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保険証郵送を簡易書留で希望する方へ 
 
 保険証は普通郵便で送付しますが、簡易書留による

送付を希望する方は、事前にお申し込みください。 

※平成29年度以前の国民健康保険税が完納されてい 

 ない場合などは、郵送での対応はできません 
 
◆申込方法 

◇窓口で申し込む場合 

市役所保険年金課(本庁舎１階)またはくらしの窓口 

課(千代川庁舎１階)へ310円分の切手と保険証(番 

号確認のため)を持参してください。 

◇郵便で申し込む場合 

任意の書面に、①世帯主氏名 ②住所 ③電話番号  

④保険証番号 ⑤簡易書留希望と明記の上、310円 

分の切手を同封して送付してください。 

◆送付先 市役所保険年金課 

     〒304-8501[本城町2-22]  

◆申込期限 ３月９日(金)まで ※必着 
 

問 市保険年金課 45-8124   43-2933 

臓器提供意思表示にご協力を 
  
 臓器移植医療に対する理解を深めてもらえるよう保

険証の裏面に｢臓器提供意思表示欄｣が設けられていま

す。意思表示欄への記入は任意であり、義務付けるも

のではありませんが、尐しでも多くの方のご協力をお

願いします。 
 

問 市保険年金課 45-8124   43-2933 

  こんな場合は手続きを 手続きに必要なもの 

国
保
に
加
入 

職場の健康保険をやめたとき 
職場の健康保険をやめた証

明書、印鑑 
下妻市に転入したとき 印鑑 
子どもが生まれたとき 母子手帳、保険証、印鑑 
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印鑑 

国
保
を
や
め
る 

職場の健康保険に入ったとき 

両方の保険者証(職場の保

険証が未交付の時は加入し

たことを証明するもの)、

印鑑 
後期高齢者医療に移るとき 

保険証、印鑑 下妻市から転出するとき 
死亡したとき 
生活保護を受けるようになった

とき 
保護開始決定通知書、保険

証、印鑑 

そ
の
他 

市内で住所が変わったとき 
保険証、印鑑 世帯主や氏名が変わったとき 

世帯を分けたり一緒にしたとき 

保険証をなくしたとき 
身分を証明するもの(免許

証など)、印鑑 
修学のため、別に住所を定める

とき 
在学証明書、保険証、印鑑 

国民健康保険の手続き 
～14日以内に届け出を～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市保険年金課 45-8124   43-2933 

国民健康保険被保険者証(保険証)が 

更新されます 
 

｢国民健康保険被保険者証(保険証)｣は、国保制度の

改正により、４月１日から新しいものに変わります。

(平成31年度からは８月１日更新となります。平成

30年度のみ１年４カ月証交付 ⇒ 有効期限は平成31

年７月31日です) 

平成30年度の保険証は、世帯ごとに３月下旬に郵

送します。個人ごとの保険証ですので、届いたら必ず

保険証枚数と記載内容をご確認ください。 

※国民健康保険税が未納になっている世帯には、保険 

 証は郵送されません。後日、納税相談の通知を郵送 

 します。指定日に来庁してご相談ください 
 

問 市保険年金課 45-8124   43-2933 

ジェネリック医薬品希望カードを 

ご利用ください 
 
◆ジェネリック医薬品とは 

 ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、最初に作られ 

 た薬(先発医薬品：新薬)の独占販売期間が終了した 

 後に発売が許可される医療用医薬品で、新薬より安 

 価な薬です。 

◆安全性は大丈夫か 

 新薬と同じ主成分のもとで開発・製造され、厚生労 

 働省のジェネリック医薬品承認基準をクリアしてい 

 る安心・安全な薬です。 

◆ジェネリック医薬品希望カードの使い方は 

 全ての薬にジェネリック医薬品があるとは限りませ 

 ん。治療内容によっては適さない場合もありますの 

 で、まずは医師に相談し、薬の選択や使用方法は薬 

 剤師に相談してください。その際、カードを提示す 

 ると希望を伝えやすくなります。 
 

問 市保険年金課 45-8124   43-2933 

『下妻市農産物直売所出荷組合』 

新規会員募集 
 

下妻市農産物直売所出荷組合では、新規会員を

募集しています。農産物の新たな販路をお探しの

方は、ぜひご入会ください。 
 
◆入会資格 

 市内に住所を置き、かつ居住している個人で、 

 農産物を市内で自ら生産している方                      

◆出荷対象品目 

 穀物、野菜、果物、花、木、キノコ類(天然キノ 

 コを除く)、コメ、その他の農産物、農産物加工 

 品(必要な許認可を取得したものに限る)、民芸 

 品、工芸品など 

◆販売委託施設 

◇道の駅しもつま 農産物直売所 

◇ビアスパークしもつま 農産物・Ｙショップ 

◆年会費 3,000円 

◆申込方法 

 入会希望の方は、年会費を添えて、市役所商工 

 観光課(千代川庁舎１階)までお申し込みくださ 

 い。お申し込みの際、印鑑とJA常総ひかりの預 

 金通帳を持参してください。 
 

問 申 市商工観光課 

     45-8990   44-6004 

Eボートは、2019年茨城

国体で、下妻市を会場にデ

モンストレーションスポ－

ツとして実施されます。 

10人による手漕ぎ方式で予選・決勝

300mを競う。タイムトライアル方式。

一般の部はハンデ戦とする。 

『鬼怒川流域交流Ｅボート大会 

 ～茨城県大会～』参加チーム募集 
 
◆日時 ５月20日(日)受付 午前８時～ 

※小雤決行、予備日は５月27日(日) 

◆場所 鬼怒川河川敷(大形橋上流左岸) 

◆競技方法  

 

 

◆チーム編成 １チーム10人以上12人以下の登録。 

※小学校４年生以上、男女混合可 

◆参加費 10,000円 

※責任者を含む小中学生のみのチームは無料 

◆募集チーム数 

 一般の部、小学生の部合計で40チーム ※先着順   

◆申込期限 ４月６日(金)まで ※必着 

◎参加申込書は、市役所商工観光課(千代川庁舎１階) 

 または市ホームページからダウンロードできます。 

 

 

 

 

 

 
 

問 申 市商工観光課  

     44-0732   44-6004  

区分 競技 会場 開催日 

個人競技 

陸上競技 笠松運動公園 陸上競技場・投てき場 ５月27日(日) 
水泳 笠松運動公園 サブプール ６月２日(土) 
卓球 笠松運動公園 体育館 

５月27日(日) フライングディスク 笠松運動公園 補助陸上競技会 
ボウリング フジ取手ボウル 
バスケットボール ひたちなか市総合運動公園 体育館 

５月27日(日) 
団体競技  

ソフトボール 笠松運動公園 野球場 
バレーボール ひたちなか市総合運動公園 体育館 
サッカー ひたちなか市総合運動公園 スポーツ広場 ６月３日(日) 
フットベースボール 笠松運動公園 野球場 ５月27日(日) 

レクリエレーション競技 
大玉運び、お手玉投げ、

お菓子取り競争など 
笠松運動公園 球技場  ５月27日(日)  

『茨城県ゆうあいスポーツ大会』参加者募集 
 

心身に障害がある方を対象にしたスポーツ大会です。参加希望者はお申し込みください。 
 
◆競技内容・会場・開催日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆予備日 ６月３日(日)陸上競技、フライングディスク 

※レクリエレーション競技と屋外団体競技は、荒天の場合中止です 

◆開会式 午前10時からそれぞれの会場で行います。 

◆参加対象者 

◇個人競技・団体競技 

 県内に居住または県内の施設、学校または職場に在籍している年齢13歳以上の知的障害者(４月１日現在) 

◇レクリエレーション競技 

 県内に居住または県内の施設、学校または職場に在籍している心身障害児・者 

◆申込期限 ３月９日(金)まで 

◎大会当日は市で送迎します。座席に空席が出た場合は、事業所から参加される保護者も送迎します。ただし、 

 心身障害児・者が優先となります。 
 

問 申 市福祉課 43-8352   43-6750 
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稲作農家の方へ 

平成30年以降も 

需要に応じた生産が必要です 
 

平成30年以降も、主食用米の生産の目安となる

｢生産数量調整に相当する数値｣などを各生産者の皆

さまへ提示します。 

また、主食用米から飼料用米(多収性品種)への転

換を進め、生産者の皆さまの所得の確保と経営の安

定を図ります。 

 主食用米の在庨が積み上がると米価は下落する傾

向なので、需要に応じた生産を図るようご理解ご協

力をお願いします。 
 

問 市水田農業支援センター(市農政課内)  

    44-0724   44-6010  

春季全国火災予防運動に伴う 

サイレン吹鳴実施 
 

３月１日～７日全国一斉に春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 ３月１日(木)午前７時 

    ３月７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  

障害者手帳をお持ちの方へ 

住所や氏名などが変わったときは 

｢居住地等変更届｣を提出してください 
 
 障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障

害者保健福祉手帳)をお持ちの方は、住所や氏名な

どが変更になった際、｢居住地等変更届｣を提出する

必要があります。 

 お持ちの障害者手帳を確認し、手帳に書かれた情

報が現在のものと違う場合は、必ず市役所福祉課窓

口(第二庁舎１階)に届け出てください。 
 

問 市福祉課 43-8352   43-6750 

倒産・解雇などによる離職で 

国民健康保険に加入される方へ 
 
 会社の倒産・解雇、雇い止めなどにより離職された

方は、国民健康保険税が軽減されます。 
 
◆対象者 

 離職の翌日～翌年度末の期間において、雇用保険の 

 特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または雇 

 用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)と 

 して失業等給付を受ける方です。 

※離職日現在で65歳を過ぎている方は、対象となりま 

 せん 

◆軽減額 

 国民健康保険税は、前年の所得などにより算定され 

 ます。軽減は、前年の給不所得を100分の30と見な 

 して行います。 

◆軽減期間 

 離職の翌日～翌年度末 

※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります 

※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続 

 き軽減の対象となりますが、会社の健康保険(社会保 

 険)に加入するなど、国民健康保険を脱退すると終了 

 します 

◆申請手続き 

 ハローワークの雇用保険受給資格者証および印鑑を 

 持参の上、申請してください。 
 

問 申 市保険年金課   

          45-8124   43-2933 

〝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 ３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 

未就学児の保護者の方へ 

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。室内遊具をご用意しお待ち

しています。ぜひこの機会にご利用ください。 
 
◆開催日 

 ３月１日(木)、５日(月) 、８日(木)、12日(月)、 

 19日(月)、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 

水道水の漏水点検をお願いします 
 

寒波の影響で、家庩などの給水管が破裂し、漏水

したという連絡が市内各所から多数寄せられました。 

漏れた水を長期間放置すると水道料金が高額にな

るだけでなく、家屋に損傷を不える場合もあります。 

できるだけ早期に漏水を発見するために、ご家庩

で定期的に点検をお願いします。 
 

【漏水は次の手順により発見できます】 
 

１．家にある全ての蛇口を閉める。(トイレの水が 

  流れていないことも確認) 

２．水道のメーターボックスのふたを開け、メー 

  ターのパイロット(下図参照)をしばらく見る。 

３．パイロットが回転しているときは、水道のメー 

  ターから蛇口までの間のどこかで漏水している 

  可能性があります。 

４．漏水しているときは、メーターボックス内にあ 

  る止水栓を閉めてから、速やかに市の水道指定 

  工事業者に連絡し、修繕をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※長期間丌在となる場合は、トイレの洗浄用レバー 

 が上がったままになり、水が流れ続けている状態 

 になっていないかどうかも確認してください 

※漏水修繕などの緊急工事であっても、必ず市の指 

 定を受けた業者による工事をお願いします 
 

問 市上下水道課 44-5311   44-5312 

募集職種 一般事務(臨時職員) 
募集人員 １人 
業務内容 観桜苑(砂沼庪)の管理、点茶など 
応募資格 茶道の経験のある人 
勤務地 観桜苑(砂沼庪) 

勤務時間 

午前８時30分～午後５時15分(休憩60分) 
※週３日勤務 
※ローテーションにより土・日曜日、祝日の勤 

 務有り 

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

雇用期間 
平成30年４月１日～９月30日 
(勤務状況により更新有り。ただし雇用期間は最 

長で平成31年３月31日まで) 
試験内容 面接試験 ※日時などは別途連絡 
申込期限 ３月９日(金)まで ※郵送の場合は同日必着 
提出書類 履歴書(写真貼付) 

書類提出先 

市役所本庁舎 2階 総務課 人事係  

43-2120  
※土・日曜日、祝日を除く午前８時30分～午後 

 ５時15分に書類を持参してください(郵送可) 

『一般事務職員』(臨時職員)募集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市総務課 43-2120  43-4214 

Part1  

市長選挙および市議会議員補欠選挙が行われます 
 
◆投票日時 ３月25日(日)午前７時～午後６時 

※午後６時に投票所を閉鎖します。ご注意ください 

◆投票所 市内31カ所 

※郵送される入場券に投票所が記載されています 

◆期日前投票のできる期間と場所 

◇期間 ３月19日(月)～24日(土) 

◇時間 午前８時30分～午後８時 

◇場所 市役所本庁舎 １階 市民ホール 

市役所千代川庁舎 １階 ホール 

Part2 若者による『期日前投票立会人』募集 
 
◆対象者 選挙権を有し、原則として18～30歳代の方 

◆募集人数 延べ24人 

※３月19日(月)～24日(土)各日４人 

◆報酬 日額9,500円 ※昼食付き 

◆申込方法 

 次のものを持参の上、市選挙管理委員会にお申し込み 

 ください。 

①印鑑 ②報酬振込先口座が分かるもの ③個人番号通知 

カード ④本人確認書類(運転免許証、健康保険証など) 

※マイナンバーカードを持参する場合、またはすでに個 

 人番号を市に登録している場合は③、④の提示は丌要 

 です 

◆申込期限 ３月５日(月)まで 

３月25日 

｢市長選挙および市議会議員補欠選挙｣実施 

問 市選挙管理委員会(市総務課内)  

    43-2115   43-4214 

Part3 選挙の事前運動、戸別訪問は禁止されています 
 

政治家(候補者、候補者になろうとする者および現に公

職にある者)が、選挙に際し事前運動、戸別訪問を行うこ

とは罰則をもって禁止されています。 



＜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 

● 

31 

× 

３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。 

３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 

 

 

 

 

 

 

３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 

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 31 

市立図書館 開館カレンダー/３月 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
※３月21日(水)は、祝日のため午後５時で閉館 

※３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 29 30 31 

ふるさと博物館開館カレンダー/３月 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３月３日(土)｢博物館のひなまつり｣開催(入館無料) 

※３月４日(日)まで｢ひなに魅せられて～ひな人形の世 

 界～｣開催 
 
問 ふるさと博物館 44-7111   44-7115 

午前10時30分～11時30分 

午後２時～３時 

市立図書館 おはなし会/３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 ３月10日(土) 

                           

｢あかちゃんのためのおはなし会｣ 

◇日時 ３月22日(木)午前11時～11時30分 

◇対象 ０～２歳児(保護者同伴) 

｢にちようびのおはなし会｣ 

◇日時 ３月25日(日)午前10時30分～11時30分 
 
【春休み特別おはなし会】 

◇内容 ｢えいごでおはなし会｣ 

    小学校の英語の授業でも活躍しているブレンド 

    ン先生のおはなし会です。 

◇日時 ３月27日(火)午前10時30分～11時00分 

◇対象 ３歳～ 
 
◆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 

｢砂沼をきれいにする運動｣に参加しましょう 

問 市生涯学習課  45-8995   43-3519  

 市民の憩いの場、砂沼の清掃

を行います。 

 下妻のシンボルである砂沼を

きれいに保つため、ボランティ

ア活動として皆さまの積極的な

参加をお願いします。 

 

◆日時 ３月11日(日) 

    午前８時～９時 

※小雤決行、雤天中止 

※午前７時に防災無線で放送 

 

◆内容 砂沼周辺のごみ収集 

 

◆注意点 

◇収集したごみは絶対に燃やさ 

 ず、決められた集積所に出し 

 てください。 

 

◇ビンのかけらなどで、けがを 

 しないようにしてください。 

 

◇沼内のごみは、危険ですので 

 取らないでください。(専門業 

 者にお願いしています) 

 

◇清掃用具や軍手などは、各自 

 でご用意ください。 

 

◇図面の●印の所にごみ袋を用 

 意します。袋に書いてあると 

 おり、可燃物、丌燃物に分け 

 て袋に入れてください。★印 

 の所がごみ集積所になりま 

 す。これ以外の場所は車が入 

 れません。ご協力をお願いし 

 ます。 
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『鬼怒フラワーライン草取り交流会』 

参加者募集 
 

毎年恒例の｢鬼怒フラワーライン草取り交流会｣を開

催します。花畑にすてきな花が咲きますように、ご家

族やお友達と一緒にご参加ください。 
 
◆日時 ３月11日(日)午前９時～ 

※雤天の場合は３月18日(日)に延期 

◆場所 

 鬼怒フラワーライン(鬼怒川左岸大形橋上流河川敷) 

※鎌、軍手、長靴を持参してください 
 

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

『下妻市グラウンドゴルフ協会』 

平成30年度会員募集  
 
◆入会資格 市内在住・在勤で60歳以上の方 

◆年会費 2,000円 

◆活動内容 

◇定期練習 毎週水曜日 午後１時～３時 

※雤天の場合は翌日 

※６～９月は午前９時～11時 

◇競技会 月例大会(６、９、12、２月の年４回) 

     市長杯・市民グラウンドゴルフ大会(10月) 

◆その他 クラブ・ボールは、当協会で用意します。 

◆申込方法 所定の入会申込書に必要事項を記入し、 

      年会費を添えてお申し込みください。 

◆申込締切 ３月22日(木)午後５時まで 

※締め切り後も随時受け付けます 

◆申込先  

市役所千代川庁舎 ２階 生涯学習課 スポーツ振興係 

※受付時間 午前８時30分～午後５時 

※土・日曜日、祝日を除く 
 

問 下妻市グラウンドゴルフ協会(大山) 

   43-4045   43-4045  

｢ウォーキング大会｣開催 
 
◆開催日 ３月４日(日) ※小雤決行 

◆受付時間 午前９時～ 

◆出発時間 午前９時30分 

◆集合場所 やすらぎの里しもつま 

      ふるさと交流館リフレこかい 

◆コース 約６kmコース、約９kmコース 

◆主催 蚕飼地区まちづくり推進委員会 

◆その他 ゴール後に豚汁の振る舞い有り 

◆申込方法 当日受け付けします。 
 

問 ふるさと交流館 リフレこかい  

   30-0070   30-0070  

『下妻市軟式野球連盟 登録チーム』募集 
 
下妻市軟式野球連盟では、平成30年度登録チームを

募集します。 
 
◆登録内容および登録費 

◇一般の部【社会人で構成したチーム】 

・支部登録(高松宮賜杯や天皇賜杯大会などに出場可)  

 15,000円 ※別途１大会出場につき5,000円 

・連盟登録(市長杯大会、会長杯大会に出場可) 

15,000円 

◇学童の部【市内小学生で構成したチーム】 

・学童登録 15,000円 
 
◆申込締切 ３月16日(金)まで 

※受付時間 午前８時30分～午後５時 

※土・日曜日、祝日を除く 
 
◆申込先 

 市役所千代川庁舎 ２階 生涯学習課 スポーツ振興係 

※登録費は、申込時に納入してください 
 

問 下妻市軟式野球連盟(大山) 

    43-0707(大山)   43-9210  

東京都内で学生などを対象とした 

｢合同企業説明会｣開催 
 
都内で茨城県の企業が集結する｢大好きいばらき

合同企業説明会｣を開催します。主に平成31年3月

に大学などを卒業する学生を対象としています。 

東京などに進学したお子さまにぜひお知らせくだ

さい。 
 

◆日時 ３月13日(火)正午～午後４時30分 
 
◆場所 ベルサール秋葉原 

    [東京都千代田区外神田3-12-8住友丌動 

    産秋葉原ビル2F] 
 
◆対象者 平成31年３月に大学などを卒業予定の 

     学生、卒業後3年以内の求職者の方 

※卒業前の学生の方も、説明を聞くことができます 
 
◆出展企業 

 茨城県内に就労場所を有する企業54社 
 

問 県商工労働観光部 労働政策課 

   029-301-3645   029-301-3649  

｢いばらき企業説明会｣開催 
 
 茨城労働局と県は、平成31年３月大学などの卒

業予定者および３年以内の既卒者を対象に、企業説

明会を開催します。ぜひご参加ください。 
 
◆開催日時および場所 

◇土浦会場 ３月19日(月)午後１時～３時30分 

ホテルマロウド筑波 

[土浦市城北町2-24] 

◇水戸会場 ３月26日(月)午後１時～３時30分 

      ホテルレイクビュー水戸 

      [水戸市宮町1-6-1] 

※事前申し込み丌要 

※茨城労働局ホームページから｢いばらき企業説明

会2018｣参加申込書をダウンロードし、必要事 

 項を記入の上、来場すると便利です 

◆対象者  

平成31年３月に大学院、大学、短大、高専、専 

門学校を卒業する予定の者および３年以内の既卒 

者(平成30年３月卒業者を含む) 

◆参加事業所数 ◇土浦会場 40社 

        ◇水戸会場 63社 
 

問 茨城労働局 職業安定課 

       029-224-6218   029-224-6279 

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

          go.jp/ 

     筑西公共職業安定所 下妻出張所  

 43-3737    44-6564 

ひばりくんの安心・安全コーナー 

不審なヤードを発見したら 

早期通報を 
 

茨城県は自動車盗難の多発地域で、市内でもハ

イブリッド車、スポーツ車、貨物トラックなどの

自動車盗難被害が発生しています。 

盗難自動車の多くは、ヤード(※)と呼ばれる施設

に持ち込まれ、短時間のうちに解体されて輸出さ

れるなどの現状にあります。 

警察では現在、違法ヤードの発見や立ち入り強

化に努めています。丌審なヤードを発見した場合

は、下妻警察署まで早期通報をお願いします。 

※ヤードとは、自動車解体を行う施設のうち、周 

 囲を鉄板や策などで囲み、施設内部が見えない 

 ものをいいます 
 
◆例えば 

◇最近、近所に鉄板などで囲まれた見慣れない施 

 設ができた 

◇最近、廃倉庨や工場跡に人や車が頻繁に出入り 

 している 

◇深夜や早朝にヤードから金属音がしたり、照明 

 がついたりしている 

◇最近、見慣れない外国人や日本人などが頻繁に 

 出入りしている 

◇盗難車が持ち込まれているとの噂がある 
 

問 下妻警察署 43-0110 

『硬式テニス教室』受講生募集 

 
あなたも硬式テニスを始めてみませんか。砂沼

広域公園では、テニス未経験の親子や初級の親

子、一般の初級の方まで参加できる教室を用意し

ました。 

お気軽にご参加ください。多くの方の参加をお

待ちしています。 

 

◆開催期日 毎週日曜日(４月～平成31年３月) 

※砂沼広域公園が指定する大会や催事などの開催 

 日を除く 

 

◆開催場所 砂沼広域公園 テニスコート 

 

◆コース 

◇親子(小学生)初心者コース  

 午前９時～10時 

 (７～８月は、午後５時～６時) 

◇親子(小学生)初級コース 

 午前10時15分～11時15分 

 (７～８月は、午後６時15分～７時15分) 

◇一般初級コース  

 午前11時30分～午後０時30分 

 (７～８月は、午後７時30分～８時30分) 

※中学生・高校生は一般のコース 

 

◆月会費 ◇小学生・中学生 2,000円 

     ◇高校生・一般  4,000円 

※別途、スポーツ安全保険に加入が必要(年間、 

 小・中学生800円、高校生以上1,850円) 

 

◆募集人数 各コース定員８人 

※定員を超えた場合は抽選 

 

◆講師 公認指導員 

 

◆その他 

◇会費は、毎月初回の教室日に月会費を納入して 

 ください。 

◇雤天時は中止します。(中止の場合は、１回あた 

 り小中学生250円、一般500円を返金します) 

◇欠員がでた場合は、途中入会も可能です。 

◇最尐定員(４人)に満たない場合は中止または 

 コースを統合する場合があります。 

◇ボールは用意しますが、ラケットは各自ご用意 

 ください。 

※数に限りがありますが、砂沼広域公園のレンタ 

 ルラケット(200円/回)も利用できます 

 

◆申込期限 ３月15(木)まで 

 

問 申 砂沼広域公園管理事務所 

               43-6661   43-6663 


