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｢さん歩の駅サン・ＳＵＮさぬま｣で 

菊の展示が行われます 
 

観光交流センター｢さん歩の駅サン・SUNさぬま｣

で、菊の展示が次のとおり開催されます。 

｢菊｣は下妻市の花でもあり、下妻市菊花会の皆さ

まが丹精込めて作り上げた作品が展示されます。広

場ステージを活用した富士山菊の展示など、見応え

のある展示を予定しています。お誘い合わせの上、

ぜひご来場ください。 
 
◆期間 11月１日(木)～25日(日) 
 
◆場所 さん歩の駅サン・SUNさぬま 広場 
 

問 市商工観光誯 44-0732   44-6004  

｢下妻市菊まつり｣開催 
  

下妻市の花でもある菊が、色とりどりに咲き誇り

ます。多品種の菊で組み上げられた｢特作花壇｣は必

見です。開催期間中は、会場に下妻市菊花会の会員

が常駐しており、作品の解説を聞いたり、菊苗を購

入することもできます。お誘い合わせの上、ぜひご

来場ください。 
 
◆期間 11月１日(木)～25日(日) 

※開花は10月下旬以降の予定 

◆場所 大宝八幡宮境内 
 

問 市商工観光誯 44-0732   44-6004  

茨城県立下妻特別支援学校 

｢学校公開｣開催 
 
◆日時 11月７日(水)、８日(木) 

    午前９時30分～午後０時30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  

◇７日(水) 授業参観、教材・教具の展示 

◇８日(木) 授業参観、取り組みの実践発表、講演 

※希望者には、寄宿舎見学と給食参観を行います 

◆申込締切 11月２日(金)まで 
 

問 申 茨城県立下妻特別支援学校  

     44-1800   43-9174 

｢いばらき都市緑化フェスティバル2018｣

開催 
 

10月１日～31日は｢都市緑化月間｣です。この期

間中に、都市緑化の大切さを楽しみながら感じても

らうために、｢いばらき都市緑化フェスティバル｣を

開催します。ガーデニング教室や金魚すくいなど、

ご家族で楽しめる内容となっています。奮ってご参

加ください。        

当日は、しもつま砂沼フェスティバルも開催され

ます。併せてお楽しみください。 
 
◆日時 10月21日(日)午前10時～午後３時30分 
 
◆場所 砂沼サンビーチ 
 
◆内容 ◇ガーデニング教室 

    ◇緑化相談 

    ◇鉢花、綿菓子、風船の無料配布 

    ◇金魚すくい、水ヨーヨーすくい(無料) 

    ◇プリザーブドフラワー体験教室 

    ◇缶バッジ制作 

    ◇パネル展示(防災施設の紹介など) 

※催事内容は変更になる場合があります 
 

問 市都市整備誯 43-8356   43-2945  

『昭和49年茨城国体 

(水と緑のまごころ国体)』思い出募集 
 

平成31年に市内で開催される｢第74回国民体育

大会(いきいき茨城ゆめ国体)｣に向けて、前回大会

の昭和49年開催｢第29回国民体育大会(水と緑の

まごころ国体)｣での体験談を募集しています。 

開・閉会式や競技会、炬火(きょか)イベント、

応援、環境美化・歓迎運動(清掃活動、市内の花装

飾、婦人会でのおもてなし活動など)、当時さまざ

まな形で国体に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、次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日中の連絡先 

    (電話番号) 
 
※情報提供した方には、事務局から内容聞き取り

の連絡をします 
 

問 申 市生涯学習誯  

      45-8100   43-3519 

       kokutai@city.shimotsuma.lg.jp  

砂沼マラソン大会交通規制にご協力を 
 
 11月18日(日)に砂沼サンビーチと周辺道路や砂

沼遊歩道をコースとして｢第30回砂沼マラソン大

会｣を開催します。 

 大会開催に伴い、市道(下図参照)の交通規制およ

び遊歩道の通行規制を行います。ご理解ご協力をお

願いします。 
 
◆日時 11月18日(日)午前８時～午後１時 

◆場所 砂沼周辺の長塚・大町地区内の市道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市生涯学習誯 45-8997   43-3519 

「しもつまハロウィン2018」開催 
 

｢しもつまハロウィン2018｣が、さん歩の駅サ

ン・SUNさぬまで開催されます。仮装コンテスト

や施設とコラボしたさまざまな催しを予定してい

ます。当日までの事前申し込みなどは丌要です。

仮装して、ぜひご来場ください。いつもと違う時

間を一緒に楽しみましょう。 
 
◆日時 10月27日(土) ※雨天中止 

    午前10時～午後３時(予定) 
 
◆場所 さん歩の駅サン・SUNさぬま 広場 
 

問 下妻市観光協会事務局(市商工観光誯内) 

     44-8098   44-6004 

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、行政改革を推進する計画の策定にあたり、そ

の案を公表し、市民の意見を求め、計画に反映するた

め、パブリック・コメントを実施します。 
 

◆計画などの名称 

｢第５次下妻市行政改革プラン2018-2020(案)｣ 

◆募集期間  10月10日(水)～23日(火) 

◆公表場所 ◇市ホームページ 

      ◇市役所本庁舎 ２階 企画誯 

      ◇市役所千代川庁舎 １階 くらしの窓口誯 

◆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 

所定の書式に記入の上、郵送・FAX・電子メールま 

たは市役所企画誯(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 

 ないものは受け付け丌可 
 

問 市企画誯 43-2113   43-1960 

    kikaku@city.shimotsuma.lg.jp 



公共下水道工事にご協力を 
 

小野子地内・田町地内・原地内において、公共下水道

工事(公共下水道本管および接続管布設工事)を実施しま

す。工事期間中は、全面通行止め(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。 
 
①小野子地内 

◆工事期間 10月上旬～平成31年２月中旬 

◆工事場所 図のとおり 

②田町地内 

◆工事期間 10月中旬～平成31年２月中旬 

◆工事場所 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③原地内 

◆工事期間 10月下旬～平成31年３月上旬 

◆工事場所 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市上下水道誯 44-5311   44-5312 

ダメ、不正軽油 

 

ディーゼル自動車に使用する軽油には、１リッ

トル当たり32.1円の軽油引取税が誯税され、皆さ

まの生活の向上のために使われています。ところ

が、軽油に灯油や重油などを混ぜて｢丌正軽油｣を

製造している人、それを販売・購入している人、

または灯油や重油などをディーゼル自動車の燃料

に使用している人がいます。 

 丌正な軽油を製造・販売・使用する行為は、環

境を汚染するとともに脱税行為でもあり、刑事罰

の対象となります。 

丌正軽油を使用している疑いのあるトラックや

ガソリンスタンドの情報があれば、ご連絡くださ

い。 

 

問 

茨城県筑西県税事務所 誯税第一誯 軽油引取税担当  

24-9192   24-2468 

丌正軽油110番(フリーダイヤル 24時間受付) 

0120-241-744  

『店舗業務補助講習』受講者募集 

 

60歳以上の方を対象に、無料で受講できます。

ぜひご参加ください。 

 

◆日程 11月28日(水)～30日(金) 

    午前10時～午後４時(予定) 
 
◆会場 下妻公民館 ２階 学習室  

    [本城町3-36-1] 
 
◆内容 店舗業務補助スタッフの基本と技能を学び 

    ます。就業を目指す方の参加をお待ちして 

    います。 
 
◆対象者   

◇シルバー人材センター会員または満60歳以上の 

 入会希望者で就業希望の方 

◇全日程参加可能な方 
 
◆定員 10人 ※選考有り 
 
◆受講料 無料 

※会場までの交通費、食事代は各自負担 
 
◆募集締切 11月９日(金)まで 

※応募者多数の場合早期締め切り 

※定員に達しない場合および天候などにより、講習 

 を中止・延期する場合があります 

 

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 

｢人工肛門・人工膀胱保有者のための 

 オストミー講習会｣開催 
 

公益社団法人日本オストミー協会茨城県支部では、

オストメイト社会適応訓練事業の一環として、次のと

おりオストミー講習会を開催します。 

 

◆日時 11月18日(日) 

    午前10時～午後２時30分 

    (受付 午前９時30分～) 
 
◆場所 古河市福祉の森会館 ２階 研修室 

[古河市新久田町271-1] 
 
◆内容 

◇講演会および相談 

 【講師】友愛記念病院 皮膚排泄ケア認定看護師  

     飯ケ谷 美恵 氏 

◇オストメイト同士の懇談会 

◇ストマ用装具展示・説明 
 
◆参加費 1,000円(昼食代を含む) 
 
◆申込期限 11月11日(日)まで 

 

問 申 日本オストミー協会 茨城県支部  

      西部地区センター 総務 

                0280-76-6511 

                090-5399-0398(鈴木) 

                 0280-76-6511  

成年後見相談会実施 
 

成年後見制度の有効な利用を促進するため、司法書

士による成年後見などの無料相談会を開催します。 

 

◆日時 10月27日(土)午前10時～午後３時 
 
◆相談内容 成年後見、遺言、相続など 
 
◆場所 

◇つくば会場 

LALAガーデンつくば １階 コミュニティルーム 

[つくば市小野崎278-1] 

◇古河会場 

古河市中央公民館 研修室および学習室１ 

[古河市下大野2248] 
 
◆方法 面談による相談  

※前日までにご予約ください 

 

問 申 

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 

茨城支部 

029-302-3166   029-302-3177  

自衛隊観閲式に伴う航空機の飛行に 

ご協力を 
 

10月14日(日)、陸上自衛隊朝霞訓練場(埼玉県

朝霞市・新座市)において、自衛隊｢観閲式｣が開

催されます。これに伴い、開催日当日と前日に行

う事前リハーサルの際、航空機の飛行により大き

な音が生じることがあります。 

市上空も航空機の飛行経路となっています。ご

理解ご協力をお願いします。 
 

問 陸上自衛隊東部方面総監部 部外連絡協力班  

    048-460-1711  

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、平成29年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 平成29年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(pH値)の基準をクリアしたもの 

◇｢改良土｣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 

◆この条例から適用除外される事業 

◇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 

◇家庭菜園の管理、駐車場の修繕など 

◇その他 

◆許可基準 

◇申請者の欠格事項に関する基準を創設 

◇過積載車両、丌正改造車両の禁止 

◇その他 

※本内容は、市ホームページでもご覧になれま 

 す。トップページ｢くらし・手続き｣から｢ご 

 み・リサイクル・環境｣と進んでください 

◆土砂等埋立て審査会 

◇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) 

◇審査会開催日 申請月の翌月15日以降 
 

問 市生活環境誯  

   43-8234   44-7833  



お知らせ版 
10 

No.２ 

 

 
 

２/２枚 

2018 

10 
発行◆下妻市役所［〒304-8501 下妻市本城町二丁目22番地］ 編集◆秘書誯 

市役所へのお問い合わせは 0296-43-2111㈹    0296-43-4214㈹                       

                   http://www.city.shimotsuma.lg.jp/ 

｢市民健康麻雀大会｣開催 
 

NPO法人ゆいの会では、誮でも気軽に参加できるみ

んなの集いの場を開設しています。毎週火曜日には、

｢飲まない・賭けない・ぼけない｣健康麻雀を楽しんで

います。 

会員以外の方も参加できる｢市民健康麻雀大会｣を次

のとおり開催します。麻雀に自信のある方もない方も

奮ってご参加ください。 
 
◆日時 11月13日(火)午前９時～午後４時 

◆場所 株式会社あおば [南原124-1] 

◆参加費 1,000円(弁当込み) 

◆定員 先着20人  

※会場の都合上、定員になり次第締め切り 

◆申込締切 10月31日(水)まで 

◆後援 下妻市社会福祉協議会 
 

問 ゆいの会 090-9014-4456(仲亀)  

｢子育てママ応援講座｣開催 
～気持ちがちょっぴり楽になるお話～ 
 
 子育て奮闘中のお母さん。育児に家事に、毎日本当

にお疲れさまです。目まぐるしく過ぎていく中で、最

近誮かに想いを吐き出すことができていますか。自分

の時間はとれていますか。子育て中だからといって全

て諦めていませんか。 

 ホッとできて、ちょっぴりハッピーになれるお話を

聞いて、お母さんの心のリフレッシュをしましょう。 
 
◆日時 10月30日(火)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] 

◆対象 市内在住の０歳～就学前のお子さまを子育て 

    中のお母さん、妊婦さん 

◆講師 親業訓練協会インストラクター  

    安 のり子 氏 

◆参加費 無料 

◆定員 先着30人(お子さまの同伴可) 
◆申込方法 下妻保健センターまで電話または直接窓 

      口でお申し込みください。 

◆申込期限 10月19日(金)まで 

※希望者に保育有り(予約時にご相談ください) 
 

問 申 市保健センター 

     43-1990   44-9744  

『無料青空ヨガ講座』受講者募集 
 
◆日時 11月11日(日)午後１時～２時 

◆会場 県西総合公園 ローンプレイフィールド 

    [筑西市桑山281] 

※雨天時は、県西総合公園 会議室(和室) 

◆講師 大町ヨガ教室 代表 大町 美智子 氏 

◆定員 先着50人 

◆受講料 無料 

◆持ち物 運動ができる服装、飲み物、敷物(ヨガマッ 

     トなど) 

◆受付期間 10月10日(水)～11月10日(土) 

◆受付時間 午前８時30分～午後９時 

◆申込方法 

 公園管理事務所窓口またはFAX(参加申込講座名、 

 住所、氏名、電話番号、年齢、性別を記入)でお申し 

 込みください。 
 

問 県西総合公園 管理事務所 

   57-5631   57-5881  

円卓を囲んで話しましょう 
～市の子育て支援について～ 
 
 市の子育てについて、｢こうだったらいいな｣｢あ

あだったらいいな｣といったニーズや誯題を出し

合って、今の市の子育て環境をより良くするため

のアイディアを考えるワークショップです。 

 子育て中だから気付くこと、子育てを終えて思

うこと、いろいろな情報や知恵を出し合って、み

んなで子育てをもっともっと楽しくしましょう。 
 
◆日時 10月25日(木)午前10時～正午 

◆会場 ふるさと交流館 リフレこかい  

    [大園木251-1] 

◆対象 子どものいるご家庭の方、子育て支援を 

      している方または興味がある方など 

※子連れ参加可、託児の希望も受け付けます 

◆申込締切 10月22日(月) 

◆共催 セカンドリーグ茨城 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会  

       44-0142   44-0559  

｢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

秘義務が誯せられていますので、安心してご相談くだ

さい。 
 
◆日時 10月20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 

[筑西市下岡崎１丁目11-1] 

◆相談内容 相続、農地、建設業、飲食業、離婚など 

      の諸問題 

※予約丌要 
 

問 茨城県行政書士会 県西支部  

       25-1907(増戸)   25-1802  

『市長杯争奪ビーチボールバレー大会』 

参加チーム募集 
 
◆日時 11月11日(日)午前９時～ 

◆場所 市立総合体育館、大宝公民館体育館 

◆種目 ◇男女混合一般の部 

   ◇一般女子の部 

◆チーム登録 １チーム監督を含めて７人まで 

※監督も選手として出場可 

◆参加資格 

市内在住・在勤者およびこれに準ずるチーム 

※参加選手全員がスポーツ傷害保険に加入してい 

 ること 

◆参加費 1,500円 

※締め切り後の返金はしません 

◆申込方法 

所定の申込用紙にメンバーを記入の上、申込場

所までお申し込みください。FAXでの申請も受

け付けます。参加費は、抽選会の際にお支払い 

ください。 

◆申込場所 

◇市役所千代川庁舎 ２階 生涯学習誯 

※土・日曜日、祝日を除く 

◇市立総合体育館 ※月曜日を除く 

※受付時間 いずれも午前８時30分～午後５時 

◆申込締切 11月６日(火)午後５時まで ※厳守 

◆組み合わせ抽選会 

◇日時 11月９日(金)午後７時～ 

◇場所 下妻公民館 １階 多目的室 

※チーム代表者は、必ず出席してください 
 

問 市ビーチボールバレー連盟事務局 

   44-3153(山本)   44-3153  

｢ポピーの種まき&さつまいも掘り大会｣ 

開催 
 

鬼怒フラワーラインでは、毎年５月に50万本の

ポピーを咲かせています。 

秋も深まり、今年も来春に向けてポピーの種まき

大会を開催します。また、種まき大会に併せ、さつ

まいもの収穫祭と試食会を兹ねたさつまいも掘り大

会を開催します。焼き芋の試食や温かい豚汁をご用

意しています。 

花と一万人の会の｢ちょっとすてきなまちづくり｣

に参加してみませんか。 
 
◆日時 10月21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河川敷) 

◆持ち物 軍手、長靴 

※さつまいも堀り用の袋は、花と一万人の会で準備 

 します 
 

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

｢本のリサイクルフェア｣開催 
 

11月10日(土)に開催される図書館まつりの中

で、｢本のリサイクルフェア｣を開催します。 

皆さまに読まなくなった本を無償で提供してもら

い、その本を図書館に来館した方々が自由に持ち帰

ることのできるコーナーを設けます。 
 
＜リサイクル図書受け付け＞ 

◆受付期間 10月17日(水)～11月７日(水) 

◆受付場所 市立図書館 １階 総合案内カウンター 

※直接持ち込みに限る 

※次の資料は、お受けできません 

青少年に有害な図書、マンガ、雑誌、辞書・辞典 

類、問題集・参考書類、傷みのある図書 

※｢本のリサイクルフェア｣で最終的に残った図書は 

 処分する場合があります。あらかじめご了承くだ 

 さい 

＜リサイクルフェア開催＞ 

◆実施期日 11月10日(土)午後０時30分～ 

◆実施場所 市立図書館 １階 交流ホール 
 

問 市立図書館 43-8811   43-8855 

｢元気いばらき就職面接会｣開催 
 
 若年者や離職などで求職中の方を対象に、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い、就職に直結で

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 10月25日(木)午後１時20分～３時30分 

            (受付 午後１時～) 

◆場所 つくば市役所本庁舎 ２階 201会議室 

[つくば市研究学園1-1-1] 

◆対象者 現在、仕事を探している全ての方 

※参加費無料、予約丌要 

※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 県南地区センター 

   029-825-3410   029-825-3411  



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 11月18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 ２階 

会議室 [筑西市丙372] 

◆対象 Ａコース 独身男女 35歳まで  

Ｂコース 独身男女 36～45歳 

各コース８人ずつ 

※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 10月29日(月)～11月７日(水) 

◆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 

090-1039-9811(森川) 

090-6122-5677(長屋)   48-3586 

※電話受付時間 正午～午後７時  

〝みんなの研ぎやさん〟による 

｢刃物研ぎボランティア｣開催 
 
ボランティアサークル〝みんなの研ぎやさん〟が、

家庭でお使いの包丁を研磨して、切れ味抜群の包丁に

蘇らせます。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。切れる包丁で楽しく料理しま

しょう。 
 

◆日時 10月26日(金)午後１時～２時30分 

◆会場 JA常総ひかり(旧)総上 
 

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 

マリッジサポーターによる 
｢結婚相談会｣開催 
 

マリッジサポーターは、結婚を希望するのお相

手探しのお手伝いをします。お気軽にご相談くだ

さい。 
 
◆日時 11月４日(日)午後１時～５時 

      (受付 午後０時40分～) 

◆場所 ビアスパークしもつま [長塚70-3] 

◆参加対象 結婚を希望する独身成人男女および 

       親族 

◆相談費用・登録料 無料  

◆持ち物 身分証明書(運転免許証、保険証など) 

※公開プロフィールカード作成を希望する方は写 

 真(L判)を持参してください 

◆定員 先着12人程 ※予約制 

◆申込方法 電話受け付け 

◆申込期間 10月22(月)～31日(水) 
 

問 申  

いばらきマリッジサポーター県西地域活動協議会 

090-8891-1893(塚越)  

090-6122-5677(長屋)   48-3586 

※電話受付時間 正午～午後７時  

『下妻市アマチュアオープンゴルフ大会』 

参加者募集  
 

◆日時 11月15日(木)午前７時30分～ １組目スタート 

◆場所 アジア下館カントリー倶楽部 

    [桜川市上野原地新田225-4] 

◆競技方法 

18ホールストローク競技/オールノータッチ、完全 

ホールアウト 

◆競技区分 

◇Ａクラス(6,934ヤード) バックティー使用 

◇Ｂクラス(6,549ヤード) レギュラーティー使用 

◇Ｃクラス(5,553ヤード) ゴールドティー使用 

※参加クラスは自由 

※優勝同位者は、スコアマッチングで順位を決定する 

◆競技規則 

JGA競技規則およびアジア下館カントリー倶楽部ロー 

カルルールによる。 

※距離測定器の使用可 

◆参加費 3,000円 ※大会当日に徴収 

◆プレー費 7,500円(昼食、１ドリンク、パーティー 

       代込み) 

※大会当日に各自フロントでお支払いください 

◆募集人員 ゴルフを愛するアマチュアゴルファー 

◆申込期間 10月10日(水)～11月２日(金) 

◆組み合わせ 

組み合わせは実行委員会が決定し、組み合わせ表は、 

大会の１週間前ごろに個人または代表申込者へ郵送し 

ます。 

◆申込方法 

 申込用紙を市役所生涯学習誯(千代川庁舎２階)に直接 

 持参またはFAXでお申し込みください。 
 

申 市生涯学習誯 45-8997   43-3519 

※受付時間 午前８時30分～午後５時(土・日曜 

 日、祝日を除く) 
 

問 市アマチュアゴルフ連盟事務局 

   090-5561-9342(神郡) 

       090-1772-7254(飯塚) 

｢その怒り、抑えられますか～アンガーマネ

ジメントのいろは～｣講演会開催 
 
◆日時 11月４日(日)午後２時～４時 

◆会場 しもだて地域交流センター アルテリオ  

    ２階 研修室 [筑西市丙372] 

◆講師 日本アンガーマネジメント協会  

    ファシリテーター 水野 由紀子 氏 

◆参加費 ◇会員 無料 

     ◇一般 500円 
 

問 申 茨城県自閉症協会 

      080-6559-1594(大島)  

『下妻市長杯テニス大会』参加者募集 
 
◆開催日 11月25日(日) ※予備日12月２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５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) 

※各クラス16組まで(先着順) 

＜Ａクラス＞オープン 

＜Ｂクラス＞ 

 過去県大会出場者、オープン大会・市民大会ベスト 

 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・賞品有り。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 

    参加賞有り。 

◆申込締切 11月11日(日)まで 

◆申込方法 

 下妻市テニス連盟ホームページ(http://shimotsuma- 

 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) 

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

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822

円(昨年度額から26円引上げ)に改定しました。年

齢や雇用形態に関わらず、県内で働く全ての労働

者に10月１日から適用されます。 

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 

｢個別的労使紛争のあっせんに係る無料

労働相談会｣開催 
 

解雇、労働条件の引下げなど労働関係のトラブ

ルにお悩みの方、茨城県労働委員会の労働委員が

相談に応じます。 
 
◆日時 10月18日(木)、11月15日(木) 

各日 午後５時～７時 

◆会場 茨城県労働委員会事務局 

[水戸市笠原町978-6茨城県庁23階] 

※事前予約制(各日の前日までにご予約ください) 

※電話による相談もお受けします 
 

問 申 茨城県労働委員会事務局 

          029-301-5563    

        029-301-5579  

学生の皆さまへ 

｢就職面接会｣開催 
 
 大学院・大学・短大・専修学校など(高校は除く)

の平成31年３月卒業予定者および既卒未就職者(お

おむね卒業後３年以内)を対象に、県内企業を集め

た｢大好きいばらき就職面接会(後期)｣を開催しま

す。事前申し込み丌要、参加費無料です。履歴書

を複数枚お持ちください。詳しくは、お問い合わ

せください。 
 
◆開催日および場所 

◇水戸会場 10月23日(火) 

 ホテルレイクビュー水戸 [水戸市宮町1-6-1] 

◇土浦会場 10月30日(火) 

 ホテルマロウド筑波 [土浦市城北町2-24] 

◆開催時間 

◇午前の部 午前10時30分～午後０時30分 

◇午後の部 午後２時～４時 

◆参加予定企業数(予定) 

◇土浦会場 134社(午前・午後 各67社) 

◇水戸会場 200社(午前・午後 各100社) 

◎参加予定企業などの最新情報は、大好きいばら 

 き就職面接会ホームページ(http://www.pref.ib 

 araki.jp/shokorodo/rosei/rodo/h30daisuki. 

 html)をご確認ください。 
 

問 県労働政策誯 

029-301-3645   029-301-3669 

10月は年次有給休暇取得促進期間です 
 
 茨城労働局では、｢仕事休もっ化計画｣を推進し

ています。土・日曜日、祝日にプラスワン休暇を

して、連続休暇にしませんか。 
 

問 茨城労働局 雇用環境・均等室 

   029-277-8294   029-224-6265 


