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有害鳥捕獲実施 
 

収穫前の果実 (スイカ・メロン )や野菜 (かぼ 

ちゃ・とうもろこし)をカラス・ドバトの食害から

守るため、銃器による捕獲を下妻市鳥獣被害対策

実施隊の協力により実施します。ご理解ご協力を 

お願いします。 
 
◆期間 ５月25日(土)～６月25日(火) 

※日の出～日の入り          

◆対象地区 千代川地区全域 

◇重点地区 別府、皆葉、五箇、村岡 
 
◎捕獲は｢下妻市鳥獣被害対策実施隊｣の黄色い腕 

   章をつけて行います 
 

問 市農政課 44-0729   43-3239 

参議院議員通常選挙の若者による 

『期日前投票立会人』募集 
 
 ７月に執行する予定の参議院議員通常選挙にお

いて若者による期日前投票立会人を募集します。 
 

◆対象者  

 選挙権を有し、原則として18歳～30歳代の方 
 
◆募集人数 のべ64人 

※７月５日(金)～20日(土)各日４人 
 
◆報酬 日額9,500円 ※昼食付 
 
◆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 

 番号通知カードまたはマイナンバーカード ④ 

   本人確認書類(運転免許証、健康保険証など) 

※すでに個人番号を市に登録している場合は③、 

   ④の提示は不要です 
 
◆申込期限 ６月21日(金)まで 
 

問 市選挙管理委員会(総務課内)  

43-2115   43-4214 

６月１日～７日は水道週間です 
 

水道週間は、厚生労働省、都道府県、市町村の

水道事業所などによって｢いつものむ いつもの水

に 日々感謝｣をスローガンに実施されます。 

毎日の暮らしに欠かすことのできないライフラ

インとして重要な水道について、この機会に考え

てみませんか。 

水道事業は、使用者の皆さまからの水道料金に

より運営されている事業です。より一層の給水

サービスの向上を図るため、皆さまのご理解ご協

力をお願いします。 
 

問 市上下水道課  

   44-5311   44-5312 

児童手当の現況届をお忘れなく 
 

児童手当は、毎年、養育状況や所得の確認をするために、６月中に現況届を提出することになっていま

す。対象となる方には６月上旬に通知を送付しますので、同封の現況届に必要事項を記入の上、次の申請

受付日に提出してください。未提出の場合は、６月分以降の手当が受けられなくなります。 
 
◆受付場所 市役所本庁舎 １階 市民ホール  

◆受付時間 午前９時～11時、午後１時～４時 

◆持ち物 

◇同封の現況届 

◇印鑑(ゴム印不可) 

◇健康保険証の写し(受給者のもの) 

※保険証のコピーの余白部分を切り取らずにお持ちください。(下妻市国民健康保険加入者は不要) 

◇受給者とその児童が別居の場合、その児童の属する世帯の住民票謄本 

◇所得の申告をしていない方は、前年中の所得を申告した控えなどの書類 

◇その他必要に応じ、提出する書類などがある場合もあります。 

◆申請受付日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎混雑を緩和するため、地区ごとに申請受付日を指定しています。できる限り指定の日にお越しください。指定

日に都合の悪い場合は、別の申請受付日でも申請できます。 
 

問 市子育て支援課 45-8120   30-0011 

受付日 受付地区 
6月13日(木) 下妻①地区 下妻甲、乙、坂本新田、本城町、小野子町、本宿町、大木新田 

14日(金) 下妻②地区 下妻丁、戊、田町 
17日(月) 下妻③地区 下妻丙、砂沼新田、石の宮、長塚 
18日(火) 上妻①地区 黒駒、江、平方、尻手、渋井、桐ヶ瀬、前河原、関本下 
19日(水) 上妻②地区 赤須、柴、半谷、大木、南原 
20日(木) 大宝地区 大宝、北大宝、平川戸、横根、坂井、比毛、堀篭、大串、平沼、福田、下木戸 
21日(金) 騰波ノ江地区 若柳、神明、下宮、数須、筑波島、下田、中郷 
24日(月) 総上地区 小島、二本紀、今泉、中居指、古沢 
25日(火) 豊加美地区 加養、新堀、亀崎、樋橋、肘谷、谷田部、山尻、柳原、袋畑 
26日(水) 高道祖地区 高道祖 
27日(木) 蚕飼、大形地区 大園木、鯨、鎌庭、別府、皆葉、五箇、村岡 
28日(金) 宗道地区 田下、下栗、本宗道、鬼怒、宗道、渋田、見田、唐崎、長萱、伊古立、原、羽子 
29日(土) 

全地区 
30日(日) 

児童手当・特例給付の定期支払日は、 

６月10日です 
 
児童手当・特例給付の支給について、６月10日(月)

が定期支払日です。 

なお、金融機関の処理状況により、口座への入金時

間は異なりますので、時間を置いて、ご確認くださ

い。 

また、これまで年３回(10・２・６月)送付していた

支払通知書が、平成30年10月の定期支払分の通知か

ら年１回(年間の支払予定額記載)になりました。 

これに伴い、現金支給などの個別通知を除き、６月

の支払通知は発送しませんのでご了承ください。 
 

問 市子育て支援課  

    45-8120   30-0011 

福受給者証(マル福)が新しくなります 
～ひとり親・重度心身障害者～ 
 
≪要件を満たす方には受給者証を郵送します≫ 

現在ご使用の福医療福祉費受給者証は、有効期限が６月

30日(日)までとなっています。マル福支給要件を満たし、

制度に引き続き該当する方には、新しい福受給者証を６月

21日(金)ごろに郵送します。 

≪窓口での更新が必要な方≫ 

市役所保険年金課窓口での手続きが必要な方には、個別

に通知しますので、手続きをお願いします。 

◇所得の確認ができない方(住民税未申告者、転入者など) 

◇受給者証の記載内容に変更がある方(被保険者証の変更 

 など) 

◇支給要件が変更になる方 

◇ひとり親世帯で状況確認が必要な方 

≪対象となる方≫ 

◆ひとり親 

◇18歳未満の児童および20歳未満の障害児、高校在学者 

 を監護している父子家庭の父とその子および母子家庭の 

 母とその子 

◇父もしくは母が重度障害者である父子もしくは母子など 

◇父母のいない児童。その児童を養育している配偶者のな 

 い男子および女子、または婚姻したことのない男子およ 

 び女子 

◆重度心身障害者 

◇身体障害者手帳１・２級に該当の方 

◇身体障害者手帳３級に該当の方で、その障害名が心臓・ 

 腎臓・肝臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸またはヒト免疫 

 不全ウィルスによる免疫の機能障害とされる方 

◇療育手帳の判定がＡまたはＡの方 

◇障害基礎年金１級の方 

◇身体障害者手帳３級の方で、かつ療育手帳の判定がＢの 

 方 

◇特別児童扶養手当１級の方 

◇精神障害者保健福祉手帳１級に該当する方 

※65歳以上で一定の障害のある方は、後期高齢者医療制 

 度への加入が必要です 

◎受給には所得制限があり、非該当となる場合がありま 

 す。 
 

問 市保険年金課 43-8326   43-2933 



農地の利用状況調査にご協力を 
 

市内の農地を対象とした利用状況調査を実施します。

この調査は、農地の有効利用を図るために、荒廃農地な

どの実態調査を行うものです。 

地区担当の農業委員および農地利用最適化推進委員が

地域を巡回して調査を行う際、皆さまの所有地に入る場

合もあります。ご理解ご協力をお願いします。 

農地の耕作を放棄すると、雑草の繁茂、病害虫の発

生、有害鳥獣の繁殖などの原因となる恐れがありますの

で、耕起、草刈り、除草などを行い適正な管理をお願い

します。 

 

◆調査期間 ６月上旬～８月下旬 

◆調査区域 市内すべての農地 

◆調査委員 農業委員および農地利用最適化推進委員 

※調査委員は、緑の帽子と青のビブスを着用しています 

※農地利用最適化推進委員は、農業委員会総会での意思

決定を行う農業委員とは別に、自らの担当区域におい

て、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の

発生防止・解消などの地域における現場活動を行う非

常勤特別職の地方公務員です 

 

問 市農業委員会事務局  

    45-8991   44-6004 

ご相談ください 

｢スクールサポートセンター｣ 
 
市教育委員会では、悩みごとを持つお子さまや保護

者の方が相談できる機関として｢スクールサポートセ

ンター｣を設置しています。お子さまの健やかな成長

と発達を願って、さまざまな内容の相談をお受けして

います。 
 

◆お子さまの抱えている問題 

突然学校に行きたくなくなる、学校に行く時間にな 

るとお腹が痛くなる、友達とつきあうのが苦手、な 

かなか眠れない、ひきこもってしまったなど 
 
◆保護者のみなさまの悩み 

問題行動に関すること、子育ての不安に関するこ 

と、生活習慣やしつけのことなど 

※相談は無料、秘密厳守 
 
◆開設時間 月～金曜日(午前9時～午後4時30分)  
 
◆申込方法 スクールサポートセンターまで電話でお 

                   申し込みください。 
 

問 申 スクールサポートセンター 

    30-1919   45-8998 

グレーチングふたの盗難が発生しています 
 

市内の市道においてグレーチングふた(鉄製の格子状

のふた)の盗難が相次いで発生しています。グレーチン

グふたが盗難された箇所は、通行の際に人や車などが

落下する危険性があるため十分注意してください。  

グレーチングふたがなくなっている場所を見つけた

場合はお手数ですが、市役所建設課へご連絡くださ

い。また、道路脇で不審者や不審な車などを見かけた

場合は、警察へ通報してください。ご協力をお願いし

ます。 

 

問 市建設課 45-8125   43-2945 

飯塚 榮子 横田 芳宏 
須藤 澄子 内田 博 
藏持 薫 横倉 和夫 
古澤 三枝子 横堀 孝徳 

人権擁護委員による 

全国一斉特設人権相談実施 
 

人権擁護委員は、人権侵犯の被害者の救済や人権相

談の実施など、市民の皆さまに人権について関心を

持ってもらえるよう、さまざまな啓発活動を行ってい

ます。 
 
◆日時 ６月７日(金)午前10時～午後３時 

◆場所 下妻公民館 ２階 学習室 

◆人権擁護委員   

 

 

 

 
 

問 市福祉課 43-8246   43-6750 

製造業を営む皆さまへ 

｢工業統計調査｣にご協力を 
～インターネットでの回答ができます～ 

 

2019年工業統計調査では、簡単・安心なインター

ネット回答を推奨しています。 

調査に関する全ての作業がパソコンの画面上で完結

するため、調査票への記入の手間が省けます。詳しい

利用方法は、調査票と一緒に配布される｢オンライン

調査ログイン情報｣をご覧ください。 

調査員証を身に着けた統計調査員が、調査のため訪

問します。ご協力をお願いします。 
 
◆インターネット回答期限 ６月７日(金)まで 

 

◆調査票での回答方法 

◇調査員調査 

 ６月上旬にかけて調査員が訪問し、回収します。 

◇郵送調査  

 経済産業省から調査票が郵送で届いた場合、同封の 

 返信用封筒にて郵送してください。 

 

問 市企画課 43-2113   43-1960 

狭い道路に門・塀や擁壁を造る場合は、 

道路後退(セットバック)にご協力を 
 

 道路は、日常の車の通行に限らず、災害時(火災や地 

震など)の救助活動をスムーズに行うためにも一定の幅 

員が必要です。 

 そのため、幅員４メートル未満の建築基準法上の道 

路に沿ってブロック塀や擁壁を設置する場合には、原 

則、道路中心線から２メートル後退しなければならな 

いと法律に定められています。(建築基準法第42条第 

２項、第44条) 

 皆さまのご理解とご協力をお願いします。ご不明な 

点は、茨城県県西県民センター建築指導課または市役 

所建設課にお問い合わせください。 
 

問 申 茨城県県西県民センター 建築指導課 

       24-9149   24-7249 

               市建設課 45-8127   43-2945 

クリーンポート・きぬ 

ダイオキシン類測定結果 
 

2月に実施した｢クリーンポート・きぬ｣における平

成30年度ダイオキシン類測定結果を報告します。 
 
◆排ガス(煙突中間部) 

 国の排出基準、および｢クリーンポート・きぬ｣独自

の管理目標値を下回る測定結果となりました。 

◇１号炉(2月15日測定) 

 分析結果：0.0072ng-TEQ/㎥  

◇２号炉(2月1日測定) 

 分析結果：0.013 ng-TEQ/㎥  

※国(｢ダイオキシン類対策特別措置法｣｢廃棄物処理

法｣)における排出基準：1.0 ng-TEQ/㎥  

※クリーンポート・きぬの排ガス管理目標値： 

0.5 ng-TEQ/㎥  

◆焼却灰、ばいじん 

 国の処理基準を下回る測定結果となりました。 

◇焼却灰(2月1日測定) 

 分析結果：0.0016ng-TEQ/g 

◇ばいじん(2月1日測定) 

 分析結果：1.4ng-TEQ/g 

※焼却灰、ばいじんの処理基準：3.0 ng-TEQ/g 

【用語の解説】 

◇ng(ナノグラム)  

 ナノは10億分の１の単位ngは10億分の１グラム 

◇TEQ(Toxic Equivalents) 

 ダイオキシン類の濃度(毒性の強さ)を表示する際

に、異性体ごとの毒性強度と存在量を考慮して算出

した濃度であることを明示するための記号 
 

問 下妻地方広域事務組合 クリーンポート・きぬ 

   43-8822   43-8825 

募集職種 一般事務(臨時職員) 
募集人員 1人 

業務内容 
窓口・電話対応、農業振興に関する業務、その

他事務などの補助業務 

応募資格 
◇パソコン操作のできる人(Word、Excelなど) 
◇普通自動車免許を有する人 

勤務地 農政課 
勤務時間 午前8時30分～午後5時15分(休憩60分) 

賃金など 

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

雇用期間 
7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

長で令和2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 6月12日(水)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 

納付 第1期 第2期 第3期 
口座振替利用無の場合 ７月10日(水) 10月31日(木) １月31日(金) 
口座振替納付日 ９月６日(金) 11月14日(木) ２月14日(金) 

労働保険年度更新の申告・納付 
 

労働保険年度更新の申告・納付期間は、6月3日(月)～7月10日(水)です。申告の場合は、年度更新申告書受理相

談会をご利用ください。 

一括有期事業(建設業および林業の事業者)の申告時に提出する｢一括有期事業総括表｣、｢一括有期事業報告書｣の様

式が、3枚複写から2枚複写へ変更となりました。 

労災保険率および雇用保険率は平成30年度と同率です。労働保険料の納付ついては、口座振替制度をご利用くだ

さい。申請手続きを一度行えば、翌年度以降も継続して口座振替により納付ができ、納期限も延長されます。 
 
◆納付日 

 

 

問 茨城労働局 総務部 労働保険徴収室 029-224-6213   029-224-6258 
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『下妻オープンテニス大会』参加者募集 
 

◆日時 ６月23日(日) ※予備日６月30日(日) 

◆場所 砂沼広域公園 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(16組) 

    ◇男子ダブルスＢクラス(16組) 

    ◇女子ダブルス(16組) 

※各クラス先着順、定員になり次第締め切り 

◆参加資格 ◇男子Ａクラス オープン 

      ◇女子 オープン 

      ◇男子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以上の方(シングルス、ダブルス共)は、Ｂクラ 

 スへの出場不可 

※ペアの合計年齢が120歳以上の場合は可 

◆集合時間 ◇男子 午前8時30分 

      ◇女子 午前9時30分 

※雨天順延の決定時刻は午前7時30分です。下妻市 

 テニス連盟ホームページでご確認ください 

◆試合方法 ◇トーナメント方式 

      ◇6ゲームマッチ(6-6タイブレーク)  

※コンソレ有り。申し込み数により変更有り 

◆参加費 1ペア3,000円、高校生は2,000円 

◆表彰など ◇上位入賞者に表彰あり 

      ◇全員に参加賞あり  

◆申込期限 6月16日(日)まで 

◆申込方法   

 下妻市テニス連盟ホームページ (http://shimotsu 

 ma-tennis.com/)掲載の申込書を記載の上、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 

『下妻ほたるの会』会員募集 
 

下妻ほたるの会は、ビアスパークしもつま内の

｢ほたるの里｣で、ほたるが生育できる環境づくりの

ため活動しており、随時会員を募集しています。 

一緒に活動してみませんか。 
 
◆活動拠点 ビアスパークしもつま内 ほたるの里 

◆活動内容  

 ホタルの飼育・放流、ホタル観賞会の開催、ホタ 

 ルの生育環境の整備、その他 

◆会費 一口1,000円 

◆入会方法  

 市役所商工観光課窓口(市役所千代川庁舎１階)で 

 お申し込みください。 
 

問 申 市商工観光課  

     45-8990   44-6004 

市立図書館 おはなし会 
 

市立図書館の６月のおはなし会は次のとおりで

す。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 ６月８日(土) 

 午前10時30分～11時30分 

    午後２時～３時 

｢にちようびのおはなし会｣ 

◆日時 ６月23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 

｢市民清掃デー｣・｢いきいき茨城ゆめ国体ク

リーンアップ運動｣実施 
 
◆日時 ６月２日(日)午前８時～ 

※小雨決行 

※荒天の場合は６月９日(日)に延期 

※防災行政無線にて放送 

◎自治区や企業の行事などにより当日都合がつかない

場合は、実施日前後の週末などに積極的な取り組み

をお願いします。 

◎９月に開催予定の｢いきいき茨城ゆめ国体｣では、｢き

れいなまち しもつま｣に県内外からのお客さまをお

迎えしましょう。 

◆対象ごみ 道路や広場などに散乱している｢かん、び 

      ん、紙くず｣など 

※会社や店舗から出たごみ、産業廃棄物は除く 

◆ごみ袋の配布方法 

◇市民の方 自治区長を通じ、各世帯に指定ごみ袋を 

                 配布します。 

◇企業の方 市役所生活環境課へご連絡ください。 

◆ごみの分別 

 燃えるごみ(紙くずなど)、燃えないごみ(かん、び

ん、金属、ガラスなど)に分けてください。 

◆ごみの収集 実施当日ごみの収集は行いません。 

※収集したごみは、｢ごみ収集カレンダー｣の収集日に 

 併せ、地域の集積所にお出しください 
 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833 

『しもつま砂沼の花火大会』 

記念花火協賛募集 
 

しもつま砂沼の花火大会では、打ち上げ玉に願い事

を書いた記念花火を打ち上げます。 

結婚やお子さま、お孫さまの誕生などのお祝い事、

大切な人への感謝の気持ちや告白、仲間内での記念な

どに、あなたの思いを込めた記念花火を打ち上げてみ

ませんか。 

 

◆日時 ８月３日(土)午後７時40分～９時(予定) 

※雨天決行・荒天中止 
 
◆場所 砂沼湖上 
 
◆記念花火協賛 ２万円(１口)～ 
 
◆申込締切 ６月７日(金)まで 
 
◆その他  

◇記念花火を申し込んだ方には、しもつま砂沼の花火 

 大会特別観覧席をご用意します。 

◇全花火協賛者の中から抽選で土浦全国花火競技大会 

 (桟敷席)へのご招待を実施します。(18組36人) 

◇荒天などによる中止の場合、返金はございませんの 

 で、あらかじめご了承ください。 

 

問 申 下妻市商工会事務局  

     43-3412   43-3168 

｢さつまいも定植大会｣開催 
 

鬼怒フラワーラインに1,200本のさつまいもを植

えます。フラワーラインで育てられたさつまいも

は、10月に予定しているポピーの種まきの時に掘

り起こして食べたり、加工してポピー大福になって

います。 

おいしいさつまいもを収穫するために、自分の手

で植えてみませんか。ご近所お友達お誘いあわせの

上、ぜひご参加ください。 
 
◆日時 ６月９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) 

※軍手、長靴をご持参ください 
 

問 花と一万人の会事務局(市都市整備課内) 

43-8356   43-2945 
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問 ふるさと博物館 44-7111   44-7115 
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市立図書館 開館カレンダー/６月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※６月10日(月)～20日(木)は特別整理期間のため休館 

 

問 市立図書館 43-8811   43-8855 

写真展｢めぐりくる四季｣押し花展｢四季の押

し花～めぐりくる季節とともに～｣開催 
  

写真・押し花で四季の風景を表現しました。 

 ポピー鑑賞と併せて写真・押し花で紡ぐ自然の一瞬

をお楽しみください。 
 
◆開催日 ６月２日(日)まで 

     午前９時～午後４時30分 

※６月２日(日)は午後３時まで 

◆場所 ネイチャーセンター ギャラリー１ 

◆入場料 無料 

◆共催 フォトクラブ光風会、フォトクラブ歩(あゆ 

    み)、押し花サークル 
 

問 小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター 

   45-0200   45-0363 



ご存知ですか 高次脳機能障害 

 

頭を強くぶつけたり、脳卒中などの病気で倒れた後

に｢新しいことが覚えられない｣｢人が変わった｣｢今ま

でと違う｣など感じたら、高次脳機能障害かもしれま

せん。高次脳機能障害は外見からは分かりづらく、周

りから見過ごされたり、本人も気付かないことがあり

ます。 

茨城県高次脳機能障害支援センターでは、専任の支

援コーディネーターによる相談を行っています。お気

軽にご相談ください。 

 

問 申  

茨城県高次脳機能障害支援センター 

029-887-2605   029-887-2655 

 http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/riha/ 

   sodan/kojino/index.html 

ヒナを拾わないで～手を出す前に野鳥を知ろう～ 
 

春から初夏にかけては、野鳥の子育ての季節です。

ヒナは羽ばたく練習中で、地面にいるヒナを親鳥は見

守っています。そういったヒナを親から引き離す｢誘 

拐｣をしないでください。 
 
Q ねこに襲われないですか？ 

A 野生生物が生き延びるのはわずかで、死んだ鳥が 

  食物になって他の生物の命を支えているのが自然 

  の摂理です。 
 
Q 人がヒナを育てることはできますか？ 

A 人に餌をもらい、生きる知恵を身に付けなかった 

  ヒナは、自然に放しても生きていけません。ま 

  た、勝手に野鳥を飼うことは鳥獣保護管理法に違 

  反します。 
 
※希少種など、そのままにしておけないと判断される 

 場合は、市役所生活環境課にご相談ください 
 

問 申 市生活環境課   

     43-8234   44-7833 

ご近所を犬のトイレにしていませんか 
～リードでつないで、袋を持って散歩しましょう～ 

 
わが家はきれいでも、地域の人は、他人の飼い犬の

フンで困っています。飼い主は、食事の世話と同様に

フンを始末しなければなりません。｢愛犬のフンは持ち

帰る｣フンの処理から目をそむけないで地域への配慮を

お忘れなく。持ち帰ったフンは臭いや衛生面に配慮

し、｢可燃ごみ｣として出してください。 

◎｢犬の放し飼いはやめましょう｣ノーリード散歩、公 

 園で放す、夜間のみ放すことも含みます。 
 

問 市生活環境課 43-8234   44-7833 

 

 

猫が周りに迷惑をかけていませんか 
 
～愛猫は室内で飼いましょう～ 

 自由気ままだからといって猫を外へ出すことは、

ふん尿やいたずらで周りの迷惑となり、近所トラブ

ルの原因になることもあります。猫を安全に飼養で

きることや、ご近所への気遣いのためにも「猫は室

内飼養」をお願いします。 

～のら猫にえさをやらないで～ 
 のら猫にエサをやっている人は｢飼い主｣とみなさ

れ、無計画に増える猫によるいたずらの責任を負わ

なくてはなりません。自分で飼えない猫には餌をや

らないでください。 
 

問 市生活環境課 43-8234   44-7833 

成人男性の風しん抗体検査・定期予防接種 
～対象者には個別通知を送付します～ 

 
 これまでに予防接種法に基づく定期接種を受ける機 

会がなく、抗体保有率が他の年代に比べて低い男性に 

無料で抗体検査を実施します。また、抗体検査の結 

果、十分な抗体が無い方には、風しん予防接種の費用 

を全額助成します。 
 
◆対象者 

◇検査・接種日に市に住民登録がある方 

◇昭和37年4月2日～昭和54年4月1日の間に生まれ 

 た男性 

※昭和47年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性 

 には無料クーポン券を送付します 

※昭和37年4月2日～昭和47年4月1日生まれの男性 

 で希望される方は、無料クーポン券を送付しますの 

 で下妻保健センターへご連絡ください 

◆内容 風しん抗体検査および予防接種 

◆費用 無料 

◆実施場所 

◇抗体検査 全国の協力医療機関、健診機関 

◇予防接種 全国の協力医療機関 

※市内協力医療機関は通知に掲載します。他市、他県 

 の医療機関などで希望する場合は直接お問い合わせ 

 ください 

◆持参するもの 

◇風しん抗体検査および予防接種クーポン券 

◇本人確認書類(運転免許証、健康保険証など現住所を

確認できるもの) 

※予防接種の場合は、抗体検査の結果 
 
なお、抗体検査の結果および予防接種後に医療機関か 

ら渡された本人控用の予診票は、接種済証として大切

に保管してください。 
 

問 市保健センター 

 43-1990   44-9744 

〈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

予約をおとりください。 
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６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です。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

予約をとり、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おります。６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 

 ら概ね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 

 

 

 

 

 

 

６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 申 市民課 43-8196   43-2933 

｢アルバイトの労働条件を確かめよう！｣ 

キャンペーン～７月31日まで～ 
  

茨城労働局では、特に多くの新入学生がアルバイト

を始める4月から、「労働契約の際の労働条件の明

示」など、学生アルバイトの労働条件を確保する上で

重要な事項について周知・啓発などのキャンペーンを

実施しています。 

 

【アルバイトでおかしいと思ったら、ネットで検索＆

電話で相談】 

◆ポータルサイト｢確かめよう 労働条件｣ 

 http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/par 

   ttime/ 

 

◆総合労働相談コーナー(若者相談コーナー) 

 茨城労働局雇用環境・均等室 

 029-277-8295 

 または筑西労働基準監督署 

※月～金(祝祭日・年末年始を除く)午前8時30分～午 

   後5時15分 

 

◆労働条件相談ほっとライン 

 0120-811-610 

※月～金曜日 午後5時～午後10時、土・日曜日 午前 

   9時～午後9時 

 

問 茨城労働局雇用環境・均等室 

   029-277-8294   029-224-6265 

   筑西労働基準監督署 

   22-4564   22-4580 

〝みんなの研ぎやさん〟巡回活動 

いつもお使いの包丁は切れますか 
 

ボランティアサークル〝みんなの研ぎやさん〟が、

ご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お料理を

しましょう。 
 
◆日時 ６月７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 
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【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、令和２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、次の検診も一緒に受診できます 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【集団健診での｢胃がん検診｣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見る検査です。 

◇対象者(以下の①、②をどちらも満たす方) 

 ①｢胃がんバリウム検診｣を集団健診で実施する方 

 ②40・45・50・55・60・65・70歳の方(令和2年3月31日時点の年齢) 

※ただし、以下の条件に一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 

日程 会場 内容 対象者 自己負担額 
６月25日(火) 

26日(水) 
７月７日(日) 

８日(月) 

下妻保健 
センター 

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 

６月27日(木) 千代川 
公民館 

日程 会場 内容 対象者 自己負担額 

６月26日(水) 
７月８日(月) 

下妻保健 
センター 

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 

検診名 検査内容 対象者の条件 自己負担金 
子宮がん検診 子宮頸部検査 20歳以上の女性 1,000円 

乳がん検診 

視触診＋超音波検査 
30～39歳、41～65歳の奇数年齢 1,500円 
66歳以上の奇数年齢 1,000円 

視触診＋Ｘ線検査(マンモグラフィー)２方向 40～48歳の偶数年齢 1,500円 

視触診＋Ｘ線検査(マンモグラフィー)１方向 
50～64歳の偶数年齢 1,500円 
66歳以上の偶数年齢 1,000円 

 医療機関名 子宮がん 
乳がん 

視触診＋超音波 視触診＋Ｘ線 
宇津野医院 ◯ ◯   
中岫産婦人科医院 ◯     
軽部医院   ◯   
平間病院   ◯ ◯ 
砂沼湖畔クリニック   ◯   

菊山胃腸科外科医院   ◯   
とき田クリニック   ◯ ◯(40歳代のみ) 
筑波記念病院(つくばトータルヘルスプラザ) ◯ ● ● 
つくば総合健診センター(筑波メディカルセンター) ◯(頸部のみ) ● ● 
庄司クリニック ◯ ◯   
つくば国際ブレストクリニック   ● ● 
遠藤産婦人科医院 ◯ ● ● 
小松崎産婦人科医院 ◯     
長倉内科・外科クリニック   ◯   

乳がん・子宮がん医療機関検診受診券を郵送します 
          

 医療機関検診は、市が発行する受診券を使用して病院・医院などで検診を受ける方法です。平成30年度中に乳

がんまたは子宮がん検診を医療機関で受けた方には、５月末日に医療機関用受診券を郵送します。 

 

◆申込・受診期間 ６月１日(土)～令和２年２月29日(土) 

◆対象者・自己負担金 自己負担金を医療機関窓口でお支払いください。 

 

 

 

 

 

 
 

※年齢は、令和２年３月31日時点の年齢 

◆検診機関 

◇子宮がん検診 茨城県医師会登録の医療機関で受診 

◇乳がん検診 市が委託している医療機関で受診 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※●印は、視触診の実施がありません 

◆申込方法 

 ①下妻保健センターにお電話でお申し込みください。 

 ②申し込みした方に、受診券を郵送します。 

◇受診の際に、受診券がない場合は補助の対象とはなりません。 

◇集団検診(10～12月に実施)と医療機関検診の両方を受診することはできません。どちらか一方にお申し込み 

 ください。乳がん集団検診の詳細はお知らせ版７月号に、子宮がん集団健診の詳細はお知らせ版８月号に掲載 

 の予定です。 

◇無料クーポン券に該当する方は、こちらの受診券は必要ありません。 
 

問 市保健センター 43-1990   44-9744 

       乳がん(マンモグラフィ) 子宮頸がん 
対象者(令和２年３月31日時点) 41歳の女性 21歳の女性 
有効期間 ６月１日(土)～令和２年２月29日(土) 

検診場所 
◇茨城県医師会登録の医療機関 
◇市の集団検診(要予約：９月24日(火)予約開始) 

乳がん・子宮頸がん検診の｢無料クーポン券｣をご活用ください 
          

がん検診推進事業による｢無料クーポン券｣を対象の方へ送付します。この機会にぜひ検診を受けましょう。 

 

 

 

               
 
 

※対象者(平成31年４月19日時点、市内に住民登録のある方)には、５月末日に無料クーポン券を個別に送付し 

 ます 
 

問 市保健センター 43-1990   44-9744 



｢ときめき婚活パーティーと笠間焼絵付体験｣

開催 
 
◆日時 ７月７日(日)午後１時20分～午後４時30分            

                            (受付 午後０時50分～) 

◆場所 笠間工芸の丘[笠間市笠間2388-1] 

◆対象 28～44歳の独身男女 

◆募集定員 男女各15人 

◆参加費 男性 6,000円 女性 2,000円 

◆申込期間 ６月３日(月)～30日(日) 

◆申込方法 電話申し込み ※先着順 
 

問 申 NPO法人メドウルミートクラブ 

       25-2678   25-2678 

｢結婚相談会｣開催 
 

結婚を希望する方のあらゆるご相談にマリッジサ

ポーターがお答えします。親御さんだけの参加も可能

です。お気軽にご相談ください。 
 
◆日時 ６月９日(日)午後１時～５時 

                             (受付 午後０時40分～) 

◆場所 千代川公民館 レストハウス[鬼怒230] 

◆対象 独身成人男女とその親族 

◆募集定員 12人程度 

◆相談費用・登録料 無料 

◆持ち物 身分証明証(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される方は写真 

   (L判) 

◆申込期間 ５月27日(月)～６月５日(水) 

◆申込方法 電話受け付け ※予約制・先着順 
 

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)   

※電話受付時間 正午～午後７時 

 0296-48-3586(長屋) 

｢出会いパーティー｣開催 

 

【つくば会場】 

◆日時 ６月16日(日)午後１時30分～午後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 30～44歳までの方 

            独身女性 25～39歳までの方 

◆参加費 男性 4,000円 女性 2,000円 

 ※当日会場でお支払いください 

◆持参物 身分証(運転免許証など)  

◆申込締切 開催日の３日前まで 

◆申込方法 ホームページ(http://www.bell-suppo 

                  rt.net)からお申し込みください 

※後程、受付確認メールが届きます 

◆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(月・木曜日定休) 

              0280-87-7085 

               ※営業時間 午前９時～午後５時) 

            0280-33-8176 

対象 

年齢 
回数 助成限度額 

39歳 

まで 

43歳にな

る ま で に 

通算６回 

①の特定不妊治療 50,000円 

または特定不妊治療費の額から県の助成

額を差し引いた額のいずれか低い方 
＋ 

②の男性不妊治療１回につき50,000円 

または男性不妊治療費の額から県の助成

額を差し引いた額のいずれか低い方  

40～ 

42歳 

43歳にな

る ま で に 

通算３回 

43歳 

以上 
助成対象外 － 

◆対象となる治療 

①体外受精および顕微受精(保険適用外の特定不妊治療) 

②特定不妊治療に至る過程の一環として行われる精巣内 

 精子生検採取法(TESE)および精巣上体内精子吸引法 

 (MESA)による手術その他精子を精巣または精巣上体 

 から採取するための手術(男性不妊治療) 

◆助成内容 

 

 

 

 

 

 

 

◇通算の助成回数はリセットされず、過去に受けた 

 助成も含みます。 

◇通算回数は、初回に助成を受けた際の治療開始日 

 における妻の年齢で判断します。 

※初めて申請する方で、43歳以降に開始した治療 

 は、助成対象にはなりません 

◆対象者 次の全ての要件に該当している方 

◇茨城県不妊治療費助成金の交付決定を受けて 

 いる。 

◇法律上の婚姻をしている。 

◇夫または妻のいずれか一方が、助成金の交付を申

請する日の１年以上前から引き続き市内に住所を 

 有している。 

◇市税の滞納がない。 

◇申請する特定不妊治療費について、他市町村が実

施する特定不妊治療を行うものに対する類似の助 

 成金などの交付を受けていない。 

不妊治療助成事業 
 

市では、不妊治療を受けたご夫婦に治療費の一部を助成しています。平成29年度からは、手術を伴う治療を

行った男性不妊にも助成をしています。 

※県が実施する｢茨城県不妊治療費助成事業｣の交付決定を受けていることが前提です 

問 申 市保健センター 43-1990   44-9744 

場所 県央(県三の丸庁舎) 県南(県南生涯学習センター) 
週 １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

曜日 日 木 木 日 木 日 木 日 

時間 
午後２時

～５時 
午後５時15分

～８時15分 
午後５時15分

～８時15分 
午後２時

～５時 
午後６時

～９時 
午前９時

～正午 
午後６時

～９時 
午前９時

～正午 
６月 ２ 13 20 - ６ ９ 20 - 
７月 ７ 11 18 28 ４ - 18 28 

８月 ４ ８ - 25 １ 11 - 25 

９月  １★ 12 - 22 ５ - 19 - 

10月 ６ - 17 27 ３ 13 - 27 

11月 ３ - 21 24 ７ 10 - 24 

12月 １ 12 19 - ５ ８ 19 - 
１月 ５ - 16 26 - 12 16 26 
２月 ２ 13 - 23 ６ - 20 23 
３月 １ 12 19 - ５ ８ 19 - 

従事 
職種 

【第２木曜日・第４日曜日】医・助 
【第１日曜日】医・助または助・カ 
【第３木曜日】助・カ 

【第１・３木曜日】医・助 
【第２日曜日】医・助または助・カ 
【第４日曜日】助・カ 

開設回数 
(72回) 

個別相談36回、グループ相談１回 個別相談35回 

｢不妊専門相談センター個別相談｣開催 
 

不妊専門相談センターでは、不妊治療専門の産婦人科・泌尿器科医師、カウンセラー、助産師が無料で相談をお受

けします。お気軽にご相談ください。  
 

◆日時・その他  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※★＝グループミーティングの実施  

※従事職種 医＝産婦人科・泌尿器科医師、助＝助産師、カ＝不妊カウンセラー 

◆申込受付 月～金曜日の午前９時～午後３時(土・日 

      曜日、祝日、お盆、年末年始を除く) 

◆申込方法 電話でお申し込みください。 

問 申 茨城県産婦人科医会  

      029-241-1130 

｢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。

安心してご相談ください。 
 
◆日時 ６月15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 

さあ、あなたも新しい出会いを 
～ＮＰＯ法人ベル・サポート～ 
 
 ＮＰＯ法人ベル・サポートでは、いばらき出会いサ

ポートセンターの後援を受け、県南・県西地区を重点

に結婚支援を行っています。 

結婚を希望する独身の方を対象に、会員登録制によ

るパートナー探しのお手伝いを行います。ぜひご利用

ください。 
 
◆会員登録 

◇入会金 男性 10,000円 女性 3,000円 

※入会日より3年毎同額更新が必要です 

◇年会費 なし 

◇紹介料 １人あたり500円 

◇お見合い料 なし 

◇相談料 無料 
       

問 申  

ＮＰＯ法人ベル・サポート 

0280-87-7085   0280-33-8176 

※定休日 月・木曜日 開館時間 午前9時～午後5時 
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｢農用地区域の除外・編入｣申し出受け付け 
 

農業振興地域整備計画の変更にかかる申し出を次の

とおり受け付けします。 

 

◆受付期間 ６月３日(月)～６月28日(金) 
 
◆受付時間 午前８時30分～午後５時15分 

      ※土・日曜日、祝日を除く 
 
◆受付場所 市役所千代川庁舎 1階 農政課 
 
◆申請書類 市役所農政課にお問い合わせください 

※市ホームページからもダウンロード可 

 

問 市農政課 45-8992   43-3239 

下妻市文化団体連絡協議会 

｢記念講演会｣開催 
 

下妻公民館にて、下記の講演会を開催します。 
 
◆日時 ６月２日(日)午後2時30分～午後4時 

 

◆場所 下妻公民館 ２階 大会議室 

 

◆講師 久田 直子 氏 

          NHK｢きょうの健康｣キャスターを15年務め 

            る。現在も｢TVシンポジュウム｣の司会で活 

            躍中。 

 

◆テーマ 元NHK｢きょうの健康｣キャスターが伝授！ 

               ～病気の予防につながる食事と運動とは？ 

 

◆参加費 無料 ※事前申し込み不要 

 

問 申 下妻市文化団体連絡協議会  

     43-3418   43-3418 

公共下水道工事にご協力を 
 

小野子地内において、公共下水道工事を実施しま

す。工事期間中は、市道：全面通行止(夜間開放)、県

道：歩道通行止および車道片側交互通行(夜間開放)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 ５月下旬～８月下旬 

◆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 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市上下水道課 44-5311   44-5312 

『茨城国体および障害者スポーツ大会の開

会式・閉会式』観覧者募集 
 

 県では、国体(第74回国民体育大会)の総合開会式・

閉会式、ならびに大会(第19回全国障害者スポーツ大

会)の開会式・閉会式の観覧者を募集しています。 

 

◆会場 笠松運動公園 陸上競技場 

    [ひたちなか市佐和2197-28] 

 

◆募集人数 各式典約5,000人 

 

◆募集期間 ６月28日(金)まで ※当日消印有効      

 

◆観覧料金  

◇国体総合開会式 大人(中学生以上) 1,000円 

         子ども        500円 

◇その他式典 無料 

 

◆申込方法  

①茨城国体・大会実行委員会のホームページから申し 

 込み 

②専用申込用紙を郵送 

※専用申込書は、下妻市役所本庁舎・千代川庁舎、総 

 合体育館、千代川運動公園ふれあいハウスに設置し 

 ています 

 

◆その他 応募者多数の場合は抽選となります 

 

《式典日程》 

国体総合開会式 9月28日(土) 

国体総合閉会式 10月8日(火) 

障害者スポーツ大会開会式 10月12日(土) 

障害者スポーツ大会閉会式 10月14日(月・祝) 

 

問  

いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会お問い

合わせ窓口 0120-181-591        

 

 
茨城国体 観覧者募集 

｢第９回 わんぱく相撲下妻場所｣開催 
  
◆日時 ６月15日(土)  

    午前９時～午後０時30分(予定)  

(受付 午前８時30分～) 

 

◆場所 大宝八幡宮 相撲場  

 

◆対象 下妻・八千代・筑西地区の小学生男子・女子 

 

◆その他  

◇男女個人戦(各学年)男女４～６年生の個人戦の上位 

 ４人は、県大会への出場権を獲得 

◇県大会での成績上位者は全国大会へ 

 

問 申 一般社団法人 下妻青年会議所 

     090-7826-7858(早川) 

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  

 ６月６日(木)、20日(木)、７月４日(木)、18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 火～土曜日 ※祝日を除く 

   午前9時30分～午後5時30分 

 

技術力アップ 

『能力開発セミナー』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 E008 3次元ツールを活用した機械設計

実習(SolidWorks) 

◆内容 製品設計業務における機械設計の効率化を目

指して、ソリッドモデルを中心に3次元CAD

を設計ツールとして効果的に活用した設計プ

ロセスと、PDQと量産までの後行程を意識

した高品質なCADデータ作成方法を習得し

ます。 

◆日時 ７月２日(火)、３日(水)、４日(木)、５日(金)  

 各日 午前９時15分～午後４時 

◆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 15,000円/人 

◆申込方法 ６月11日(火)までに電話または受講申込 

                  書を郵送またはFAXで申し込み 
 

問 ポリテクセンター茨城  

   0297-22-8819   0297-22-8822 



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 

8020高齢者よい歯のコンクールに 

応募しませんか 
 

◆対象の方  

昭和14年3月31日以前の生まれ(80歳以上)の方 

で、ご自分の歯を20本以上保っている方 

※治療されていても結構です 

※本コンクールで入賞歴がある方の再応募はご遠慮く 

   ださい 

 

◆応募方法 

官製ハガキまたはFAXに氏名(ふりがな)、生年月

日、性別、郵便番号、住所、電話番号、かかりつけ

歯科医院または最寄りの歯科医院名、歯科医院の電

話番号を記入し応募してください  

 

◆応募先 茨城県歯科医師会8020事業係 

     〒310-0911[水戸市見和2丁目292-1] 

 

◆募集期間 6月3日(月)～７月24日(水)必着 

 

◆審査方法 

◇一次審査 口腔診査(各歯科医院) 

◇二次審査 書類審査 

※応募した方には、口腔診査票を送りますので、歯科 

 医院で検診を受けてください。検診は茨城県歯科医 

 師会会員の歯科医院にて無料で受けられます。検診 

 時に、日常の笑顔などのスナップ写真をお持ちくだ 

 さい 

 

◆入賞 優秀賞/１人 優秀/５人 シニア賞/1人  

   会長特別賞/1人 

 

◆表彰 

 11月17日(日)茨城県歯科医師会館にて開催する｢第 

 28回茨城県民歯科保健大会｣の席上で表彰します 

 
問 申 茨城県歯科医師会  

     029-252-2561 

  029-253-1075 

ふれんずの会 

｢引きこもりの人たちのたまり場｣開催 
 

 数カ月以上に渡って、外出することなく自宅や自室

で生活をしたり、社会との接触も避け、将来に不安を

抱えたまま悶々と過ごしているあなた…。 

 ひとりで悩みを抱えるのは、辛すぎます。同じよう

な体験をしている人たちが安心して集えるたまり場を

用意しました。ご自身の体験や思いを語り合い、そし

て共に楽しみ、気軽に家族以外の人との接点を持って

みませんか。一度覗いてみてください。 

 

◆対象者 家や自室に引きこもりがちなおおむね16歳 

     くらいから40歳くらいまでの方 

 

◆日時 第2・4木曜日の午後1時30分～3時30分 

 

◆内容 自由な話し合い・レクリエーション 

 

◆費用 無料 

※別室で行われる高齢者向けのたまり場の行事に参加 

 する場合は1回100円 

 

◆会場 キリスト友の会下妻月会会堂(下妻一高北側) 

    [下妻乙217] 

 

問 NPO法人ゆいの会  

   090-4959-5489(小貫) 

 小友幼稚園内 44-2810(浅野) 

  44-0559           

茨城県近代美術館企画展 

｢生誕90周年記念 手塚治虫展｣開催 
 
◆開催期間 ６月15日(土)～８月25日(日) 
※月曜日は休館日です(月曜日が休日の場合は翌火曜 
 日) 
 
◆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980(850)円 
◇満70歳以上490(420)円 
◇高大生720(600)円 
◇小中生360(240)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 
※６月22日(土)は満70歳以上の方無料 
※土曜日は高校生以下無料(夏季休業期間は除く) 
 
◆内容 

 “マンガの神様”と称される手塚治虫 (1928-  

 89)。本展では、手塚が生涯に手がけた膨大なマ 

 ンガとアニメーションのなかから、厳選した原画・ 

 映像・資料、さらには愛用の品などを展示し、その 

 歴史と作品に込められたメッセージの数々を紹介し 

 ます。 

 
問 茨城県近代美術館  
   029-243-5111   029-243-9992                      

いばらき就職支援センター 

県西地区センターをご利用ください 
 
いばらき就職支援センター県西地区センターでは、

仕事をお探しの方のために、就職相談・キャリアコン

サルティングから就職紹介まで、一貫したサービスを

提供しています。 

事業所からの求人申し込み(求人情報)を随時お受け

し、センター利用者に提供するほか、ホームページで

も広く公開しています。お気軽にご利用ください。 

 

◆内容 職業紹介、内職斡旋、就職情報の提供、キャ

リアカウンセリング、職業適性診断、就職支

援セミナーの実施、求人受け付けなど 

 

◆開設時間 月・金曜日 午前9時～午後4時 

※祝日、年末年始を除く 

 

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 

  https://jobcafe.pref.ibaraki.jp 

ふるさと博物館 展覧会案内 

｢叢々会｣油彩画展開催 
 
 次のとおり貸しギャラリーによる展覧会を開催しま

す。 
 
◆期間 ６月13日(木)～６月16日(日) 
 
◆開館時間 午前９時～午後４時30分 

※最終日の６月16日(日)は午後４時まで 
 
◆作品 油彩画 
 
◆場所 ふるさと博物館 企画展示室 

 

問 ふるさと博物館 44-7111   44-7115  

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

を用意してお待ちしています。ぜひご利用ください。 

 

◆開催日 

 ６月３日(月)、10日(月)、17日 (月)、24日(月)  
 
◆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 
 
※ご来場の場合は、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 

野焼きは禁止(廃棄物の野外焼却) 
 

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ご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。 

 

◆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 

  ◇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 

©手塚プロダクション 


