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男女共同参画推進事業 

｢フォトコンテスト｣開催 
 

普段の生活の中で｢ありがとう｣と伝えたい方の写真

を募集します。スマートフォンやデジタルカメラで

撮った写真も大歓迎です。お気軽にご応募ください。 
 
◆募集テーマ ｢“ありがとう”を伝えよう！｣ 

       写真には、タイトル(｢ありがとう｣と 

       伝えたい方などの名称)と、それに対 

       する感謝の気持ちを40字程度にまと 

       め、コメントとして添えてください。 

◆応募期限 10月25日(金)まで 

◆応募資格 市内在住・在勤・在学の方  

※１人２作品まで 

◆応募方法  

◇郵送または持参  

 〒304-8501[本城町二丁目22番地] 

 市役所市民協働課 男女共同参画係  

◇メール  kyodo@city.shimotsuma.lg.jp 

※応募用紙を添えてください 

※応募用紙および内容詳細は、市ホームページをご確 

 認ください 

◆賞 最優秀賞１点、優秀賞２点、佳作４点 

※ホームページに掲載する他、入賞者へご連絡します 

◆展示期間  

◇市役所本庁舎 １階 市民ホール[本城町二丁目22] 

 11月５日(火)～12月２日(月) 

◇千代川公民館 ロビー[鬼怒230] 

 12月４日(水)～１月８日(水) 
 

問 申 市民協働課  

     43-2114   43-4214 

二本紀地区通行止めにご協力を 
 

二本紀地区では7月下旬ごろから、堤防の拡幅、か

さ上げ工事に伴い、下妻食肉処理場前の道路を平日午

前8時から午後５時まで全面通行止め、さらに上流約

1,000ｍの区間の堤防上の道路が終日全面通行止め

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  

 7月下旬ごろ～令和2年2月下旬ごろ 

 

◆工事場所 次の図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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所 

        0297-43-9021   0297-43-9023 

｢敬老福祉大会｣開催 
 

第48回敬老福祉大会を開催します。市内在住の高

齢者の方はどなたでも参加できます。ぜひご来場く

ださい。 
 
◆日時 ９月15日(日)午前９時30分～ 

◆場所 下妻市民文化会館[本城町3-36-1] 

◆内容 式典・芸能発表 

◆大会参加(観覧)・芸能発表の申込方法 

◇老人クラブ会員の方 

単位老人クラブ会長にお申し込みください。 

◇老人クラブ会員以外の方 

市役所介護保険課(第二庁舎２階)にお申し込みくだ 

さい。 

※申込書は市役所介護保険課窓口で配布しています 

◆申込締切 ８月９日(金)まで 
 

問 申 市介護保険課  

     45-8123   30-0011  

〝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 ８月９日(金)午前９時30分～11時 

◆会場 砂沼荘[下木戸493-6] 

 

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 

｢人権教育講演会｣開催 
 

人権を身近な問題として実感できる講演会です。 

 

◆日時 ８月６日(火)午後1時30分～ 

                         (受付 午後1時～) 

◆場所 千代川公民館 ホール[鬼怒230] 

◆演題 ～私の｢夜間中学｣教師体験記～ 

     命の光を大きく輝かせるために 

◆講師 元夜間中学校教諭 松崎 運之助 氏 

◆協力 下妻市地域改善対策協議会 

    下妻人権擁護委員協議会 下妻部会 
        

問 市福祉課 43-8246   43-6750 

        市指導課 44-0746   43-9680  

コミュニティサイクル｢しもんチャリ｣の運行を

一時停止します 
 
下妻まつり開催に伴い、8月2日(金)～4日(日)の3

日間、すべてのサイクルポートの｢しもんチャリ｣に

ついて運行を一時停止します。 

 利用者の皆さまにはご不便をおかけしますが、ご

理解ご協力をお願いします。 
 

問 市都市整備課 45-8128   43-2945 

｢令和２年下妻市成人のつどい｣開催 
 

｢令和２年下妻市成人のつどい｣を次のとおり開催

します。 
 
◆日時 令和2年1月12日(日)午後2時30分～ 

                            (受付 午後2時～) 

◆場所 下妻市民文化会館[下妻市本城町3-36] 

◆対象 今年度20歳を迎える方 

※対象者には11月上旬ごろに案内を郵送します 
 

問 市生涯学習課 45-8995   43-3519 

児童扶養手当の現況届をご提出ください 
  

児童扶養手当を受けている方は、今後の受給資格

要件を確認するために、毎年8月に現況届の提出が必

要です。所得制限により手当の支給が停止している

方も提出が義務付けられています。２年間この届を

出さないと受給資格喪失となります。 

 対象となる方には７月下旬に通知を送付します。

同封の現況届などに必要事項を記入の上、次の申請

受付期間中に提出してください。 
※児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくし 
 ていない児童が育成される家庭(ひとり親)に支給さ 
 れる手当です 
 
◆受付期間 ８月13日(火)～25日(日) 

午前９時～正午、午後１時～５時 

※土・日曜日、祝日除く。ただし、８月25日(日)は 

 休日受け付けを行います 

※８月15日(木)は市役所子育て支援課(第二庁舎２ 

 階)窓口で午後7時まで受け付けます 

◆会場 第二庁舎 ３階 中会議室 

※８月13日(火)、14日(水)はハローワークの出張相 

   談有 

◆注意事項  

◇現況届は受給者本人の提出が原則です。 

◇未提出の場合は手当が支給されません。必ず期限 

 内に届け出てください。 

          

問 市子育て支援課  

    45-8120   30-0011 

不適正な土砂の搬入にご注意 
 

市町村や県の許可を得ないで土砂を山のように堆積

したり、粗悪な建設残土で土地を埋め立てるなど、不

適正な土砂の搬入事案が県内で多発しています。こう 

した行為の責任や土砂の処理費用の負担は、業者(行為

者)だけではなく土地所有者または管理者にも及ぶこと

があります。 
 
◎｢県不法投棄110番」0120-536-380 

 受付時間 平日 午前８時30分～午後５時15分 

※匿名の通報でも対応します 
 

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 

   休日・夜間は下妻警察署 43-0110 



PCリサイクルマーク 

パソコンの処分方法 
 

現在、皆さまが家庭でお使いのパソコンには、PC

リサイクルマーク表示のあるものとないものがあり

ます。 

 PCリサイクルマーク表示のあるものは、メーカー

で無料引き取りとなります。各メーカーの回収取扱

窓口にお問い合わせください。 

 PCリサイクルマーク表示のないものは、小型家電

リサイクルの対象として、市役所生活環境課(本庁舎

２階)窓口でお預かりします。リサイクルにご協力を

お願いします。 
 

問 市生活環境課  

   43-8289   44-7833 

小型家電リサイクルにご協力を 
 

使用済み小型家電の回収について、皆さまにお願い

しているところですが、平成31年３月末日をもっ

て、使用済み小型家電からリサイクルにより取り出

される希少金属を使用して｢2020東京オリンピッ

ク・パラリンピック｣の開催時に選手に提供されるメ

ダルを製作する施策(みんなのメダルプロジェクト)が

終了となりました。 

メダル使用金属の確保状況(東京オリンピック・パ

ラリンピック組織委員会 公表値) 

金：93.7%、銀：85.4%、銅：100% 

みんなのメダルプロジェクトは終了しましたが、引

き続き小型家電の回収は実施します。 

回収ボックスに入らない大きさのものは、市役所生

活環境課(本庁舎２階)窓口でお預かりします。使わな

くなった家電製品を処分する場合は、リサイクル可

能なものもあります。詳しくは、お問い合わせくだ

さい。 

 PCリサイクルマークのないパソコンは、市役所生

活環境課(本庁舎２階)窓口でお預かりします。ただ

し、家電リサイクル法の対象になっている家電４品

目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣

類乾燥機)は除きます。ご協力をお願いします。 

 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833 

 

『シルバーリハビリ体操 

指導士３級養成講座』参加者募集 
 

介護予防のための健康づくりや運動について学習し、

地域の皆さんの健康を支える活動をしませんか。ご近所

のお仲間同士、退職して時間に余裕がありボランティア

に興味がある方など大歓迎です。 
 
◆募集人数 20人 

◆対象者 市内在住の50歳以上で全日程に参加でき、 

     終了後に指導士としてボランティア活動に 

      協力できる方(60歳以上の方を優先) 

◆内容  

◇講義 介護予防の推進 

    解剖運動学(筋肉や骨、神経など) 他 

◇実技 いきいきヘルス体操 

    いきいきヘルスいっぱつ体操 他 

◆講習会日程  

※初回は、市からバスを出します 

◆申込締切 ８月29日(木)まで  

◆申込方法 電話でお申し込みください。 

◆持ち物 参加費1,000円(指導士会年会費・保険代含 

               む)、筆記用具、運動できる服装、昼食 
 

問 申 市介護保険課  

               43-8338   30-0011 

  日時 場所 

① 
10月1日(火) 
午前9時30分～午後3時45分 

県立健康プラザ 

(水戸市) 

② 
10月9日(水) 
午前9時30分～午後3時45分 

市役所第2庁舎 
3階 中会議室 

③ 
10月16日(水) 
午前9時45分～午後3時45分 

市役所第2庁舎 
3階 中会議室 

④ 
10月23日(水) 
午前9時45分～午後3時45分 

市役所第2庁舎 
3階 中会議室 

⑤ 
10月30日(水) 
午前9時45分～午後3時45分 

市役所第2庁舎 
3階 中会議室 

⑥ 
11月6日(水) 
午前9時30分～午後3時45分 

市役所第2庁舎 
3階 中会議室 

木造住宅耐震改修費助成事業実施 
 

住宅の耐震改修(設計、工事)に関する費用助成を行

います。 

 

◆申込締切 10月31日(木)まで 

 

◆事業対象住宅の主な要件 

◇昭和56年５月31日以前に建築確認を受けている 

 木造住宅 

◇所有者が居住する戸建住宅で、地上階数が２以下 

 で延床面積が30㎡以上の木造住宅 

◇耐震改修設計を行う場合は、一般診断法による耐 

 震診断の上部構造評点(※１)が1.0未満であること 

◇耐震改修工事を行う場合は、耐震改修設計時の精 

 密診断法による上部構造評点が0.3以上増加し、か 

 つ、増加後の上部構造評点が1.0以上となること。 

 また、令和２年２月末日までに工事が完了するこ 

 と。 

◇そのほかにも要件があり、要件すべてに該当する 

 住宅のみが対象となります。 

(※１)上部構造評点とは、建物の地震に対する強さを 

    表す数値 

 

◆申込方法 所定の申込書に必要事項を記入、押印 

      の上、市役所建設課(第二庁舎２階)にお 

      申し込みください。 

 

◆助成割合など 

 
 
問 申 市建設課 45-8127   43-2945 

区分 助成割合 助成限度額 予定件数 備考 
耐震改 

修設計 
費用の 

1/3以内 
10万円 ３件 

原則、 

先着順 耐震改 

修工事 
費用の 

1/3以内 
30万円 ３件 

木造住宅耐震診断士派遣事業実施 
 

住宅の耐震診断を行います。 
 
◆申込締切 ９月30日(月)まで 

◆事業対象住宅の主な要件 

◇昭和56年５月31日以前に建築確認を受けている 

 木造住宅 

◇所有者が居住する戸建住宅で、地上階数が２以下 

 の木造住宅 

◇そのほかにも要件があり、要件すべてに該当する 

 住宅のみが対象となります。 

◆申込方法 

所定の申込書に必要事項を記入、押印の上、市役 

所建設課(第二庁舎２階)にお申し込みください。お 

申し込みの場合は、住宅の建築時期が確認できる 

書類(建築確認済証など)をご持参ください。 

◆費用自己負担額 １件当たり2,000円 

◆派遣予定件数 ５件(原則として先着順) 

◆その他 

◇同派遣事業は、被災者生活再建支援制度による被 

 災度区分判定調査とは異なります。 

◇市では、事業申し込みをしていない方に対する派 

 遣や斡旋などは行っていません。診断士がご自宅 

 に訪問する場合は｢茨城県木造住宅耐震診断士認定 

 証｣を携帯していますので、ご確認ください。 
 

問 申 市建設課 45-8127   43-2945 

高齢者および 

障害者福祉タクシー利用料金助成事業 

利用できるタクシー会社を追加しました 
 

高齢者および障害者福祉タクシー利用料金助成事業で

助成券を利用できるタクシー会社に新たに次の事業者 

を追加しました。 
 

◆大曽根タクシー株式会社 

 [つくば市大曽根2684-1]029-864-0301 

※令和元年度の高齢者および障害者福祉タクシー助成券 

 の利用できる事業所欄に｢大曽根タクシー｣の記載はあ 

 りませんが利用できます。 
 

問 <高齢者福祉タクシー> 

   市介護保険課 45-8123   30-0011 

  <障害者福祉タクシー> 

   市福祉課 43-8352   43-6750 

｢排水設備主任技術者試験および講習会｣ 

開催 
 

◆日時 ◇主任技術者試験  

    10月31日(木)午後１時30分～３時30分 

                        (受付 午後０時30分～) 

            ◇講習会(受講無しでの受験可) 

    ９月25日(水)午後１時30分～４時30分 

     (受付 午後０時30分～) 

◆場所 ホテル グランド東雲 

             [つくば市小野崎488-1] 

◆講習内容 下水道一般、下水道関係法令、主任技術 

                   者制度、排水設備の設計・施工など 

◆手数料 主任技術者試験・講習会 各2,000円 

◆申込締切 ８月19日(月)まで 

◆申込方法 受験申込書に写真２枚、履歴書、住民  

                  票抄本(原本１枚、３カ月以内発行のも 

       の)、卒業証明書(卒業証書の写しでも 

       可)、資格証明書、振込受付証明書を添 

        付の上、お申し込みください。 

◆その他 茨城県下水道協会のホームページ(http:// 

     www.jsdi.or.jp/~kyokai/)で様式のダウン 

     ロードができます。受験資格・申込書・振  

     込用紙の配布および詳細は市役所上下水 

     道課までお問い合わせください。 
 

問 申 市上下水道課  

     44-5311   44-5312 

『プレミアム付商品券に係る取扱事業者』

募集       
 
 10月に予定されている消費税率の引上げによる家

計の負担や消費への影響を緩和することを目的とし

て、低所得(住民税非課税)世帯や小さな乳幼児(０～

２歳)のいる子育て世帯を対象として｢プレミアム付

商品券｣を販売します。つきましては、商品券の取扱

事業者を募集します。 
 
◆取扱店登録資格 市内で営業している小売店・飲 

                            食店・サービス業など 

※ただし、金融業、風俗業など公序良俗に反する 

 事業者は除く 

◆登録期限 ◇第1次締切  ８月20日(火)まで 

      ◇最終締切 10月31日(木)まで 

◆登録方法 ｢取扱事業者登録申込書｣に必要事項を 

                  記入し、直接下妻市商工会へお申し込 

                  みください。(FAX可)市および商工会 

                  のホームページから｢取扱事業者登録申 

                  込書｣がダウンロードできます。 

※登録料、換金手数料などの費用はかかりません 

※後日、登録した事業者の方を対象に取扱事業者説 

   明会を開催します 
 

問  申 下妻市商工会  

       43-3412   43-3168 
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市立図書館 おはなし会 
 

市立図書館の８月のおはなし会は次のとおりです。 

参加は自由ですので、お気軽にお越しください。 
 
｢おはなしの花たば｣ 

◇日時 ８月10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 ８月25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 市立図書館 43-8811   43-8855 

日 月 火 水 木 金 土 
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健(検)診内容 健(検)診料金 自己負担金 

特定・基本健康診査＋

心 電 図 検 査・眼 底 検

査・貧血検査 

8,272円 1,500円 

胸部レントゲン 1,404円 

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歳以上の男性) 
2,376円 500円 

肝炎ウイルス検査 

(40歳以上の未実施者) 
3,240円 500円 

大腸がん検査 

(30歳以上) 
1,728円 300円 

先着200人限定で夜間健診実施 
 

日中、仕事や家事で忙しく時間が取れない方のため

に夜間健診を実施します。予約制です。ご希望の方は

必ずお早めにお申し込みください。 
 
◆対象者 令和２年３月31日時点の年齢 

◇40～75歳未満の下妻市国民健康保険加入者 

◇39歳以下の方(保険証不問) 

※社会保険の被扶養者、後期高齢者医療保険にご加入 

 の方は、お問い合わせください 

◆健診日 ９月12日(木) 

◆会場 下妻保健センター 

◆受付時間 午後４時～８時 

※番号札は午後３時30分に出します 

◆実施項目・自己負担金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆申込期限 ９月４日(水)まで 

※定員になり次第締め切り 

◆申込方法 電話または下妻保健センターの窓口でお  

      申し込みください。 
 

問 申 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

予約をお取りください。 

８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。 

 ８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。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 

 

 

 

 

 

 

８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 

日 月 火 水 木 金 土 
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ふるさと博物館 開館カレンダー/８月 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※25日(日)まで企画展｢夏休み☀わくわくふしぎ発 

 見！！～昆虫の世界にようこそ～｣開催(会期中は、 

 小・中学生入館無料) 

 

問 ふるさと博物館 44-7111   44-7115 

 

日 月 火 水 木 金 土 
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市立図書館 開館カレンダー/８月 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※３日(土)・28日(水)は、館内整理日のため休館 

※12日(月)は、祝日のため午後５時まで開館 

※13日(火)は、臨時休館日 

 

問 市立図書館 43-8811   43-8855 

未就学児の保護者さまへ 

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 

 ８月５日(月)、12日(月・祝)、15日(木)、 

 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 

小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター 

夏休み特別企画展 

｢金魚 アクアリウム展｣開催 
 

江戸時代から日本人に親しまれてきた夏の風物詩

の“金魚”。令和初めての夏休みを優雅でカラフル

な生きた芸術が涼しく彩ります。 
 
◆開催期間 ～９月１日(日) 

      午前９時～午後４時30分 
 
◆入館料 無料 
 
◆休館日 毎週月曜日 

※ただし８月12日(月・祝)は開館し、翌13日(火)が 

 休館 
 
◆場所 小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター  

    ギャラリー１ 
 

問 小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター 

   45-0200  45-0363 



県不妊専門相談センター｢妊活会｣開催 
 

妊活について疑問に思っていることや誰にも聞けな

かったことなど、みんなで一緒にお話ししてみません

か。参加される方の個人情報は厳守します。皆さまの

ご参加をお待ちしています。 

 

◆日時 ９月１日(日)午後2時～4時 

◆会場 茨城県三の丸庁舎[水戸市三の丸1-5-38] 

◆テーマ 誰でもわかる妊活 

     ～みんなでこころと体のストレッチ～ 

◆募集対象 不妊症について知りたい方 ※女性限定  

◆定員 15人 

◆スタッフ 助産師、不妊カウンセラー 

◆参加費 無料 

◆申込締切 ８月26日(月)まで 

◆申込方法 電話でお申し込みください。 

※軽く身体を動かします。動きやすい服装でお越し  

 ください 

 

問 申 茨城県産婦人科医会  

     029-241-1130 

      029-291-8366 

平日 午前９時～午後３時  

 

小島第１踏切の交通制限にご協力を 
 

 小島第1踏切は第4種踏切(遮断機の設置されてい

ない踏切)となっています。過去には重大な事故も発

生していることから、市と関東鉄道では、安全対策

として線路の両側に車止めを設置します。 

８月１日から歩行者および自転車のみが通行でき

るようになります。ご不便をおかけしますが、鉄道

事故防止のためご理解ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市建設課 45-8125   43-2945 

石岡市・小美玉市就職説明会 

｢就勝!2019｣開催 
 

大学・短大・専門学校・高校などを令和2年3月に

卒業見込みの方と既卒で未就職(高卒を除く概ね3年

以内)の方を対象とした就職説明会を開催します。 

石岡市・小美玉市を中心に県内の事業所が集まり

採用面接や企業説明を実施します。ぜひご参加くだ

さい。 

 

◆開催日 8月9日(金)受付 午後0時30分～ 

◆会場 石岡運動公園体育館[石岡市南台3-34-1] 

◆説明会および面接会 午後1時～3時 

※高校生は説明のみです 

※履歴書・事前申し込みは不要。既卒者はハロー 

   ワークへの登録が必要です 

※参加費無料です 

※上履きなどをご持参ください 

※詳細は次ホームページをご覧ください。 

石岡市  http://www.city.ishioka.lg.jp 

小美玉市  http://www.city.omitama.lg.jp 

 

問 石岡市経済部 商工課  

   0299-23-1111   0299-24-5358 

 小美玉市産業経済部 商工観光課  

 0299-48-1111   0299-48-1199 

 

浄化槽をお使いの皆さまへ 
 

浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水を

きれいにする装置で、①法定検査の受検 ②保守点検の 

実施 ③清掃の実施が義務付けられています。 
 

◆法廷検査とは 

浄化槽からきれいな水が放流されているかを検査し

ます。使用開始から3～8カ月以内に初めの検査を行

い、その後は毎年1回受ける必要があります。法定

検査を受検せず、さらに生活環境の保全および公衆

衛生上必要と判断する場合には、勧告・命令を行う

場合があります。この命令に違反した場合は、罰則 

(30万円以下の過料)が設けられています。 

※法定検査を実施していない方には、11～12月にか 

 けて受検の案内文を送付します 
 
◆保守点検とは 

浄化槽内の点検調査を行い、放流先が不衛生になら 

ないように消毒剤を定期的に補充します。 

10人槽以下の家庭用浄化槽の場合、年3～4カ月に 

１回行う必要があります。 
 
◆清掃とは 

浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取ります。年に

１回以上行う必要があります。 
 
◎単独処理浄化槽を使用されている方は、合併処理浄 

 化槽へ 

単独処理浄化槽で処理できるのはトイレの汚水のみ

です。合併処理浄化槽に転換することで、水の汚れ 

の量をおよそ1/8に減らせます。 
  

問 県生活環境部環境対策課 029-301-2966 

        茨城県水質保全協会 029-291-4000 

        県西県民センター環境・保安課 

        24-9140 

        市生活環境課 43-8234   44-7833 

｢出会いパーティー｣開催 
 

【下妻会場】 

◆日時 ８月４日(日)午後１時30分～午後４時 

                       (受付 午後１時～) 

◆場所 ビアスパークしもつま[長塚乙70-３] 

◆対象 30～40歳代の独身男女(20歳代の方の参加 

            歓迎) 

◆参加費 男性 3,000円 女性 1,000円 

※当日持参 

◆持ち物 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 ホームページから申し込み 

※お申し込み後、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 

        http://www.bell-support.net 

『夏のいけ花体験教室』参加者募集 
 
 

誘い合ってお花をいけて、楽しみませんか。 
 
◆日時 8月24日(土)午前9時30分～11時 
 
◆場所 下妻公民館 1階 多目的室[本城町3-36-1] 
 
◆対象 幼児(5歳)～大人 ※幼児は保護者同伴 
 
◆参加費 １人900円(教材費) 
 
◆持ち物 新聞紙、タオル  

※はさみ、器のある方は持参可 
 
◆申込期限 8月10日(土)まで 
 

問 申 下妻市華道文化協会 

     44-3050(中川)   44-3050 

     またはお知り合いの華道文化協会の先生 

親子でお箸づくりに挑戦『マイ箸づくり』 

参加者募集 
 

限りある資源の大切さに気付き、マイ箸を持つこ

とがエコ活動の第一歩。｢世界にひとつだけのマイ

箸｣を親子で一緒に作りましょう。 

 

◆日時 ８月24日(土)午前９時30分～11時 

 

◆会場 下妻公民館 ２階 学習室 

 

◆募集人員 先着30人  

※市内在住の親子・一般の方も参加できます。  

 

◆参加費 500円(材料代として) 

 

◆主催 下妻エコの会 リボーン 
 

問 申  
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 

夏休みイベント〝ちょこボラ活動〟 

『みんなの力をあわせて点字で絵本をつくろ

う』参加者募集 
 

点訳サークルぽちぽちでは｢点字を楽しくひろめて

いこう！｣を合言葉に、市内小・中学校で点字の体験

授業などの福祉教育を行っています。 

今回は、より多くの皆さんに点字を体験してもら

えるよう、点字を通した地域貢献・社会貢献につな

がる〝ちょこボラ活動〟を開催します。ぜひお気軽

にご参加ください。 

 

◆日時 ８月20日(火) 

◇午前の部 午前10時～正午  

◇午後の部 午後1時30分～3時30分 
 
◆会場 イオンモール下妻 １階 フォレストコート 

    [堀篭972−1] 
 
◆参加費 無料 
 
◆活動内容 

◇文章を点字で打って、点訳した絵本を県立盲学校 

 へ寄贈しよう 

◇障害理解、共生について展示 

 

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 

ストッカー 小島第1踏切 
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『市長杯および理事長旗争奪 

ソフトボール大会』参加チーム募集  
 
◆日時 10月6日(日)、13日(日) 

※予備日11月3日(日・祝)、10日(日) 

◆会場 小貝川ふれあい公園 ソフトボール場 

◆参加資格 

市内在住または在勤の19歳以上の者で構成するチーム

(2019年度に19歳になる者も可。ただし、高校生は 

不可) 

※二重登録選手(市内チーム)の出場は認めません 

◆参加費 3,000円 

※新規登録チームは別途年間登録料(5,000円)が必要と 

 なります 

※代表者会議当日に納めてください 

◆競技方法 ◇1日目 予選リーグ戦 

      ◇2日目 決勝トーナメント戦 

◆組合せ 代表者会議で決定します。 

◆申込方法 

8月22日(木)までに下妻市ソフトボール連盟事務局へ

ご連絡ください。今年度の登録チームは、申込書を代 

表者会議に持参してください。 

◆その他 

新規登録チームは事前連絡が必要となります。 

(事務局から登録用紙を送付します。余裕をもってご連

絡ください。) 

◆代表者会議 

◇日時 8月23日(金)午後7時～ 

       (受付 午後6時30分～) 

◇会場 下妻公民館 2階 学習室 
 

問 申 下妻市ソフトボール連盟事務局 

 090-4452-2225(小島) 

  受付時間 午後5時30分～9時 

   ssa_sports@yahoo.co.jp 

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。 
 
◎｢県不法投棄110番｣0120-536-380 

 受付時間平日 午前８時30分～午後５時15分 

※匿名の通報でも対応します 
 

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 

 休日・夜間は下妻警察署 43-0110 

｢ひきこもり支援フォーラム｣開催  
 
 不登校・引きこもりの相談会を行います。 
 
◆日時 ８月29日(木)午後1時～4時30分 

          (受付 午後0時30分～) 

◆会場 古河市三和地域交流センター 

    コスモスプラザ 1階 多目的ホール 

    [古河市仁連2065]0280-76-1517 

◆内容 ＜第1部＞午後1時10分～1時50分 

    ◇体験発表 自身の経験をもとに講演 

    ◇講演者 子どものＳＯＳソングライター 

   悠々ホルン 

    ＜第2部＞午後2時～4時30分 

    ◇県内支援団体による個別相談会 

◆申込締切 8月21日(水)まで 

    

問 申  
古河保健所 

0280-32-3021   0280-32-4323 

 

いきいき茨城ゆめ国体文化プログラム 

｢全国都道府県対抗ｅスポーツ選手権

2019 IBARAKI(ウイニングイレブン

2019)地区予選｣開催 
 
いきいき茨城ゆめ国体では、全国初の取り組みと

して、全国都道府県対抗ｅスポーツ選手権2019 

IBARAKIが開催され、｢Ｗaiwaiドームしもつま｣を

会場として地区予選が行われます。200インチの

大型モニターで繰り広げられる激闘をぜひ会場で応

援しましょう。 

 

＜下妻会場大会＞ 

◆実施競技 ウイニングイレブン2019 
 
◆実施日時 ８月４日(日)午前10時～開会 
 
◆会場 Ｗaiwaiドームしもつま[下妻丁91] 

※観覧無料 
 
◆大会詳細 大会ホームページ(http://culture-ib 

                  araki.jp/esports2019/)をご覧くだ 

                  さい。 

 

問 下妻e-sports実行委員会  

 090-4732-5527(内山) 

  44-3423 

大会ホームページ 

｢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 ８月17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 

｢自主防災組織リーダー研修会 

(取手会場)｣開催 
 

茨城県、水戸地方気象台、取手市では、防災リー

ダーの育成を目的とする｢自主防災組織リーダー研修

会｣を開催します。 

 自主防災組織の新規結成や活動についての講演が

あります。ぜひご参加ください。 

 

◆日時 8月27日(火)午後１時～４時 

◆場所 取手ウェルネスプラザ[取手市新町2-5-25] 

◆定員 先着400人 

◆参加費 無料 

◆申込方法 住所、氏名、連絡先を添えて市役所消 

      防交通課(本庁舎２階)までお申し込みく 

      ださい。 

◆申込締切 ８月13日(火)まで 

◆内容 ◇県の新しい地震被害想定について 

    ◇防災気象情報の利活用 

    ◇自主防災組織事例紹介 

 

問 申 市消防交通課  

 43-2119   43-4214 

学習支援『寺子屋』 

ボランティアスタッフ募集 
 

毎週月曜日、小学4年生～中学生を対象に学習支援

｢寺子屋｣を開催しています。 

子どもに勉強を教えるのが得意な方、子どもに関

わることが好きな方など子どもたちの居場所作りの

お手伝いをしてくれるボランティアを募集していま

す。資格の有無は問いません。高校生・大学生も大

歓迎です。 
 
◆実施日 毎週月曜日、午後3時～6時 

※8月は週3日実施予定。詳細は、お問い合わせくだ 

 さい 
 
◆場所 コミュニティカフェ ぷらっとほーむ 2階 

    [下妻乙356-3]      
 
◆募集要件 月1回程度活動できる方 

 

問 申 下妻市社会福祉協議会  

     44-0142   44-0559 

飯村丈三郎シンポジウム2019 in 下妻 

｢飯村丈三郎、岡倉天心、横山大観、石州

流茶道〜彼がいたから、現在がある〜｣ 

開催 
 

昨年度に引き続き、下妻市生れの偉人、飯村丈三

郎の業績を知るシンポジウムを開催します。 

今回は、飯村が文化芸術面で果たした役割と位置

付けを中心に取り上げます。 

岡倉天心が北茨城の五浦で日本美術院を移したと

き、飯村は茨城新聞社社長として積極的にバック

アップしました。関東大震災以降は水戸に居を移

し、茨城県の教育文化振興に邁進しましたが、その

中で水戸藩以来の伝統を持つ石州流茶道を近代に復

興したこと、および横山大観らと茨城美術展覧会を

発足させたこと、これら２つの業績にスポットを当

ててご紹介します。 

 

◆日時 8月25日(日)午後１時～４時50分 

◆場所 千代川公民館 ホール[鬼怒230] 

◆定員 250人 

◆参加費 無料 

◆申込方法 会場にて先着順 

◆内容 

◇｢飯村丈三郎の生涯と石州流茶道｣ 

 茨城地方史研究会会長 久信田 喜一 氏 

◇｢飯村丈三郎・岡倉天心・横山大観｣ 

茨城大学名誉教授 小泉 晋弥 氏 

 

問 飯村丈三郎研究会  

   090-3242-3002(照沼) 


