヒルナンデス｣に出演されました 

◆受講料 無料 

◆申込開始日 11月10日(金)～  

       ※定員になり次第締め切り 

◆申込方法 ①住所 ②氏名 ③電話番号を電話で  

      ｢ルーエしもつま｣までお申し込みく     

       ださい。 
 

申 ルーエしもつま  

     44-8000   44-8121 

問 市介護保険課 43-8338   30-0011 



個人事業税第二期分の納付 
 
個人で事業を行っている方は、所徔が一定の額を超え

た場合に個人事業税(県税)が課税されます。 

個人事業税の第二期分の納付書を11月中旬に送付しま

すので、11月30日(木)までに必ず納付してください。 
 

問 茨城県筑西県税事務所 課税第一課 
  24-9192   24-2468 

茨城県自然博物館 

『ミュージアムコンパニオン』募集 

 

 入館者に対する展示品・資料の解説および館内

の案内、入場券売および改札などを行う非常勤嘱

託員です。 

 

◆採用人数 若干名 

◆雇用期間 

 平成30年４月１日～平成31年３月31日 

 ※４回まで更新可 

 ※平成30年３月中に、おおむね15日間の事前 

  研修を実施します(日給支給) 

◆勤務日時 

 週４日交替制(土・日曜日、祝日も勤務対象日) 

 午前９時～午後５時15分 

◆給不など 

 ◇給不 月額148,000円(通勤手当、賞不あ 

      り) 

 ◇その他 社会保険加入、雇用保険加入、有 

       給休暇あり  

◆申込期間 

 12月１日(金)～平成30年１月５日(金) 

 ※休館日を除く 

 

問 申 茨城県自然卙物館 管理課 

0297-38-2000 

 0297-38-1999 

｢税についての作文｣入賞作品の展示 
 

下館税務署管内の中学生および高校生から募集した｢税

についての作文｣の入賞作品を展示します。  

 これからの日本の将来を担う中学生約3,600人、高校

生約450人から応募がありました。 

皆さま、ぜひお立ち寄りください。 
 
◆期間 11月13日(月)午後１時～24日(金)正午 

◆場所 イオンモール下妻[堀篭972-1] 
  

問 申 下館税務署 総務課 24-2121 

     ※自動音声に従い｢２｣番を選択してください 

下妻市商工会主催 

｢経済講演会｣開催 
 
経済講演会を次のとおり開催します。聴講料は

無料です。皆さまのご来場をお待ちしています。 
 

◆日時 11月22日(水)午後２時～３時30分 

◆場所 市立図書館 ２階 映像ホール 

◆聴講料 無料 

◆定員 120人 

◆申込方法 人数、氏名を電話またはFAXでお 

       申し込みください。 

◆テーマ ｢ニュースの目～報道キャスターの裏 

      側～｣ 

◆講師 キャスター 宮川 俊二 氏 

◆共催 (公財)日本電信電話ユーザ協会下妻地区 

    協会、(一社)下館法人会下妻地区会、下 

    妻市三水会 

※駐車場に限りがありますので、乗り合わせでご 

 来場をお願いします 
 

問 申 下妻市商工会  

          43-3412   43-3168 

｢正社員＆いきいきシニア就職面接会｣開催 
 
 正社員を目指す若者、中高年および高齢者を対象とし

た就職説明会を開催します。 
 
◆日時 11月21日(火)午後１時～４時 

            (受付 午後０時30分～) 

◆会場 アルテリオ 1階 集会室 [筑西市丙372] 
 

問 筑西公共職業安定所 

   22-2188   25-6992 

ときめき婚活 

｢チャペルでクリスマスパーティー｣開催 
 

◆日時 12月17日(日)午前11時30分～午後３時 

       (受付 午前11時～) 

◆場所 ダイヤモンドホール 

    [筑西市玉戸1053-4] 

◆対象者 32～45歳の独身男女 各15人  

◆参加費 男性 6,000円 女性 2,000円 

◆申込期間 11月15日(水)～12月11日(月) 

◆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 

       

問  申 NPO法人メドウルミートクラブ 

      25-2678   25-2678 

婚活情報 

｢ときめきパーティーin筑西｣開催 
 

すてきなお相手を見つけませんか。ご結婚やお

付き合いを希望している方は、ぜひご参加くださ

い。 

 

◆日時 12月３日(日)午後１時～５時 

          (受付 午後０時30分～) 

◆場所 しもだて地域交流センター アルテリオ 

    [筑西市丙372] 

◆対象 独身男女25～45歳 各15人 

※応募多数の場合は抽選 

◆参加費 男性 3,000円 女性 1,000円 

◆申込期間 11月13日(月)～22日(水) 

◆申込方法 電話でお申し込みください。 

       

問 申 

いばらきマリッジサポーター 県西地域活動協議会 

090-1039-9811(森川) 

090-6122-5677(長屋) 

※電話受付時間 正午～午後７時 

 48-3586 

婚活情報 

｢出会いパーティー｣開催 

 

<下妻会場>  

 ◇日時 12月３日(日)午後１時30分～４時30分 

           (受付 午後１時15分～) 

 ◇場所 ビアスパークしもつま 

     [下妻市長塚乙70-3] 

 ◇対象 独身男性 35～45歳までの方 

     独身女性 35～45歳までの方 

 ◇参加費 男性 3,000円 女性 1,000円 

 

<つくば会場>  

 ◇日時 12月10日(日)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 25～39歳の方 

         独身女性 25～39歳の方 

     Ｂコース独身男性 40～55歳の方 

         独身女性 40～55歳の方 

 ◇参加費 男性 4,000円 女性 2,000円 

 

<結城会場>  

 ◇日時 12月17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 30～49歳の方 

         独身女性 30～49歳の方 

     Ｂコース独身男性 50～64歳の方 

         独身女性 50～64歳の方 

 ◇参加費 男性 3,000円 女性 1,000円 

 

<つくば会場>  

 ◇日時 12月24日(日)午後２時30分～４時30分 

                        (受付 午後２時～) 

◇場所 イーアスつくば ２階 イーアスホールＣ 

    [つくば市研究学園C50街区１] 

◇対象 独身男性 39歳までの方 

    独身女性 39歳までの方 

◇参加費 男性 4,000円 女性 2,000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 

0280-87-7085   0280-33-8176  

※月・木曜日を除く 

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 
 

◆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 

           43-1960 

茨城県立結城特別支援学校 

｢学校公開・公開講座｣開催 
 
◆日時 11月23日(木・祝)、24日(金) 

    午前９時30分～午後３時15分 

◆場所 茨城県立結城特別支援学校 

    [結城市大字鹿窪1357-10] 

◆内容 ◇23日 授業参観 

         生徒によるワークショップ 

    ◇24日 授業参観 

           外部講師による講演 

◆対象者 関心のある方ならどなたでも参加できます。 
 

問 申 茨城県立結城特別支援学校 学校公開係 

     32-7991   33-6707 



｢決算説明会｣開催 

 

税務署では、青色申告決算書、収支内訳

書の作成方法や作成に当たっての注意点な

どについて説明会を開催します。説明会で

使用する資料は、会場で配付します。 

 

◆開催日 12月６日(水) 

◆時間 

 ◇青色申告者 午前10時～11時30分 

        (受付 午前９時30分～) 

 ◇白色申告者 午後１時30分～３時 

        (受付 午後１時～) 

◆会場 下妻市商工会 千代川支所  

    [宗道94-1] 

◆講師 税務署職員または税務署が依頼し 

    た税理士 

※駐車場に限りがあります。なるべく公共 

 交通機関をご利用ください 

※開催場所への直接のお問い合わせはご遠 

 慮ください 

 

問 下館税務署 個人課税部門 

   24-2121  

『お掃除講座』参加者募集 
 
 在宅福祉サービスセンターあおぞら協力会

員研修会として、お掃除講座を開催します。 

 大掃除前に汚れ落としのコツを伝授しても

らえます。会員に関わらず、どなたでも参加

できますので、関心のある方はぜひお申し込

みください。 
 
◆日時 12月13日(水)午前10時～正午 

◆会場 下妻公民館 調理室 

◆講師 暮らしやすく こま ともこ 氏 

◆参加費 無料 

◆持ち物 エプロン 

◆定員 先着30人 

◆申込締切 12月８日(金)まで 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 

44-0142   44-0559 
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イベント会場 イベント内容 

ビアスパークしもつま 

芝生広場  

[長塚乙70-3] 

農産物等物産展 

焼き芋、肉まんなど軽食の出店 

建設機械試乗体験 

前河原築堤工事説明 

①午前11時～ ②午後１時～ 

ビアスパークしもつま  

会議室 

[長塚乙70-3] 

かんたん！マイ・タイムライン

講座 

①午前10時30分～  

②午前11時30分～ 

③午後１時30分～ 

鬼怒川 長塚 川の一里塚 

(ビアスパークしもつま付近) 
鬼怒川の掘削工事の紹介 

鬼怒川  前河原地区築堤工事箇 

(ビアスパークしもつま付近) 
高所作業車搭乗体験 

前河原地区堤防完成イベント 
～新しい堤防を歩き冬の訪れを感じてみませんか～ 

 
平成27年9月の関東・東北豪雨により溢水(いっすい)被

害が発生した前河原地区において進めてきた延長約800ｍ

の堤防整備が12月に完了します。 

12月２日(土)に堤防完成に合わせて、堤防見学・物産

展・建設機械試乗体験・高所作業車搭乗体験などのさまざ

まなイベントを行います。皆さまのお越しをお待ちしてい

ます。 
 

◆日時 12月２日(土)午前10時～午後２時 
 
◆場所および内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ※事前申し込みは丌要です 
 
◆注意事項 

◇災害発生時などは｢中止｣となる場合があります。当 

 日、下館河川事務所ホームページおよびフェイスブッ 

 クでお知らせします。ビアスパークしもつまでも問い 

 合わせを受け付けます。 

◇動きやすい服装・靴でご参加ください。 

◇会場では、スタッフの指示に従ってください 
 
◆共催 

 ◇堤防工事などの施工業者(株式会社新井組、株式会社吉 

  田組、中村土建株式会社) 

 ◇下妻市 

 ◇ビアスパークしもつま 

 ◇国土交通省 関東地方整備局 下館河川事務所 
 

問 国土交通省 関東地方整備局 下館河川事務所 伊讃出張 

       所 28-0742   28-8617 

     ビアスパークしもつま 30-5121   30-5122 

｢元気いばらき就職面接会｣開催 
 

 若年者(学生を除く)や離職され求職中の

方を対象に、合同就職面接会を開催しま

す。 

複数の企業の人事担当者と直接会うこと

ができるチャンスです。履歴書を複数枚持

参の上、ぜひご参加ください。 

 

◆日時 12月７日(木) 

    午後１時10分～３時30分 

    (受付 午後０時30分～) 
 
◆場所 茨城県筑西合同庁舎 本庁舎 大会議 

    室[筑西市二木成615] 

    ※JR下館駅南口から徒歩約20分 
 
◆対象者 若年者(学生を除く)や離職され 

      求職中の方 
 
◆参加事業所数 約20社 
 
※参加費無料、事前申し込み丌要 

※雇用保険の求職活動実績になります 

 

問 いばらき就職支援センター 県西地区セ 

   ンター 23-3811   23-3812 

029-863-1166 

029-859-5369 

『小売スタッフ講習』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 12月６日(水)～19日(火)  

◆会場 日建学院 つくば校  

    [つくば市研究学園5-1-4 高谷ビル３階] 

◆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会に出 

      席できる方 

◆講習内容 

 パソコンを使った初心者向けワード・エクセル実技 

 (ワード・エクセルを使ったポップ作成、在庨管理、 

 売上計算、経費計算など)、座学(小売業の仕組みな 

 ど)、合同就職面接会など 

◆受講料 無料(交通費、昼食代は自己負担) 

◆申込締切 11月29日(水)まで 

 

問 申 日建学院 つくば校    

                   

開催日 会場 

11月19日(日) 夕日の郷 松川 [大洗町成田町2573-1] 

12月16日(土) いこいの村涸沼 [鉾田市箕輪3604 イ

ンフォメーションプラザ] １月21日(日) 

２月10日(土) 網掛公園 [東茨城郡茨城町網掛] 

時間 内容 

午前９時 集合 

午前９時30分 
観察会開始 

【講師】日本野鳥の会会員 

午前11時 観察会終了 

｢野鳥観察会｣開催 

 

ラムサール条約湿地涸沼において、冬鳥が飛来する

季節に合わせた野鳥観察会を開催します。 

 

◆開催日と会場 

 

 

 

 

 

 

◆日程(全ての観察会共通) 

 

 

 

 

 

 

◆募集人員 各回 約20人 

 

問 涸沼ラムサール条約推進協議会 事務局 

029-301-1111(内線2946) 

 029-301-2949 

千葉県浦安市 

『東京ベイ浦安シティマラソン』 

参加者募集 
 

市と災害協定を結んでいる浦安市とのス

ポーツ交流として、東京ベイ浦安シティマラ

ソンへの参加者を募集します。 

浦安市運動公園・東京ディズニーリゾート

周辺をめぐるハーフおよび10㎞のコースで

す。 

市で送迎バスを用意します。ぜひご参加く

ださい。 
 
◆期日 平成30年２月４日(日) 

◆対象者 18歳以上の市内在住の健康な方 

      (高校生丌可) 

◆参加費 無料 

◆募集部門 ①ハーフの部 ②10㎞の部 

◆募集人数 40人 

      ※定員になり次第締め切り 

◆受付期間 11月14日(火)～24日(金) 

◆申込方法 電話でお申し込みください。 
 

問 市生涯学習課 

45-8997   43-3519 


