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平成31年度 固定資産税 
 
◆縦覧 

 固定資産税の納税者は、他の土地や家屋の価格 

 との比較を通じて自分の土地や家屋の評価が適 

 正かどうかを判断するため、課税対象となる市 

 内の土地および家屋の価格が記載された縦覧用 

 帳簿を縦覧することができます。 

◇縦覧期間 ４月１日(月)～５月７日(火)  

※土・日曜日、祝日を除く 

◇縦覧時間 午前８時30分～午後５時15分 

◇縦覧場所 市役所本庁舎 １階 税務課 

◇縦覧できるもの 

 土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿 

◇縦覧対象者 

 市内に所在する土地、家屋の固定資産税の納税 

 者、同居の親族、納税管理人、代理人(代理人の  

 場合は委任状が必要です) 

※土地の納税者は土地の、家屋の納税者は家屋 

 の、両資産の納税者は両方の縦覧帳簿を見るこ 

 とができます 

◇持参するもの 

 本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバー 

 カードなど)、委任状(代理人の場合) 

※法人の代表者以外が縦覧する場合は、委任状と 

 代理人の本人確認できるものが必要です 
 
◆納期限 

 平成31年度固定資産税｢第１期｣または｢全納｣の 

 納期限は、５月７日(火)となります。納税通知 

 書・課税明細書および納付書は４月中旬に発送 

 する予定です。 

【平成31年度 各期の納期限】 

◇第１期 ５月７日(火) 

◇第２期 ７月31日(水) 

◇第３期 12月２日(月) 

◇第４期 12月25日(水) 
 
◆固定資産税の減免 

 次のような場合、固定資産税を減免する制度が 

 あります。 

◇貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の 

 所有する固定資産 

◇公益のために直接専用する固定資産(有料で使用 

 するものを除く) 

◇市の全部または一部にわたる災害または天候の 

 不順により、著しく価格を減じた固定資産 

※“公益のため”とは、自治会の公民館敷地とし 

 て土地を無償で提供している場合などです 

※“災害または天候の不順による著しい価値の 

 減”とは、火災や河川の氾濫などで焼失・損壊 

 した場合です 

※減免を受ける場合は、５月７日(火)までに申請 

 書を市役所税務課固定資産税係へ提出してくだ 

 さい 
 

問 市税務課 43-8193   44-9411 

４月から国民年金保険料の 

産前産後期間の免除制度が始まります 
 

次世代育成支援の観点から、国民年金第１号被保

険者が出産した際には、出産前後の一定期間の保険

料が免除される制度です。免除が認められた期間

は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受

給額に反映されます。 
 
◆対象者 ｢国民年金第１号被保険者｣で出産日が２ 

     月１日以降の方 

◆免除期間 

出産予定日または出産日が属する月の前月から４ 

カ月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊 

娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月 

の３カ月前から６カ月間の国民年金保険料が免除 

されます。 

※出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます(死産、 

 流産、早産された方を含みます)  

◆申請開始 ４月１日(月)～ 

◆申請方法 

 出産予定日の６カ月前から届け出可能です。 

※ただし、申請できるのは４月１日(月)からです 

◆申請先 ◇市役所本庁舎 １階 保険年金課 

     ◇下館年金事務所 

◆申請手続きに必要なもの 

①年金手帳またはマイナンバーが確認できるもの(マ 

 イナンバーカード、通知カードなど) 

②印鑑(本人署名の場合は不要) 

③母子健康手帳など(被保険者と子が別世帯の場合 

 は、出生証明書など出産日および親子関係が分か 

 る書類が必要です) 
 

問 申 日本年金機構 下館年金事務所  

     25-0829   22-6011 

     市保険年金課  

          45-8124   23-2933  

納期 税目(期別) 納期限および口座振替日 

４月 
固定資産税

(１) 
          ５月７日(火) 

５月   
軽自動車税

(全) 
        ５月31日(金) 

６月     
市・県民税 

(１) 
      ７月１日(月) 

７月 
固定資産税

(２) 
    

国民健康保険税

(１) 
介護保険料

(１) 
後期高齢者    

医療保険料(１) 
７月31日(水) 

８月     
市・県民税 

(２) 
国民健康保険税

(２) 
介護保険料

(２) 
後期高齢者    

医療保険料(２) 
９月２日(月) 

９月       
国民健康保険税

(３) 
介護保険料

(３) 
後期高齢者 

医療保険料(３) 
９月30日(月) 

10月     
市・県民税 

(３) 
国民健康保険税

(４) 
介護保険料

(４) 
後期高齢者 

医療保険料(４) 
10月31日(木) 

11月 
固定資産税

(３) 
    

国民健康保険税

(５) 
介護保険料

(５) 
後期高齢者 

医療保険料(５) 
12月２日(月) 

12月 
固定資産税

(４) 
    

国民健康保険税

(６) 
介護保険料

(６) 
後期高齢者 

医療保険料(６) 
12月25日(水) 

１月     
市・県民税 

(４) 
国民健康保険税

(７) 
介護保険料

(７) 
後期高齢者 

医療保険料(７) 
平成32年１月31日(金) 

２月           
後期高齢者 

医療保険料(８) 
３月２日(月) 

平成31年度 市税等納期一覧表(普通徴収) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【口座振替納付ご利用の方へ】 

 平成24年度から｢口座振替領収済通知書｣の送付を行っていません。預金通帳の記帳などによりご確認くださ 

 い。 

◆納付場所 納付書をご持参の上、納付してください。 

 下妻市役所、常陽銀行、筑波銀行、茨城県信用組合、結城信用金庫、中央労働金庫、常総ひかり農業協同組 

 合、ゆうちょ銀行(郵便局)、東日本銀行、コンビニエンスストア 

◆クレジットカード納付 インターネットやスマートフォンを利用して納付ができます。 

 利用可能なクレジットカード(介護保険料、後期高齢者医療保険料は取り扱い不可) 

        

 

 

問 <納付に関すること> 市収納課 43-8274   44-9411 

   <課税に関すること> 次の一覧のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

※税金は期限内に納めましょう ※市税などの納付は便利な口座振替で 

問い合わせ内容 問い合わせ先 
固定資産税 市税務課 固定資産税係 43-8193   44-9411 
軽自動車税 市税務課 税政係 43-2294   44-9411 
市県民税 市税務課 市民税係 43-8192   44-9411 
国民健康保険税 市保険年金課 保険年金係 45-8124   43-2933 
後期高齢者医療保険料  市保険年金課 医療福祉係 43-8326   43-2933 
介護保険料 市介護保険課 介護管理係 45-8122   30-0011 

ごみ集積所の適切な管理にご協力を 
 

ごみ集積所は、収集後の清掃など利用者の皆さま

で管理することになっています。 

ごみ出しのルールが守られていないごみは、｢回収

できません｣シールを貼り付けます。回収されなかっ

たごみがあった場合は、正しい分類への分別や指定

袋への入れ替えなどの対応をお願いしています。 

クリーンポートきぬ(ごみ処理施設)へ搬入できな

いものは、適切な処理をお願いします。 

集積所付近に障害物(自動車などを含む)がある場

合や草木が生い茂っていて回収に支障ある場合など

は、収集できないこともあります。適切な管理をお

願いします。 
 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833  



４月はＡＶ出演強要・｢ＪＫビジネス｣など 
被害防止月間です 
 

モデルやアイドルのスカウト、高収入アルバイトへ

の応募をきっかけに、性的な被害を受ける事例が発生

しています。 

４月は進学・就職などに伴い、若者の生活環境が大

きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期です。し

つこく話し掛けられたり、勧誘されたりした場合に

は、｢興味ありません｣｢できません｣｢いやです｣ときっ

ぱり断りましょう。 

被害に遭ったときには、安心して相談できる窓口が

あります。１人で抱え込まず、身近な窓口に相談しま

しょう。 
 
◆相談窓口 

◇茨城県民安心センター 029-301-9110 

◇警察相談専用電話 #9110 

※24時間対応、プライバシーは守られます 

◆法的トラブル相談窓口 

◇法テラス・サポートダイヤル 0570-078374 

(IP電話からは、03-6745-5600) 

 平日は午前９時～午後９時 

土曜日は午前９時～午後５時 

◆ホームページ 

 http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/a 

 vjk/index.html(内閣府男女共同参画局) 
 

問 申 市民協働課 43-2114   43-1960  

はり・灸・マッサージ助成券を交付します 
 

◆対象者  

◇70歳以上の方 

◇65歳以上で身体障害者手帳１・２級所持の方 

◆利用条件 市内の登録施術機関で利用できます。 

◆助成内容 施術費として１回につき1,200円分 

      を助成します。 

◇４～９月に申請した方 12枚 

◇10～３月に申請した方 ６枚 

※助成券を紛失した場合、再交付不可 

◆申請受付 ３月28日(木)～ 

※４月１日(月)から使用できます 

◆申請方法 

 印鑑、本人確認書類(保険証など)を持参の上、 

 次の窓口で申請してください。 

◇市役所第二庁舎 ２階 介護保険課 

◇市役所千代川庁舎 １階 くらしの窓口課 

 

問 市介護保険課 45-8123   30-0011 

高齢者福祉タクシー助成券を交付します

～対象者の範囲などを拡大します～ 
 

◆対象者 

◇75歳以上の方 

◇65歳以上の方で自動車の運転免許証を自主返納 

 した方 

※次の方は該当しません 

◇自動車の運転免許証を保有している方 

◇障害者福祉タクシー助成券の交付を受けている方 

◇自動車税または軽自動車税の減免を受けている方 

◆利用条件 

助成券裏面に記載されているタクシー事業者およ 

び介護タクシー事業者が利用できます(本人のみ) 

◆助成内容 

 助成券１枚につき初乗運賃相当額を助成します。 

 １回の乗車につき最大２枚まで使用できます。 

◇４～９月に申請した方 24枚 

◇10～３月に申請した方 12枚 

※助成券を紛失した場合、再交付不可 

◆申請受付 ３月28日(木)～ 

※４月１日(月)から使用できます 

◆申請方法 

印鑑、本人確認書類(保険証など)、65歳以上で運 

転免許証を自主返納した方は｢運転経歴証明書｣や 

｢申請による運転免許取消通知書｣などの運転免許 

証を返納したことが分かるものを持参の上、次の 

窓口で申請してください。 

◇市役所第二庁舎 ２階 介護保険課 

◇市役所千代川庁舎 １階 くらしの窓口課 

 

問 市介護保険課 45-8123   30-0011 

障害者福祉タクシー助成券を交付します 
 

◆対象者  

◇身体障害者手帳１～３級の所持者(視覚・下肢障害は４ 

 級以上) 

◇療育手帳ＡおよびＡの所持者 

◇精神障害者保健福祉手帳１・２級の所持者 

※次の方は該当しません 

◇自動車税、軽自動車税の減免を受けている方  

◇高齢者福祉タクシー助成券の交付を受けている方 

◆利用条件 助成券裏面に記載されているタクシー事業 

      所が利用できます。(障害者本人のみ)  

◆助成内容 

１枚につき初乗り運賃額を助成します。１回の乗車に 

つき最大２枚まで使用できます。年間最大48枚を交 

付します。 

※助成券を紛失した場合、再交付不可 

◆申請受付 ３月28日(木)～ 

※４月１日(月)から使用できます 

◆申請方法 

障害者手帳と印鑑を持参の上、次の窓口で申請してく 

ださい。 

◇市役所第二庁舎 １階 福祉課  

◇市役所千代川庁舎 １階 くらしの窓口課  

※平成30年度のタクシー券(青色)が残っている場合は、 

 要返還 
 

問 市福祉課 43-8352   43-6750  

上妻小学校 

工事箇所 

御雷橋 

自転車も車の仲間です

自転車安全利用五則を守りましょう
 

自転車利用者も交通ルールやマナーを理解して道

路を通行することで、交通事故防止につながりま

す。周りを思いやる気持ちを持ち、ゆとりのある運

転を心掛けましょう。 
 
１．自転車は車道が原則、歩道は例外 

◆歩道通行が可能な場合 

◇歩道通行可の標識があるとき 

◇運転者が、13歳未満の子ども・70歳以上の高齢 

 者・障害者であるとき 

◇安全な通行を確保するために、やむを得ないとき 

２．車道は左側を通行 

３．歩道は歩行者優先のため、車道寄りを徐行 

４．安全ルールを守る 

◇飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 

◇夜間はライトを点灯 

◇交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 

５．子どもはヘルメットを着用 
 

問 下妻警察署 43-0110 

市消防交通課 43-8309   43-4214  

就職すると決めた｢あなた｣を応援します 
 

いばらき県西若者サポートステーション(通称サポス

テ)は、課題克服のためのセミナー、面接練習、履歴書

の添削など、本人に合わせたさまざまなサポート実施

により、就職決定のお手伝いをしています。昨年度

は、たくさんの方から相談を受け、相談件数が1,000

件を超えました。まずはお気軽に、出張相談会にご参

加ください。ビデオ通話相談も行っています。 

※就職先のあっせんはしていません 
 
◆日時 ４月４日(木)、18日(木)、５月16日(木) 

各日 午前10時～午後０時30分 

◆場所 ハローワーク下妻内 サポステ専用ブース 

◆費用 無料 

◆相談員 いばらき県西若者サポートステーション相 

     談員 

◆対象者 就職で悩んでいる15～39歳の若者、その 

     保護者または関係者 

◆申込方法 前日午後４時までにサポステに電話また  

      はメールで予約 
 

問 申 いばらき県西若者サポートステーション 

54-6012   54-6013 

開所時間 午前９時30分～午後５時30分 

火～土曜日(祝日を除く) 

hola@iw-saposute.org 

道路工事にご協力を 
 

黒駒地内において道路工事を実施しています。工

事期間中は、全面通行止め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 ５月中旬まで(工事期間延長のため) 

◆工事内容 歩道整備工事 

◆工事箇所 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市建設課 45-8125   43-294  

別府地区通行止めにご協力を 
 

市内の別府地区では、４月上旬から堤防の拡幅、

かさ上げ工事に伴い、大形橋から上流約600ｍ区

間の堤防上の道路が、一定の区間ごとに終日全面通

行止めとなります。堤防整備工事期間中は、迂回な

どのご協力をお願いします。 

※詳細な区間や期間は、現地の看板でお知らせし 

 ます 
 
◆通行止め期間 ４月上旬ごろ～６月下旬 

◆工事場所 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 国土交通省下館河川事務所 鬼怒川緊急対策   

        プロジェクト監督官詰 

       0297-43-9021   0297-43-9023  
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＜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 
× 

  
  

  
  

  
  

  
  

４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)を転送不要郵便で送付し

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。 

４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 

 

 

 

 

 

 

 

４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 

休館 
２ ３ ４ ５ ６ 

７ 
８ 

休館 
９ 10 11 12 13 

14 
15 
休館 

16 17 18 19 20 

21 
22 
休館 

23 
24 
休館 

25 26 27 

28 29 
30 
休館 

        

日程 会場 内容 対象者 自己負担額 
４月10日(水) 
  11日(木) 

13日(土) 
６月25日(火) 

26日(水) 
７月７日(日) 

８日(月) 

下妻保健センター 

[本城町3-36-1] 
セット健診(健康診査＋胃がん検診) 

◇30～39歳の方(保険証不問) 
◇40～74歳の方(国保加入者) 

2,000円 

４月12日(金) 
６月27日(木) 

千代川公民館 

[鬼怒230] 

日程 会場 内容 対象者 自己負担額 
４月13日(土) 
６月26日(水) 
７月８日(月) 

下妻保健センター 

[本城町3-36-1] 

胃がん検診のみ(バリウム検査) 30歳以上の方(保険証不問) 500円 

健康診査のみ 
◇30～39歳の方(保険証不問) 
◇40～74歳の方(国保加入者) 

1,500円 

健(検)診項目 対象者 自己負担額 

肺がん・結核検診 妊娠中および妊娠の可能性のある方以外 
  39歳以下     700円 

40～64歳   300円 
  65歳以上        無料 

前立腺がん検診 40歳以上男性 500円 
肝炎ウイルス検査 40歳以上の未実施者 500円 
大腸がん検診 30歳以上 300円 
胃がんリスク検査 胃バリウム検査受診かつ40～70歳の5歳刻みの年齢 1,500円 

【予約受付中】『セット健診・胃がん検診』追加募集 
 
 ｢セット健診｣は、｢健康診査｣と｢胃がん検診｣が同時に受けられます。両方ご希望の方は、ぜひ｢セット健診｣を

予約し、快適に健診をお受けください。次の日程は、必ず予約が必要です。 

※対象者は、平成32年３月31日時点の年齢です 
 
◆予約方法 

１．健診の内容を確認する。(下表の｢セット健診｣｢健康診査のみ｣｢胃がん検診のみ｣の中からお選びください) 

２．希望の日程・受付時間を決める。【受付時間】①午前７時 ②午前８時 ③午前９時 ④午前10時 

３．下妻保健センターに電話または来所にてお申し込みください。 

※日程によっては、すでに定員に達している場合もありますので、ご了承ください 
 
【セット健診(健康診査＋胃がん検診(バリウム検査))希望の方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【胃がん検診のみまたは健康診査のみを希望の方】 

 

 

 

 

◎75歳以上の方は、お問い合わせください。 
 
 ※ご希望であれば、以下の検診も一緒に受診できます 

 

 

 

 

 

 

 

 

【集団健診での｢胃がんバリウム検診｣に｢胃がんリスク検査｣を追加して受けられます】 

胃がんリスク検査は、血液検査で｢ピロリ菌の感染有無｣と｢ペプシノーゲンの値から萎縮の有無｣の２項目を調 

べ、胃がんの発生リスクが高いかどうかをみる検査です。 

◇対象者 次の①、②をどちらも満たす方 

①市が実施する｢胃がんバリウム検診｣を受ける方 

②40・45・50・55・60・65・70歳の方(平成32年３月31日現在の年齢) 

※ただし、次の条件に１つでも該当する方は受診できません 

胃の治療をしている方、胃の切除をした方、ピロリ菌の除菌をした方、腎不全の方 
 

問 申 市保健センター 43-1990   44-9744 

市立図書館 開館カレンダー/４月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※４月24日(水)は、館内整理日のため休館 

※４月29日(月)は、祝日のため午後５時まで開館 

※４月30日(火)は、臨時休館日 
 

問 市立図書館 43-8811   43-8855  

日 月 火 水 木 金 土 

  
１ 

休館 
２ ３ ４ ５ ６ 

７ 
８ 

休館 
９ 10 11 12 13 

14 
15 
休館 

16 17 18 19 20 

21 
22 
休館 

23 24 25 26 27 

28 29 30 
 

  
      

ふるさと博物館 開館カレンダー/４月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 ふるさと博物館 44-7111   44-7115 

花とふれあいまつり｢花の株券｣にご協力を 
 

花と一万人の会主催による｢第28回花とふれあいまつ

り｣が、５月19日(日)に鬼怒フラワーラインで開催され

ます。それに先立ち、｢花の株券(絵はがき、花の種、抽

選券、バーベキュー・そば・うどん共通引換券付き)｣を

販売しています(１枚1,000円)。 

｢花の株券｣で集まった資金は、花とふれあいまつり

や鬼怒フラワーラインの整備に使われています。 

 また、花と一万人の会では推進委員として協力して

くれる方を随時募集しています。 
 
◆株券取扱場所 

◇市役所第二庁舎 ２階 都市整備課 

◇市役所千代川庁舎 １階 商工観光課 

◆取扱会員 

 飯島順一、大内修、須藤洋一、浅野清一、浅野政 

 行、飯島和一、飯島澄江、飯塚武彦、飯塚次彦、池 

 田一浩、稲葉直樹、苅部好美、小竹昌子、柴孝光、 

 柴信一、須藤健、関口知充、関良彦、堤俊勝、平塚 

 昌利、矢島博明、大和田正治、草間謙一郎 
 

問 花と一万人の会事務局(市都市整備課内) 

        43-8356   43-2945  



日にち 
５月25日(土) 11月16日(土) 
６月８日(土) 11月23日(土・祝) 

７月20日(土) 12月14日(土) 
８月17日(土) 平成32年１月25日(土) 
９月21日(土) ２月15日(土) 
９月28日(土) ３月28日(土) 

『古河市中央運動公園 陸上教室』 

参加者募集 
 

◆期日(全12回) ※雨天中止 

 

 

 

 

 

 
 
◆時間 午前10時～正午 

◆場所 古河市中央運動公園 陸上競技場 

    [古河市下大野2528] 

◆対象 西南地方広域市町村管内(下妻市、古河 

    市、坂東市、常総市、八千代町、五霞 

    町、境町)に在住する小学生 

◆定員 ◇１・２年生 30人 

    ◇３・４年生 15人 

    ◇５・６年生 15人 

◆費用 無料 

◆申込開始 ４月20日(土)午後２時～ 

◆申込方法 

 保護者が直接｢古河はなもも体育館(中央運動 

 公園総合体育館)｣までお申し込みください。 

※同意書の記入があるため、代理の申し込みは 

 不可 

※午後１時30分～２時に整理券を配布 

※受付開始時間に定員を超えた場合は、その場 

 で抽選により受講者を決定します 

◆主催 古河市 

 

申 問  
古河はなもも体育館(古河市中央運動公園総合体育

館) 0280-92-5555   0280-92-8383 

※受付時間 午前９時～午後５時(土・日曜日、祝 

 日を除く) 

｢子どもの可能性を伸ばす☆ 

 子どもカフェ｣開催 
 

子どもたちの可能性を伸ばすのは、大人の関

わり方と考え方次第です。｢あなたにできるこ

とが必ずあるよ だから、自分ができること、得

意なことをさがして、挑戦してみてね｣ 

子どもカフェで子どもたちが、自分ができる

ことに挑戦します。 
 
◆日時 ４月４日(木)午前11時～午後４時 

◆場所 かふぇまるcafe&studio  

    [下妻乙339-2] 

◆入場料 無料 ※講演会・飲食は有料です 

◆内容 

◇子どもがチャレンジ 

ホライズンコーヒーの提供、MOMOのマ 

フィン販売など 

◇講演会 ※事前申し込み制 

 ｢子どもは魔法の宝箱～ひとりひとりの異な 

  る可能性を伸ばすために～｣  

 【講師】小野村 哲 氏 

◇フリーライブ、ミニ作品展ほか 

◎講演会の申し込みやイベントの詳細は、ホー 

 ムページをご覧ください。 

 

 

 

 
 

イベントホームページ 

問 申 
子どもの可能性を伸ばす☆子どもカフェ♪実行

委員会  

090-8430-8592(太刀川(たちかわ))  

ハッピーな出会いと結婚を応援 

いばらき出会いサポートセンター 
 
 いばらき出会いサポートセンターでは、結婚

を希望する独身の方を対象に、結婚に関するあ

らゆる悩み相談を無料で行っています。 

また、会員に登録(登録料10,500円/３年間)

すると、マッチングシステムにより希望のお相

手を探すことができます。 

結婚を希望している方やご家族の方は、まず

はお電話やメールでお気軽にお問い合わせくだ

さい。 
 

問 申 

一般社団法人 いばらき出会いサポートセンター 

029-224-8888   029-224-8921 

 r-line@ibccnet.com 

いばらき出会いサポートセンター 県西センター 

49-9222   49-9222 

｢混声合唱団コールクリスタル 

 12周年記念コンサート｣開催 
 
混声の美しい響きの合唱曲や耳慣れた懐かし

い曲などのハーモニーをどうぞお楽しみくださ

い。 
 

◆日時 ４月28日(日)午後１時30分～ 

          (開場 午後１時～) 

◆会場 千代川公民館 ホール [鬼怒230] 

◆入場料 無料 
 

問 申 コールクリスタル 

  080-3121-1395(小川) 

                  43-3519(市生涯学習課)  

700MHz利用推進協会による 

テレビ受信障害対策 
 
市内の一部の地域において、携帯電話事業者に

よる新しい電波(700MHz帯)の利用開始に伴い、

テレビ映像に影響(ノイズなどの発生)が出る恐れが

あります。 

地上デジタルテレビに影響が出た場合は、700 

MHz利用推進協会にて回復作業を行いますので、

コールセンターまでご連絡をお願いします。 
 

問 
一般社団法人 700MHz利用推進協会 テレビ受信 

障害対策コールセンター 0120-700-012 

IP電話の場合(有料) 050-3786-0700 

※受付時間 午前９時～午後10時(土・日曜日、祝 

 日を含む)  

す。 

『ボーイスカウト１日体験(デイキャンプ)』 

参加者募集 
 

 ボーイスカウト下妻第１団では、自然や社会と

触れ合いながら、楽しい遊びの中で、自分で考

え、自分のことは自分でする。また、フェアープ

レイの精神や忍耐、誠実、責任などを学び、生き

抜く力、自立心や創造力を養うことを目的とし活

動を行っています。 
 
◆日時 ４月21日(日)午前９時～正午 

◆集合場所 小貝川ふれあい公園 バーベキュー場 

      [堀篭1650-1] 

◆募集対象 小学３～５年生 

◆参加費 無料 

◆活動内容 野外ゲーム、工作、野外料理など 

◆持ち物 水筒、マイカップ 

◆服装 動きやすい服装 

◆申込締切 ４月11日(木)まで 

◆その他 

 雨天時は、体験場所や内容が変更になる場合が 

 あります。変更の場合は、随時お知らせしま 
 

問 申 ボーイスカウト下妻１団 

     43-6269(須藤)   43-6269 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成31年度 

茨城県警察官採用試験(第１回)実施 
 
◆試験区分、採用予定人員および受験資格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※上記資格以外に欠格事項および身体基準がありま 

 すが、今回の試験から身体基準のうち、男女共に 

 身長・体重の項目が撤廃されました。詳しくは、 

 警察官採用案内ホームページ、警察署・交番・駐 

 在所で配布している試験案内をご確認ください 

◆採用予定年月日 

◇Ａ区分 10月１日(火) 

     または平成32年４月１日(水) 

◇Ｂ区分 10月１日(火) 

◆第１次試験日 ５月12日(日) 

◆申込締切 ４月12日(金)午後５時まで 

※インターネット(電子申請)による申し込みのみ 

◎下妻警察署では、採用試験説明会を開催しま 

 す。説明会の詳細、採用試験に関するお問い合 

 わせは、下妻警察署までお願いします。 
 

問 下妻警察署 43-0110 

http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/saiyo/ 

ibarakipc_site/ 

『下妻市パークゴルフ協会』会員募集 
 

下妻市パークゴルフ協会では、平成31年度会員を

募集します。 

パークゴルフとは、クラブ１本とボール１個、

ボールを置くティだけあれば、芝生の上で太陽の光

をいっぱい受けながらボールを打ち、打数を競い

合って楽しく遊べる健康的なスポーツです。興味の

ある方は、お気軽にお問い合わせください。 
 
◆会費 ◇入会費 1,000円(初年度のみ) 

    ◇年会費 1,000円 

※随時募集 

◆入会資格 市内在住・在勤(年齢制限なし) 

◆活動内容 

◇毎週火～日曜日 練習日(各クラブにより異なる) 

◇１～11月 月例会(月1回) 

◇12月 チャンピオン大会 

※その他、市長杯などの各種大会あり 

◆主な活動場所 

 小貝川ふれあい公園 パークゴルフ場  

 [堀篭1650-1] 
 

申 問 下妻市パークゴルフ協会 

       43-0045(関) 

       43-3049(渡辺)   43-3049  



お知らせ版 No.３ 

 

 
 

３/４枚 

発行◆下妻市役所［  下妻市本城町二丁目22番地］ 編集◆秘書課 

市役所へのお問い合わせは                         

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

医療機関名 電話番号 
浅田医院 44-3957 
宇津野医院 45-0311 
加倉井皮膚科クリニック 30-5007 
軽部病院 44-3761 
菊山胃腸科外科医院 44-2014 
湖南病院 44-2556 
坂入医院 43-6391 
砂沼湖畔クリニック 43-8181 
とき田クリニック 44-3232 
とやまクリニック 30-5010 
中山医院 43-2512 
平間病院 43-5100 
古橋医院 44-2792 
古橋耳鼻咽喉科医院 45-0777 
三津山クリニック 48-9131 
渡辺クリニック 43-7773 

高齢者肺炎球菌予防接種費用を助成します 
 
 市では、高齢者肺炎球菌予防接種について接種費用の

一部を助成しています。 

 ４月１日から、平成31年度に定期接種の対象となる

方の助成を開始します。接種を希望する方は、送付され

た接種券を医療機関に持参して接種を受けてください。 
 
◆接種期限 平成32年３月31日(火)まで 

◆公費助成額 3,000円(１回のみ) 

◆定期接種対象者 

◇平成32年３月31日の年齢が、65・70・75・80・ 

 85・90・95・100歳の方 

◇接種日に60歳以上65歳未満で、心臓・じん臓・呼吸 

 器の機能・ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障 

 害を有している方 

※対象年齢の方でも、過去に高齢者肺炎球菌の予防接種 

 を受けたことがある方は、助成の対象となりません 

 (自費で接種している場合も、助成の対象となりませ 

 ん) 

◆接種券 

 定期接種対象の方には、３月末に接種券などを送付し 

 ます。必ず送付された接種券と保険証を医療機関に持 

 参し、接種を受けてください。接種券を紛失してし 

 まった場合は、接種する方の保険証を持参し、事前に 

 下妻保健センターで再発行の申請をしてください。 

◆接種できる市内協力医療機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

※市外の広域予防接種協力医療機関については、事前 

 に下妻保健センターに確認してください 
 

問 市保健センター 43-1990   44-9744  

市立図書館 おはなし会/４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 ４月13日(土) 

    午前10時30分～11時30分 

    午後２時～３時 

※４月予定の｢にちようびのおはなし会｣は、５月 

 ５日(日)午前10時30分から行います 

◆場所 市立図書館 児童室(おはなしコーナー) 

    [砂沼新田35-1] 
 

問 申 市立図書館  

          43-8811   43-8855  

小貝川フラワーフェスティバル2019 

『市民ステージ』参加団体募集 
 
◆日時 ５月26日(日)正午～午後３時 

◆場所 小貝川ふれあい公園 イベント広場  

    特設ステージ [堀篭1650-1] 

◆内容 

 演奏・踊りなどのジャンルは問いません。参加 

 団体の方に発表の場を提供します。 

◆対象 

 代表者が市内在住であり、活動の拠点が市内に 

 ある団体 

※個人での参加はできません(団体参加での個人 

 披露なども含む) 

◆申込方法 

 参加希望団体は、市役所商工観光課へ電話でお 

 申し込みください。 

◆募集期間 

 ４月４日(木)午前９時～12日(金)午後５時  

※土・日曜日は除く 

◆発表時間 

 参加団体代表者会議で調整をします。 

◆参加団体代表者会議 

◇日時 ４月23日(火)午後４時～ 

◇場所 市役所千代川庁舎第二会議室 

※参加団体代表者会議には、必ずご出席ください 
 

問 市商工観光課  

     44-0732   44-6004  

脳検診の受診料を補助します 
 

 医療機関で脳検診を受ける方に受診料の２分の１

(限度額15,000円まで)を補助します。 

 

◆対象者 次の全ての要件を満たす方 

◇市内に住民登録をしている 

◇受診日現在40～74歳 

◇５月１日～平成32年２月29日に受診できる 

◇医療機関で受診する 

◇平成30年度に当該補助を受けていない 

◇市税を滞納していない 

◆対象となる検診内容 

 脳関連検査 (MRI脳実質撮影、MRA脳血管撮 

 影、頚椎X線撮影) 

※健康保険の適用を受けた検査は、補助の対象外 

◆定員 110人 ※定員を超えた場合は抽選 

◆受付期間 ４月４日(木)～15日(月) 

※土・日曜日、祝日を除く 

◆申込方法 下妻保健センターに来所し、お申し

込みください。 

※電話での申し込みはできません 

 

問 市保健センター  

       43-1990   44-9744  

禁煙外来治療の一部を補助します 
 

医療機関で保険適用となる禁煙外来治療を終えた

方に自己負担額の２分の１(限度額10,000円まで)

を補助します。 

 

◆対象者 次のすべての要件を満たす方 

◇治療完了時に20歳以上で市内に住民登録をして 

 いる 

◇禁煙治療外来を実施している医療機関で治療を 

 終え、禁煙治療を終了したことが確認できる証 

 明書・領収書などを受けている 

◇市税を滞納していない 

◇これまでに補助金の助成を受けていない (助成 

 は１人１回限り) 

◆定員 先着20人 ※定員になり次第締め切り 

◆受付開始 ４月１日(月)～ 

※土・日曜日、祝日を除く 

◆申請方法 

 禁煙外来治療終了日から２カ月以内に下妻保健 

 センターに来所し、申請してください。 

◆申請に必要なもの 

 ①医療機関発行の領収書・明細書 ②禁煙外来治 

 療が完了したことが確認できるもの ③健康保険 

 証 ④印鑑 ⑤補助金振込先の預金通帳 

 

問 市保健センター  

   43-1990   44-9744  

肺がんドックの受診料を補助します 
 

 医療機関で肺がんドックを受ける方に受診料の２分

の１(限度額15,000円まで)を補助します。 

 

◆対象者 次の全ての要件を満たす方 

◇市内に住民登録をしている 

◇受診日現在40～74歳の方 

◇平成32年２月29日までに受診できる 

◇喫煙歴があるまたは喫煙している方で医療機関 

 で受診する 

◇平成30年度に当該補助を受けていない 

◇市税を滞納していない 

◆対象となる検診内容 

CT(コンピューター断層撮影)を中心とした胸部 

レントゲン・喀痰細胞診など肺がん関連検査 

※健康保険の適用を受けた検査は、補助の対象外 

◆定員 先着５人 ※定員になり次第締め切り 

◆受付開始 ４月４日(木)～ 

※土・日曜日、祝日を除く 

◆申込方法 下妻保健センターに来所し、お申し込

みください。 

※電話での申し込みはできません 

   

問 市保健センター  

   43-1990   44-9744  

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付けたい方 
 
◆コース スマート情報システム科 
 
◆期間 ６月３日(月)～11月27日(水) 
 
◆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) 
 
◆施設見学会 ４月４日(木)、11日(木) 

       午後１時～３時 ※予約不要 
 
◆申込方法 

 ４月12日(金)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  



婚活情報｢出会いパーティー｣開催 
 

◆日時 ４月29日(月・祝) 

    午後１時30分～４時30分 

    (受付 午後１時～) 

◆会場 古河市とねミドリ館 

     [古河前林1953-1］ 

◆対象者 

◇Ａコース 独身男女 20～30歳代の方   

◇Ｂコース 独身男女 40～50歳代の方 

◆参加費 男性 3,000円 女性 1,000円 

◆申込締切 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 

※市ホームページにて近隣市町村の出会いパー 

 ティー情報掲載中 

 

問 申 NPO法人ベル・サポート 

     0280-87-7085    

      0280-33-8176  

平成31年度 国税専門官採用試験実施 
 

 国税局や税務署において、税のスペシャリストと

して働く国税専門官(国家公務員)を募集します。 

 

◆受験資格 

◇平成元年４月２日～平成10年４月１日生まれの者 

◇平成10年４月２日以降生まれの者で次に掲げる者 

①大学を卒業した者および平成32年３月までに大学 

 を卒業する見込みの者 

②人事院が①に掲げる者と同等の資格があると認め 

 る者 

 

◆試験の程度 大学卒業程度 

 

◆申込方法など 

【原則】インターネット申し込み 

 次のアドレスへアクセスし、説明に従って入力し 

 てください。 

 http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html 

◇受付期間 ３月29日(金)午前９時～４月10日(水)  

※受信有効 

【インターネット申込みができない場合】 

 郵送または持参してください。      

◇提出先 希望する第１次試験地に対応する国税局 

 または沖縄国税事務所 

◇受付期間 ３月29日(金)～４月１日(月) 

※通信日付印有効 

 

◆試験日 

◇第１次試験日 ６月９日(日) 

◇第２次試験日 

 ７月11日(木)～19日(金)のいずれか第１次試験合 

 格通知書で指定する日時 

 

◆試験地 

◇第１次試験地 

 高崎市、さいたま市、新潟市、松本市ほか 

◇第２次試験地 さいたま市ほか 

 

◆合格者発表日 

◇第１次試験合格者 ７月２日(火)午前９時 

◇最終合格者 ８月20日(火)午前９時 

 

問 

<インターネット申し込みに関する問い合わせ> 

人事院 人材局試験課 03-3581-5311 

※午前９時～午後５時(土・日曜日、祝日は除く) 

<上記以外の問い合わせ> 

関東信越国税局 人事第二課 試験係  

048-600-3111 

※午前８時30分～午後５時(土・日曜日、祝日は除 

 く) 

｢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課せられていますので、安

心してご相談ください。 

 

◆日時 ４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 
 
※予約不要 

 

問 茨城県行政書士会 県西支部  

     25-1907(増戸)   25-1802  

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 
 

多目的ホール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 

 ４月１日(月)、４日(木)、８日 (月)、11日(木)、 

 22日(月)、25日(木)、29日(月・祝) 

◆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  

『近隣市町シニアビーチボールバレー』 

参加チーム募集 
 
◆日程 ５月26日(日)～８月25日(日) 

リーグ戦(全４回) 

※詳細は、監督者会議でお知らせします 

◆場所 市立総合体育館 [本城町3-36-1] ほか 

◆参加資格 

 【男子】45歳以上 【女子】年齢制限なし 

※市内在住・在勤の方であれば、個人参加でも受け 

  付けます。その場合、チーム編成はリーグ戦本部 

 で行います 

◆チーム編成 

 １チーム６人以上(監督も含めて)、男女混合 

※男子59歳以下チームは特別ルールを採用、男子 

 60歳以上チームは通常ルールを採用 

※ルールの詳細は監督者会議でお知らせます 

◆参加費 ◇1チーム  5,000円 

◇個人参加 1,000円 

※監督者会議で徴収します 

◆監督者会議 

◇日時 ５月12日(日)午後６時～ 

◇場所 下妻公民館 [本城町3-36-1] 

◆申込先 

◇市役所千代川庁舎 ２階 生涯学習課 

※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 
  

問 
下妻市ビーチボールバレー連盟(リーグ戦事務局) 

090-7827-1756(澤部)   43-0830  

｢不動産鑑定士による 

 不動産無料相談会｣開催 
 

 不動産の価格などのご相談に不動産鑑定士が

無料でお応えします。 

 

◆日時・場所 

【日立会場】 

◇日時 ４月１日(月)午前10時～正午 

◇場所 日立シビックセンター ５階 501号室  

    [日立市幸町1-21-1] 

【水戸会場】 

◇日時 ４月２日(火)午前９時30分～正午 

◇場所 茨城県開発公社 １階 中会議室  

    [水戸市笠原町978-25] 

【土浦会場】 

◇日時 ４月３日(水)午前９時30分～正午 

◇場所 県南生涯学習センター ５階 小講座室１  

    [土浦市大和町9-1] 

【つくば会場】 

◇日時 ４月10日(水)午前９時30分～正午 

◇場所 つくば銀行 つくば副都心支店 ２階  

    セミナールーム２  

    [つくば市研究学園5-20-1] 

 

◆申込方法 

 当日、会場でお申し込みください。 

 

問 茨城県不動産鑑定士協会  

   029-246-1222    

    029-246-1221  

茨城県近代美術館 

企画展｢志村ふくみ展-滋賀県立近代美術

館コレクションを中心に-｣開催 

 

｢紬織｣の人間国宝・志村ふくみの初期から近年

に至る芸術の全貌を紹介します。紬織の作品を芸

術の域まで高めた手仕事のちからと魅力を、ぜひ

ご堪能ください。 

 

◆開催期間 ４月６日(土)～６月２日(日) 

※月曜日は休館 

※４月27日(土)～５月６日(月・祝)は無休 

※５月７日(火)は展示替えのため休館(前期・後期 

 でほぼ全ての作品が入れ替わります) 

◆開館時間 午前９時30分～午後５時 

※入場は午後４時30分まで 

◆入館料 ◇一般    1,080(980)円 

◇満70歳以上   540(490)円 

◇高大生    850(720)円 

◇小中生    480(360)円 

※( )内は20人以上の団体料金 

※障害者手帳・指定難病特定医療費受給者証など 

 をお持ちの方は無料 

※４月20日(土)は満70歳以上の方無料 

※土曜日は高校生以下無料 

 

問 茨城県近代美術館 029-243-5111 

               029-243-9992 



不法投棄110番 
 

産業廃棄物の不法投棄・焼却、不適正な土砂

の盛土などを見かけたら、情報提供をお願いし

ます。 

 

問 
県不法投棄110番(フリーダイヤル) 

0120-536-380 

県不法投棄対策室 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  

い。 

野焼き(廃棄物の野外焼却)は禁止 
 

家庭ごみ、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。 

｢煙で洗濯物に臭いが付いてしまった｣｢家の中

にまで臭いが入ってきて体調を悪くした｣｢火が

大きくなって火災になるかと思った｣など野焼き

を原因とする苦情がたくさん市に寄せられてい

ます。 

野焼きの煙や臭いは予想以上に遠くまで飛散

し、知らないうちに多くの方に迷惑をかけてい

ます。 

野焼きは｢廃棄物処理法｣で一部の例外を除い

て禁止されています。(罰則規定：５年以下の懲

役又は1,000万円以下の罰金) 

野焼きはしないで、廃棄物の適切な処理にご

理解ご協力をお願いします。 

 

◆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 

 よる焼却も禁止されています。 

◇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。 

◇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 

◇産業廃棄物は、専門の処理業者に依頼してく 

 ださい。 

 

問 市生活環境課  

   43-8234   44-7833 

   <休日や夜間の場合> 

   下妻警察署 43-0110 

   <火災の危険がある場合> 

   下妻消防署 43-1551 

｢遺言・相続に関する無料法律相談｣開催 
 

 茨城弁護士会では、遺言・相続に関する無料法律

相談を実施します。 

 

◆水戸会場 

◇日時 ４月16日(火)午後１時～４時 

◇場所 茨城県弁護士会館 [水戸市大町2-2-75] 

◇定員 先着６人 ※事前予約制 

◇予約先 茨城県弁護士会 水戸相談センター 

029-227-1133 

◆土浦会場 

◇日時 ４月18日(木)午前10時～午後８時 

◇場所 茨城県弁護士会 土浦支部 [土浦市中央1- 

    13-3大国亀城公園ハイツ304] 

◇定員 先着14人 ※事前予約制 

◇予約先 茨城県弁護士会 土浦支部事務局 

029-875-3349 

 

問 茨城県弁護士会事務局  

   029-221-3501   029-227-7747  

『文化祭発表団体(下妻会場)』募集 
 
市文化祭実行委員会では、平成31年度の文化祭で発表

を行う団体を募集します。 
 

◆発表日 11月１日(金)～４日(月・祝) 

◆募集期間 ４月１日(月)～17日(水) 

◆会場 下妻会場(市民文化会館 [本城町3-36-1]) 

※新規で参加を希望する団体は、文化祭実行委員会の承 

 認が必要な場合があるので、事前にお問い合わせくだ 

 さい 

※千代川会場での発表は、後ほど募集する予定です 

◆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。 

※受付時間 午前８時30分～午後５時15分 

※郵送可 
 

問 申 市文化祭実行委員会事務局(市生涯学習課内) 

          45-8996   43-3519  

わらべうた・あそびランド｢くさぶえ｣54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｣54集 

◆内容 ◇幼稚園・保育園児 口頭詩(つぶやき) 

    ◇小学生・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 
 

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 

届け出の提出時期 
平成30年10月24日～改正法の全面施行日の前日 

改正法全面施行 
(※施行日は未定) 

改
正
法
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面
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行
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年
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改正法一部施行 
(平成30年10月24日) 

届
出
書
提
出
期
間 

改正法公布 
(平成30年４月25日) 

全ての古物商は 

｢主たる営業所等の届出｣が必要です 
 

 古物営業法が改正になり、古物営業を続ける予定

の古物商は、｢主たる営業所等の届出｣を行う必要が

あります。 

 届け出は、主たる営業所の所在地を管轄する警察

署の生活安全課(係)で行ってください。改正法全面

施行日の前日までに届け出を行わない場合は、営業

許可が失効します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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が参加できる教室を

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(平成31年５月～平成32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  

      [長塚乙4-1] 
 
◆コース ◇親子(小学生)初心者コース 

      午前９時～10時 

     ◇親子(小学生)初級コース 

      午前10時15分～11時15分 

     ◇一般初級コース 

      午前11時30分～午後０時30分 

※中学生・高校生は一般のコースへ 
 
◆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。 

◇雨天時および猛暑日などは中止します。(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。 

◇最少定員(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 ４月15(月)まで 

 

問 申 砂沼広域公園管理事務所 

          43-6661   43-6663  
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                   http://www.city.shimotsuma.lg.jp/

補助金申請受け付けます 
 

４月から、住宅用の太陽光発電システム設置事業、エ

ネファームおよび蓄電池設置事業、浄化槽設置事業の補

助金申請を受け付けます。 

※先着順、予算がなくなり次第受け付け終了 

※補助を受けるための条件や申請書類は、市のホーム 

 ページで確認してください 
 

問 市生活環境課 43-8234   44-7833  


