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『花のまちしもつまフォトコンテスト2019』 

作品募集 
 

 下妻市観光協会主催｢花のまちしもつまフォトコン

テスト2019｣を開催します。下妻の花や風景・祭り

をテーマにした写真作品を募集しています。皆さまの

ご応募をお待ちしています。 
 
◆応募期限 10月31日(木)必着  

◆応募先  

◇下妻市観光協会 

◇茨城県カメラ商組合加盟店 

◆応募方法  

◇作品は、カラープリント四切またはワイド四切で、 

 銀写真プリントにて出力してください。 

◇住所、氏名、電話番号、題名を記入し、作品に添付 

 の上、郵送または直接、応募先へご応募ください。 

※入賞作品の著作権は撮影者(応募者)にありますが、 

 主催者は、市のPR活動を目的とするデジタルメディ 

 アや印刷物に受賞者の許諾を要することなく、無償 

 で使用し、加工する権利を持ちます 

◆対象 どなたでもご応募できます 

◆表彰式 12月上旬  

◆入賞作品展示 

◇期間 12月10日(火)～27日(金) 

◇場所 ビアスパークしもつま[長塚乙70-3] 
 

問 申 下妻市観光協会(市商工観光課内)  

      44-8098   44-6004 

自動車税の納税はお済みですか 
 
 平成31年度の自動車税の納期限は、５月31日(金)

です。 

納期限を過ぎると、納める税額のほかに延滞金もあ

わせて納めることになります。 

納めない場合には、財産(預金、給与、自動車・不

動産など)の差押など、滞納処分を行うことになりま

す。ご注意ください。納税がお済みでない方は、至急 

納めるようお願いします。 

詳しくは、お問い合わせください。 
  

問 茨城県筑西県税事務所 収税第一課・収税第二課 

   24-9190・9157   25-0650 

市コミュニティバス｢シモンちゃんバス｣ 

｢高齢者運賃割引証｣を電話受け付けで 

発行します 
 
 これまでは、市役所企画課窓口(市役所本庁舎２階)

のみで｢高齢者運賃割引証｣を発行していましたが、電

話受け付けでも発行し、後日送付します。 

 ｢高齢者運賃割引証｣は引き続き、市役所企画課窓口

でも発行します。運転免許証自主返納者や即日発行を

希望の場合、運転免許返納者は｢運転経歴証明書｣など

の運転免許証を返納したことが分かるもの、高齢者は

｢健康保険証(被保険者証)｣などの年齢が分かるものを

ご持参ください。 
  
【シモンちゃんバス】 

◆運賃 一律200円 

※障害者、小中高生、高齢者は割引料金の適用により 

 100円で利用できます 

◎割引料金の適用を受けるためには、障害者の場合は 

 ｢身体障害者手帳｣などを、中高生は学生証を、高齢 

 者(65歳以上)や運転免許証自主返納者の場合は｢高 

 齢者運賃割引証｣をそれぞれ運転手に提示する必要 

 があります。詳しくは、お問い合わせください。 
   

問 申 市企画課 43-2113   43-1960 

光化学スモッグにご注意を 
 

◆発生しやすい気象条件 

気温が高いとき、日差しが強いとき、風が弱いとき

※特に真夏日は注意が必要です 

◆注意報が発令されたら 

◇目や喉に刺激を感じたら、洗眼やうがいをし、県西 

 県民センターまたは市役所生活環境課へご連絡くだ 

 さい。 

◇ぜんそくなどの呼吸器疾患や体調がすぐれない方は 

 外出しないでください。 

◇保育園、幼稚園、学校などでは屋外運動を中止して 

 ください。 

◇学校、病院などでは窓を閉めてください。 
 

問 県環境対策課 029-301-2961 

    県西県民センター 環境・保安課 24-9134 

    市生活環境課 43-8234   44-7833 

防災行政無線の保守点検実施 
 

６月19日(水)～28日(金)下妻地区において、防

災行政無線の点検を実施します。 

点検は音声を出さずに行います。点検期間中は日

中、防災ラジオの電源が入り切りを繰り返します

が、故障ではありませんのでご注意ください。電源

の入り切り時に頻繁に雑音が発生し、ご迷惑をお掛

けしますが、ご理解ご協力をお願いします。 
 

問 市消防交通課 43-2119   43-4214 

古布の出し方 
 

古布を集積所に出す場合は、天候にご注意くだ

さい。収集日が雨天の場合は収集できません。次 

回の収集日に出すようにしてください。 

収集日以外の日に排出したい場合は、次の施設

の回収ボックスをご利用ください。 

古布のリサイクルにご理解ご協力をお願いしま

す。 
 
◆設置場所 

 市役所千代川庁舎、働く婦人の家、勤労青少年 

 ホーム、下妻公民館、大宝公民館 

◆回収品目 

 洋服、肌着、シャツ、タオル、カーテンなど 

◆排出方法 

 市指定ごみ袋以外の透明か半透明の袋に入れて 

 出してください 
 
【出せないもの】 

 毛布、布団、座布団、こたつ布団、ぬいぐる 

 み、スキーウェア、ゴム製品、革製品、中に綿 

 の入っているもの(ダウンジャケットなど)、汚れ 

 のひどいもの 

※施設が休館の時は利用できません 

※大量となる場合には、市役所生活環境課までお 

 問い合わせください 

 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833 

迂回にご協力を 
 

村岡地内において橋の架替え工事をしています。工

事期間中は仮橋を設置していますが、軽自動車などの

通行はできません。迂回にご協力をお願いします。 

 

◆制限期間 令和3年3月ごろまで(予定) 

◆通行制限区域  図のとおり 
 
【村岡地内(橋の架替工事)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市建設課 45-8125   43-2945 

緊急地震速報訓練に伴う 

防災行政無線の訓練放送実施 
 
緊急地震速報の情報伝達訓練として、防災行政無線

で訓練放送を行います。 

実際の災害とお間違えのないようお願いします。 

この機会にテレビや家具の固定確認やシェイクアウ 

ト訓練の実施など、地震の備えを確認しましょう。 
 
※シェイクアウト訓練とは、地震の揺れから頭を守 

 り、机の下などの安全な場所で身を守る訓練です。 

 詳しくは、市ホームページをご覧ください 
 

◆実施日時 ６月18日(火)午前10時ごろ 

◆放送内容  

こちらは防災下妻です。 

只今から訓練放送を行います。 

｢(緊急地震速報チャイム音) 

 緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは訓 

 練放送です。(３回繰り返し)｣ 

 これで訓練放送を終わります。 

 こちらは防災下妻です。 
 
◎災害の発生や状況、気象状況などによっては、訓練 

   を中止する場合があります。 
 

問 市消防交通課 43-2119   43-4214 



職種 採用予定数 職務概要 受験資格 

消防職 15人程度 
消防行政に関

する業務 
平成３年４月２日～

平成14年４月１日

に生まれた人(学歴

不問) 
一般 

事務職 
１人程度 広域行政事務 

項目 男性 女性 
身長 おおむね160㎝以上 おおむね150㎝以上 
体重 おおむね50kg以上 おおむね45kg以上 
胸囲 身長のおおむね２分の１以上 

視力 
視力(矯正視力を含む)が両眼で0.7以上、かつ一眼で

それぞれ0.3以上であること 
聴力 左右とも正常であること 

その他 
心身ともに健康で消防官として職務を遂行するため

に必要な能力と体力があると認められること 

日時 内容 試験 

９月22日(日) 
午前８時30分～

午後2時30分予定 

(受付 午前８時～) 

◇科目 教養試験、適性検 

    査、小論文 
◇会場 古河市役所 総和庁舎 

    [古河市下大野2248] 
◇持参品 受験票、筆記用具 

１次試験 

10月13日(日) 
午前８時30分～

正午予定 

(受付 午前８時～) 

◇体力試験 
◇会場  古河市立谷八俣小学校 

    [古河市東山田1814] 
◇持参品 受験票、運動着、 

     体育館シューズ、 

       運動靴 

２次試験 

※消防職

のみ 

11月上旬(予定) 

※一般事務職は２ 

 次試験 

◇科目 面接試験 
◇会場 未定 ３次試験 

『消防官』募集 
 
 令和２年４月１日採用の消防官を募集します。 
 
◆受験資格 

 

 

 

 

 

※上記の資格に該当する人であっても、次の項目に該当 

 する人は受験できません 

◇成年被後見人、被保佐人 

◇禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまた 

 はその執行を受けることがなくなるまでの人 

◇日本国憲法の施行日以後、日本国憲法またはその下に 

 成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党そ 

 の他の団体を結成し、またはこれに加入した人 

◇日本国籍を有しない人 

◇茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員として懲戒免 

 職の処分を受け当該処分の日から２年を経過しない人 
 
【身体的要件】 ※消防職のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆申込期間 ７月８日(月)～８月２日(金)消印有効 

◆試験日・試験科目・試験会場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※合格者の発表は、合否にかかわらず郵送で各個人に通 

 知します。 

◆申込書などの請求 

 消防本部および古河消防署、下妻消防署、坂東消防 

   署、総和消防署、広域圏内の各消防分署にあります。 

 
問 申 茨城西南地方広域市町村圏事務組合 

     消防本部総務課 0280-47-0124 

『学童クラブ支援員』募集 
 

就労などで放課後保護者のいない小学生を対象に遊

びを中心とした保育を行っています。 

 

◆募集人員 若干名 
 
◆対象者 50歳までの健康な方(支援員経験者、保育 

               士・教員資格などをお持ちの方歓迎) 
 
◆勤務地 豊加美学童クラブ とよっこ園[加養3329] 
 
◆勤務時間  

◇通常登校日  

 午後１時30分～6時30分 ※応相談 

◇春・夏・冬休み 

午前７時30分～午後6時30分 ※応相談 
 
◆給与 ◇時給1,000～1,200円 

    ◇交通費5,000円まで支給  

※正社員雇用応相談 
 
◆申込方法 電話連絡の上、お申し込みください。 
 

問 申 豊加美学童クラブ とよっこ園  

     44-6759   45-8965 

『青少年国際交流キャンプ』参加者募集 

 

 富士山麓の自然豊かなキャンプ場で、全国から集ま

る仲間たちとキャンプ生活や富士登山などの野外活動

を共にしながら友情を深め、さまざまな体験を通し

て、｢新しい仲間との出会い｣の楽しさや協力し助け合

う大切さを学びませんか。 

 

◆期間 ７月30日(火)～８月３日(土)(４泊５日) 
 
◆場所 静岡県立朝霧野外活動センター 

    [静岡県富士宮市根原１番地] 
 
◆対象 小学３～６年生 

 

◆募集定員 日本人 80人、外国人 20人 
 
◆内容 富士登山、テント生活体験、野外炊飯体験、 

            ワイドゲーム、星空観察など 
 
◆参加費 60,000円(東京駅発の場合) 
 
◆申込締切 ７月５日(金)まで 
 

問 申 公益財団法人 国際青少年研修協会  

  03-6417-9721  

   03-6417-9724 

募集職種 幼稚園教諭(嘱託職員) 幼稚園の預かり保育担当者(臨時職員) 
募集人員 若干名 １人 

業務内容 
幼稚園教諭 幼稚園の教育時間終了後の預かり保育業務および長期

休業中における預かり保育業務 

応募資格 
幼稚園教諭免許状を有する人 
(平成31年４月１日現在65歳未満の人) 

幼稚園教諭免許状を有する人または幼稚園の職務内容

をよく理解し、積極的に保育に取り組む熱意のある方 

勤務地 市立幼稚園 市立幼稚園 

勤務時間 

１日７時間45分  
午前８時30分～午後５時15分(休憩60分) 
※園の勤務形態により出退勤時間に変動あり 

◇平日 午後３時～６時(３時間) 
◇夏季・冬季・学年末休業中 

午前９時15分～午後６時(７時間45分) 
※園の勤務形態により出退勤時間に変動あり 

賃金など 

月額賃金制 
基本賃金181,800円(上限) 
※年齢により異なる 
賞与・通勤手当の制度あり 
社会保険・雇用保険加入 

時給賃金制  
＠890円(有資格者は＠1,000円) 
賞与・通勤手当なし 

雇用期間 
勤務可能日～令和２年３月31日 
  

勤務可能日～令和元年９月30日 
※勤務状況により更新有 
※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 市役所千代川庁舎 2階 会議室 ※日時などは別途連絡 
申込期限 決まり次第終了(学校教育課までお問い合わせください。) 

提出書類 
履歴書(写真貼付) 
幼稚園教諭免許状の写し 

履歴書(写真貼付) 
幼稚園教諭免許状を有する方は免許状の写し 

書類提出先 
市役所千代川庁舎 １階 学校教育課 44-0740 
※土・日曜日、祝日を除く。午前８時30分～午後５時15分の間に提出書類をご持参ください(郵送可) 

『幼稚園教諭(嘱託職員)、預かり保育担当者(臨時職員)』募集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
問 市学校教育課 44-0740   43-9608 

税務職員採用試験実施 
 

税務署や国税局で｢税のスペシャリスト｣として勤務 

する税務職員(国家公務員)を募集します。 
 
◆受験資格  

１．平成31年４月１日時点において高等学校または 

  中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して３ 

  年を経過していない者および令和2年３月までに 

  高等学校または中等教育学校卒業見込みの者 

２．人事院が上記１に掲げる者に準ずると認める者 

◆試験の程度 高等学校卒業程度 

◆申込方法 インターネット申し込み                  

 次のアドレスへアクセスし、説明に従い入力する。   

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

※インターネット申し込みができない場合は、第１次 

 試験地を所轄する国税局(沖縄国税事務所)に郵送ま 

 たは持参       

◆受付期間  

 ６月17日(月)午前９時～26日(水)(受信有効) 

※郵送または持参の場合、６月17日(月)～19日(水) 

 (通信日付印有効) 

◆試験日  

◇第１次試験日 ９月１日(日) 

◇第２次試験日  

10月９日(水)～18日(金)のいずれか第１次試験合格通 

知書で指定する日時 

◆合格者発表日  

◇第１次試験合格者 10月３日(木) 

◇最終合格者 11月12日(火) 
 

問 〈インターネット申し込み〉 

 人事院 人材局 試験課  

 03-3581-5311(内線2332・2333) 

 午前９時～午後５時  

 ※土・日曜日、祝日を除く 

   〈インターネット申し込み以外〉 

 関東信越国税局 人事第二課  

 048-600-3111(内線2097) 

 午前８時30分～午後５時  

 ※土・日曜日、祝日を除く 

〝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21日(金)午後１時～２時30分 

◆会場 (旧)JA常総ひかり 騰波ノ江[若柳乙133-3] 
 

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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所在地 事業者名 取扱商品 電話番号 
古沢 株式会社カスミ フードスクエア下妻ふるさわ店 食料品 30-7771 

所在地 事業者名 取扱商品 電話番号 
田下 株式会社カスミ フードオフストッカー千代川店 食料品 30-0600 

所在地 協力店舗名 取扱商品 電話番号 
下妻丁(上町) いいがや化粧品店 化粧品 44-2601 
下妻丁(上町) 有限会社大山スポーツ商会 スポーツ用品 43-0707 
下妻乙(栗山) 御菓子司 國府田屋 和菓子・せんべい 44-2531 
下妻丁(三道地) 有限会社翁屋 和菓子 44-3546 
下妻丁(上町) かしわや薬局 医薬品 43-6680 
長塚 株式会社カスミ フードスクエア下妻店 食料品 43-3727 
下妻丁(上町) 河村印補 印鑑・ゴム印 44-3775 
下妻丁(上町) 鯨井洋品店  婦人服 44-2655 
下妻丁(上町) 靴のサイトウ 上町店 靴・サンダルなど 44-2232 
下妻丁(上町) 熊倉電気株式会社 一般家電製品など 43-6666 
下妻丁(上町) こうじや化粧品店 化粧品 44-3338 

下妻丁(三道地) コスメ＆エステ しのはら 化粧品 44-3321 
下妻丁(上町) 株式会社コンド―楽器 楽器各種 43-2155 
下妻丁(三道地) 写真の店 こうも 写真全般 44-3710 
下妻丁(上町) シューズ＆バック サクライ 靴・バック 44-3018 
下妻丁(三道地) 正確堂時計店 時計・メガネなど 44-2315 
下妻丁(上町) 有限会社田中屋 婦人衣料 44-3905 
長塚 ダスキン大六天支店 おそうじ関連商品 43-2166 
下妻丁(三道地) つかだ薬局・塚田電機 医薬品・家電品 44-2324 
下妻丙(藤花) 株式会社とりせん 下妻店 食料品・雑貨など 30-5271 
下妻乙(栗山) 人形のきくや 各種人形・玩具花火 44-3213 
下妻丁(上町) 株式会社沼尻呉服店 婦人洋品・呉服など 43-2122 
下妻丁(上町) 有限会社ファッションショップひらま 婦人洋品 44-2231 
下妻丁(上町) マスヤマ 時計・メガネなど 44-3340 
下妻丁(上町) 山口酒店 酒類・ギフト品など 44-2000 

買い物お助け隊事業 

高齢者の方の買い物における送迎などを支援します 
 

生活用品や食料品などの買い物に行くことに支障をきたしている高齢者(65歳以上)の方々に、自宅から登録を

した店舗への送迎および手荷物の運搬などを支援します。利用登録者との相乗りになります。ご留意ください。 
 

【利用登録】 

◆実施日 毎月第2日曜日(送迎時間は、実施日の数日前に電話連絡) 

◆利用登録料 1,000円(令和2年3月31日まで有効) 

◆利用登録申請 事前登録が必要です。事務局へ申請をお願いします。 

【協力店舗】 

◆登録要件 市内で経営・営業している方 

◆店舗登録申請 事前登録が必要です。事務局へ申請をお願いします。随時募集しています。 

※店舗登録による費用の支払いはありません 

◆協力店舗一覧 5月29日(水)現在  

※協力店舗が実施日に休業となる場合があります。ご了承ください 

※協力店舗名は50音順で掲載 

◇下妻地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇総上地区 

 

 
 
◇千代川地区 

 

 
 

問 申 しもつま買い物お助け隊実行委員会事務局(市商工観光課内) 45-8993   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 

◇７月１日(月)～令和2年2月29日(土)に受診できる 

◇医療機関で受診する 

◇前年度に当該助成を受けていない 

◇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 50人 ※定員を超えた場合は抽選 

◆受付期間  

 ６月13日(木)～19日(水)午前９時～午後５時 

※土・日曜日を除く  

◆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。 

※電話での受け付けは行いません。ご了承ください 
 

問 市保健センター 43-1990   44-9744  

下妻市民文化会館自主文化事業 

下妻市制施行65周年記念事業 
～市民文化会館FINAL43 感動をありがとう！～ 

｢下妻寄席‼ 桃月庵白酒・春風亭一之輔 

落語二人会｣開催〈チケット好評発売中〉 
 

人気絶頂、今話題の2人が下妻に登場。高座のみなら

ずテレビ・ラジオと快進撃を続ける桃月庵白酒と春風亭 

一之輔。抱腹絶倒の高座をお楽しみください。 
 
◆日時 ７月４日(木) 

    開場 午後６時、開演 午後６時30分 

◆場所 下妻市民文化会館 大ホール[本城町3-36-1] 

◆入場料 全席指定 

◇シングル券 4,000円(3,500円) 

◇ペアー券  7,000円(6,000円) 

※( )は友の会会員料金 

※未就学児の入場はお断します 

◆プレイガイド 

◇大坂屋書店 44-2663  

◇外山書店 43-3395 

◇ブックアート大塚屋 43-5151        

◇イオン下妻店 30-1700 

◇やすらぎの里しもつま千代川直売所 30-7660 

◇がくえん堂 0280-86-6503   

◇下妻市民文化会館 43-2118 

※チケットの前売取扱時間は、各プレイガイドにより異 

 なります 
 

問 下妻市民文化会館 43-2118   44-0807 

時間 コース 内容 

午前10時 

～11時30分 

English Cafe 

(イングリッシュ

カフェ) 

【初級者向け】 

自己紹介や旅行で使え

る英会話など  

午後1時30分 

～2時30分 

English Table 

(イングリッシュ

テーブル) 

【中級者向け】 

ディスカッションとフ

リートーク 

｢大人のための英会話教室｣開催 
 
市雇用ALTを講師に楽しく英語を学びます。 

 
◆日時 ７月25日(木)、8月１日(木)、７日(水)、 

            22日(木)、29日(木)  

◆時間・コース ※各全５回 

 

 

 

 

 

 
 
◆場所 千代川公民館 レストハウスなど 

◆定員 各10人 

◆資料代 500円 

◆講師 ブレンドン・リード先生(市雇用ALT) 

   アメリカ(ボストン)出身 

◆応募方法  

 往復ハガキに①住所②電話番号③氏名と年代(年齢) 

 ④希望コース(Cafe・Tableのどちらか)を明記して 

 ください。 

※申し込みが定員を超えた場合は抽選 
 
 往信おもて        返信うら 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 往信おもて        返信うら 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆応募先 下妻市教育委員会指導課 

    〒304-8555[鬼怒230] 

◆締切日 ７月２日(火)必着 

※電話受け付けは行いません。ご了承ください 
 

問 市指導課 44-0746   43-9608 

304-8555 

 
 

往信 

 

下妻市鬼怒230 

下妻市教育委員会指導課 

｢大人ための英会話教室｣ 

 受付係 

 

 

※ここには何も記入しな 

いでください 

 

 

 
 

 

返信  

 

申込者の 

・郵便番号 

・住所 

・氏名 

①住所 

②電話番号 

 (日中連絡がつく番号) 

③氏名と年代(年齢) 

④希望コース 

 (Cafe・Tableのどちらか) 



注意、あなたの土地が狙われています 
 

 ｢一時的に資材置場として貸してほしい｣、｢良い土

で土地を埋め立ててあげます｣などと“うまい話”を

持ちかけられ、安易に同意してしまった結果、廃棄物

を不法投棄されたり、無許可で質の悪い建設残土など

を埋め立てられたりする事例が発生しています。これ

らの責任や処理費用の負担は、行為者だけでなく、土

地所有者に及ぶこともあります。このようなトラブル

に巻き込まれないよう、自分の土地は自分で守りま

しょう。 

 

◆事例 

◇資材置場に使うと言われて土地を貸したら、大量の 

 廃棄物が搬入された。 

◇埋め立てに同意したら、聞いていた以上の残土の山 

 にされた。 

◇遊休地に、いつの間にか不法投棄されていた。 

※悪質な事業者は、金銭や甘い言葉(うまい話)で土地 

 利用の同意を得ようとします。そして、同意を得る 

 とすかさず、法令や手続きなどを無視して短期間で 

 廃棄物や粗悪な残土を大量に持ち込んだり、周囲の 

 土地まで行為が拡大したりします。さらに、事業者 

 が行方不明となってしまった場合には、土地所有者 

 が撤去などの対応をしなければならないなど、多大 

 な被害を受けるケースがあります 
 
◆防止策 

◇“うまい話”があっても安易に土地を貸さない。 

◇自分だけで判断せず、周囲の人に相談する。 

◇必要な許可を受けているかなど、不審な点は県や市 

 に相談する。 

◇相手方や事業の内容をきちんと確認し、不明な点は 

 書面を提出させる。 

◇契約は、内容を理解・確認した上で、必ず書面で契 

 約書を交わす。 

◇人目につきにくい土地、手入れが行き届かない土地 

 は定期的に見回る。また、侵入防止柵や｢不法投棄 

 禁止警告掲示板｣を設置したりするなど土地所有者 

 (管理者)としてできる対策を講じる。 

 

◎廃棄物の不法投棄、野焼き、不適正な残土による埋 

 め立てを発見した場合は、｢不法投棄110番｣まで通 

 報をお願いします。 

 ｢不法投棄110番｣ 0120-536-380 

※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) 
 

問 県廃棄物対策課 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 

        下妻警察署(休日や夜間) 43-0110 

県介護支援専門員実務研修受講 

試験実施案内配布 
 

◆試験実施案内(受験願書)配布 6月28日(金)まで 

 

◆実施案内(受験願書)設置場所   

◇県社会福祉協議会 

◇県健康・地域ケア推進課 

◇各保健所 

 

｢2019(令和元)年度茨城県介護支援専門員実務研修受

講試験概要｣は、県および県社会福祉協議会のホーム

ページを参照ください。 

【県ホームページ】 

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

｢介護支援専門員の研修・試験情報｣と検索 

【県社会福祉協議会ホームページ】 

http://www.ibaraki-welfare.or.jp/ 

 

問 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会 福祉人材・ 

        研修部 ケアマネ試験担当  

    029-241-4121 

｢茨城郷土部隊の戦時史料展｣開催 
 
◆開催期間 ７月11日(木)～15日(月・祝) 

      午前９時～午後８時 

※土・日曜日、祝日は午後５時まで 

◆場所 茨城県立図書館 ギャラリー 

    [水戸市三の丸1-5-38] 

◆展示内容 水戸第二連隊によるペリリュー島での戦

いや風船爆弾、霞ヶ浦海軍航空隊ほか陸

海軍航空部隊の沿革など 

◆入館料 無料 
 

問 茨城郷土部隊史料保存会 

    029-273-9021   029-273-9021 

地区名 散布区域(次の区域のうち一部を除く) 

上妻 
黒駒、柴、江寺山西、平方、尻手、渋井、桐ケ

瀬、赤須、前河原、大木木田川、大宝沼 

騰波ノ江 
若 柳、下 宮、中 郷、宇 坪 谷、数 須、下 田、貝

越、筑波島、大宝沼 

大宝 
大宝、北大宝、比毛、福田、大宝沼、木田川(平

川戸・横根・坂井・堀篭・大串) 
下妻 小島(四体仏・谷原田・下浜) 
総上 袋畑(美畑・久保田)、古沢(高柴原・沢畑) 

豊加美 
加 養、亀 崎、新 堀、肘 谷、樋 橋、山 尻、谷 田

部、柳原 

宗道 
田下、下栗(白鳥)、本宗道(宮東)、宗道、見田、

唐崎、長萱、伊古立、原(原東・新田後・宗道前

原・中谷原・柳町) 
蚕飼 大園木、鯨 

イネ縞葉枯(しまはがれ)病対策 

ラジコンヘリコプターによる空中防除実施 
 

６月20日(木)、近年被害が拡大しているイネ縞葉枯病

対策のため、ラジコンヘリコプターによる水稲への農薬

散布を実施します。ご理解ご協力をお願いします。 

 

◆散布区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆散布実施日 ６月20日(木) ※雨天順延 

 

◆散布予定時間 午前４時30分～正午 

 

◆散布概要 

◇使用農薬 MR.ジョーカーEW(殺虫剤)  

◇有効成分 シラフルオフェン 

◇使用量 水田10ａあたり0.8ℓの割合で散布します。 

◇対象病害虫 ヒメトビウンカ 

※この薬剤は、人畜および魚類などに対する心配はあり 

 ません 

 

問 茨城県西農業共済組合 損防課  

    30-2914   30-2920 

    茨城県西農業共済組合 実施本部(実施期間中)  

        28-3400   28-3401 

『近隣市町男子・女子ビーチボールバレー 

大会』参加チーム募集 
 

◆日時 ７月14日(日)午前８時30分～ 

◆場所 市立総合体育館[本城町3-36] 

◆種目 

◇男子の部 

※参加チームが５チーム以下の場合は中止になります 

◇女子ヤングの部・女子ミドルの部(40歳以上) 

※参加チームが５チーム以下の場合は部門が1つにな

ります 

※年齢は大会当日を基準とします 

◆参加資格 

◇近隣市町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 

◆参加費 2,000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、お申し込み

ください。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 

◆申込締切 ７月４日(木)午後５時まで 

◆組み合わせ抽選会 

◇日時 ７月６日(土)午後７時～ 

◇場所 下妻公民館(チーム代表者出席) 

 

問 市ビーチボールバレー連盟事務局 

   090-4074-6659(山本)   44-3153 

下妻特別支援学校 

『看護師または准看護師』募集 
 

◆勤務場所 茨城県立下妻特別支援学校[半谷492-4] 

◆業務内容  

 痰の吸引・吸入、経管栄養の注入、導尿、その他 

◆勤務時間 週25時間(年間875時間)  

◆賃金 時給1,020～1,550円 

※年齢や経験により決定 

◆通勤手当 最高50,400円 

◆免許 看護師免許または准看護師免許 

◆募集人員 3人 

◆その他 委細面談 
 

問 申 茨城県立下妻特別支援学校 

     44-1800(鈴木)   43-9174 

｢福祉の店ナイスハートバザール｣開催 
 

県内の障害者就労支援施設などで製作した手づくり

製品(パン、野菜、手工芸品、縫製品など)を販売しま

す。 

 

◆日時 ７月５日(金)～８日(月)午前10時～午後７時 

※最終日は午後４時30分まで 

◆場所 イオン下妻店 １階 セントラルコート 

    [堀篭972-1] 

 

問 一般社団法人 茨城県心身障害者福祉協会  

     029-244-7461   029-243-4429 

下妻AILE吹奏楽団 

｢第２回定期演奏会｣開催 
 

私たち｢下妻AILE吹奏楽団｣は、第２回目の定期演奏

会を開催することになりました。 

吹奏楽らしい曲からジャズ、アニメのテーマソング

まで、楽しい曲を用意してお待ちしています。 

ぜひ足をお運びください。未就学児の鑑賞も大歓迎

です。 
 
◆日時 ７月７日(日)午後１時30分～３時30分 

◆場所 千代川公民館 大ホール[鬼怒230] 

※入場無料 
 

問 下妻AILE吹奏楽団 

    090-6924-4502 (遠藤) 
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｢ひきこもりの理解と支援｣講演会開催 
 
 どなたでも参加できます。直接会場にお越しくださ 

い。 
 
◆講師 筑波大学医学医療系 社会精神保健学教授 

    斎藤 環 氏 

◆日時 ６月16日(日)午後2時～4時 

◆会場 国立病院機構霞ヶ浦医療センター 講堂 

    [土浦市下高津2-7-14] 

◆参加費 無料 

※駐車料金が100円かかります。駐車券を受け付けに 

 提示してください 
 

問 県南地域医療懇話会 

  029-823-7930   029-822-1441 

学生の皆さんへ 

｢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

令和2年3月卒業予定者および既卒未就職者(概ね卒業

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(前期)｣を開催します。 

 面接会は午前の部から午後の部にかけて行われま

す。履歴書を複数枚持参し、ぜひご参加ください。事

前申込不要、参加費無料です。 

 

◆開催期日および場所 

【土浦会場】６月26日(水)  

 ホテルマロウド筑波[土浦市城北町2-24] 

【水戸会場】７月11日(木)  

 ホテルレイクビュー水戸[水戸市宮町1-6-1] 

◇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 
 
【大好きいばらき就職面接会ホームページ】 

※参加予定企業などの最新情報をご確認ください 

 http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/ 

 rodo/r1daisuki.html 

 

問 県労働政策課 029-301-3645(直通) 

           029-301-3649 

茨城県立筑西産業技術専門学院 

『受講生』募集 
 
◆講座名 機械図面の読み方・描き方 

◆内容  

   機械図面の基本的な知識と製図関係規格について 

◆実施日 8月6日(火)、７日(水)  

     午前9時～午後4時(2日間、計12時間) 

◆定員 10人 ※申込者が定員を超えた場合は抽選 

◆申込締切 ７月８日(月)必着 

◆受講料 2,980円 

◆申込方法  

 インターネットで筑西産業技術専門学院のホーム 

 ページまたは往復はがきに①講座名 ②氏名 ③年齢  

 ④住所 ⑤電話番号 ⑥職業を記入し郵送。 

◆その他 受講決定者は、決定通知に記載する指定日

に来院し、受講手続きを行ってください。 
 

問 申  

茨城県立筑西産業技術専門学院 在職者訓練担当 

〒308-0847[筑西市玉戸1336-54] 

24-1714   25-6071 

 http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chikusa 

 nsen/kunren/index.html 

 

はかりの定期検査を実施します 
 
 取引または証明に使用するはかりは、2年に1回定

期検査を受けなければなりません。 

 市においては、次の日程により定期検査を実施しま

す。最寄りの会場で必ず受検するようお願いします。 
 
◎開店などで新規ではかりの検査が必要となった場合

または閉店などではかりの検査が不要となった場合

は、必ず市役所商工観光課へご連絡ください 
 
◆日程および場所 

◇11月25日(月)、26日(火)、27日(水)  

   下妻市役所本庁舎 東側倉庫 

◇11月28日(木)  

   市役所千代川庁舎 北側倉庫 

※どちらの会場でも受検できます 
 

問 県指定定期検査機関一般社団法人茨城県計量協会     

   029-225-7973   029-225-7974 

     茨城県計量検定所  

     029-221-2763   029-221-2764 

 市商工観光課 45-8993   44-6004 

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・生産設備メンテナンス科 

 (ビジネススキル講習・企業実習付き訓練) 

◆期間 

◇スマート情報システム科  

 9月２日(月)～令和2年2月27日(木)(６カ月間) 

◇生産設備メンテナンス科  

 9月５日(木)～令和2年3月30日(月)(７カ月間) 

◆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) 

◆見学会 6月27日(木)、7月4日(木)、11日(木)の午

後1時～3時に施設見学会を行います。 

※予約不要 

◆申込方法  

 6月25日(火)～7月16日(火)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 

 

しもつまウォーク｢ナイトウォーク｣開催 
 

市では毎月１回、砂沼の遊歩道をウォーキング

し、体力の向上や健康増進を図る｢しもつまウォー 

ク｣を実施しています。 

例月は平日の午前中に実施していますが、７月は

時間帯を午後７時からに変更し、｢ナイトウォーク｣

として次のとおり実施します。 

事前申し込み不要、参加料無料、ご家族、親子で 

の参加も歓迎です。 

普段運動不足の方、一緒にウォーキングをする仲

間を作りたい方など、ぜひご参加ください。 

 

◆日時 ７月８日(月)  

◇受付 午後６時30分 

◇スタート 午後７時 
 
◆集合場所  

 砂沼広域公園 テニスコート北側[長塚乙4-1] 

※旧砂沼サンビーチエントランス西側の中央通路周 

 辺です 
 
◆コース 砂沼遊歩道  

◇１周(約90分)コース 

◇半周(約45分)コース 

※体力・体調に合わせて選べます 
 
◆持ち物 飲み物・タオル・保険証など 

※歩きやすい服装・靴でご参加ください 
 
◆その他  

◇しもつま元気ポイントの対象事業です。 

◇雨天・荒天の場合は中止となります。 

 

問 市生涯学習課 45-8997   43-3519 

｢行政書士による無料相談会｣開催 
 
 茨城県行政書士会県西支部では、暮らしと役所の諸

手続きについて、面談により相談に応じます。 
 
◆日時 ７月20日(土)午前10時～午後２時 

◆場所 八千代町中央公民館 ２階 研修室 

    [八千代町菅谷1027] 

◆相談内容 相続・遺言、成年後見、離婚、農地転 

       用、建設業許可などの諸問題 

※事前予約は不要です。 
 

問 茨城県行政書士会県西支部  

 0280-33-3685   0280-33-3686 


