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有害鳥捕獲実施 
 

収穫前の野菜類(白菜・キャベツなど)を、カラスの

食害から守るため、銃器による捕獲を下妻市鳥獣被害

対策実施隊により実施します。ご理解ご協力をお願い

します。 
 
◆実施日 12月１日(日)、令和2年1月5日(日)、 

     2月2日(日) 

※いずれも日の出～日没 

◆対象地区 下妻地区全域  

※捕獲は｢下妻市鳥獣被害対策実施隊｣の黄色い腕章を 

 着けて行います 

 

問 市農政課 44-0729   43-3239 

12月８日(日)投票任期満了による 

下妻市議会議員一般選挙が行われます 
 

◆投票日時 12月８日(日)午前７時～午後６時 

※午後６時で投票所が閉鎖されますのでご注意ください。 

◆投票所 市内31カ所 

※郵送される入場券に投票所が記載されています。ご確認く 

 ださい 

◆期日前投票のできる期間と場所 

◇期間 12月２日(月)～７日(土) 

◇時間 午前８時30分～午後８時 

◇場所 ①市役所本庁舎 １階 市民ホール 

    ②千代川庁舎 １階 ホール 

◆滞在地における不在者投票 

 期日前投票期間を含む選挙期間中に仕事や学業などで、他 

 の市町村に一時的に滞在している方は、滞在している市町 

 村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。 

 事前に選挙管理委員会へ投票用紙などの請求手続きが必要 

 となります。早めにお問い合わせください。 

◆施設における不在者投票 

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院または老人ホー

ムなどの施設に入院・入所中の方は、施設内の不在者投票

所で不在者投票ができます。手続きなどについては、施設

の方にお尋ねください。 

◆郵便などによる不在者投票 

身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている方で一定の条

件にある方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区

分が｢要介護５｣の方は、郵便などによる不在者投票をする

ことができます。事前に証明書の交付申請が必要となりま

すので、早めにお問い合わせください。 

◆選挙公報 

選挙公報は、各候補者の申請に基づき経歴や政見などが記

載されています。新聞折込みにより配布するほか、市役

所、図書館、公民館にも備え付けます。(発行は12月４日

ごろの見込みです。) 

◆開票所および開票時間 

◇場所 市役所本庁舎 １階 市民ホール 

◇時間 午後７時15分～(予定) 

◇参観 会場スペースの都合により30人とします。午後４ 

    時から午後４時30分まで、参観整理券を市役所本 

    庁舎西口玄関で配布します。 
 

問 市選挙管理委員会(市総務課内) 

43-2115   43-4214 
 

家庭の水道設備の凍結防止対策にご協力を 
 

寒くなって気温が低下すると水道管やメーターが凍

り、断水や破裂することがあります。 

 

◆水道管が凍りやすい場所 

◇水道管が｢むき出し｣になっている場所 

◇日の当たらない場所 

◇風当たりの強い場所 

◆家庭でできる凍結防止対策 

◇｢むき出し｣になっている水道管は、直接外気に触れな 

 いよう保温材を巻き付け、ひもで縛って固定し、その 

 上から保温材が濡れないようにビニールテープなどで 

 隙間なく重ねて巻いてください。 

※保温材は市販されているものの他に毛布、発泡スチ

ロールなどでも代用できます 

◇メーターが入っているボックスの中に、発泡スチロー 

 ルを細かく砕いたものや布切れなどを濡れないように 

 ビニール袋に入れて、メーターを保護するようにして 

 ください。 

◆もし凍結してしまったら 

蛇口が凍ってしまった場合は、タオルなどをかぶせ、

その上からゆっくりとぬるま湯をかけてください。 

※急に熱湯をかけると、水道管や蛇口が破裂することが

ありますので注意してください 

◆もし破裂してしまったら 

メーターが入っているボックスの中にある止水栓を閉

めて、水を止めてから市の指定工事業者へ修理を依頼

してください。メーターが凍結し破損した場合は、無

料で交換しますので市役所上下水道課にご連絡くださ

い。 

※市の条例により、緊急の工事であっても市の指定を受

けていない業者が水道工事をすることはできません。

必ず市指定工事業者であることを確認してから工事を

依頼してください 
 

問  市上下水道課 44-5311   44-5312 

11月30日は｢年金の日｣です 
 
 厚生労働省では“国民一人ひとり、｢ねんきんネッ

ト｣などを活用しながら、高齢期の生活設計に思いを

巡らしていただく日”として毎年11月30日(いいみら

い)を｢年金の日｣としました。 

年金記録や将来の年金受給見込額を確認し、未来の

生活設計について考えてみませんか。 

 ｢ねんきんネット｣を利用すると、いつでも年金記録

を確認できるほか、将来の年金受給見込額について、

年金記録を基にさまざまなパターンの試算をすること

もできます。 
 
◆｢ねんきんネット｣とは 

 年金加入者や年金受給者がいつでもご自身の年金記 

 録を自宅のパソコンやスマートフォンからインター 

 ネットを通じて確認することができる日本年金機構 

 のサービスです。 

 日本年金機構のホームぺージで確認するか｢ナビダ 

 イヤル｣または下館年金事務所にお問い合わせくだ 

 さい。 
 
◆｢ねんきんネット｣でできること 

◇ご自身の年金記録の確認 

◇将来の年金見込み額の確認 

◇電子版｢ねんきん定期便｣の閲覧 

◇受給に関する各種通知書の確認  
 
※｢ねんきんネット｣のご利用には、ユーザーIDの取得

(ご利用登録)が必要です。利用方法など詳しくは、 

 日本年金機構のホームページをご覧ください 
 

問 ｢ねんきんネット｣(ナビダイヤル) 

    0570-058-555 

 日本年金機構 下館年金事務所 

        25-0829   43-2933(市保険年金課) 

     http://www.nenkin.go.jp/ 

        

人KENまもる君 

人権イメージ 

キャラクター 

人KENあゆみちゃん 

12月４日～10日は｢人権週間｣です 
みんなで築こう 人権の世紀 

～考えよう 相手の気持ち 

未来へつなげよう 違いを認め合う心～ 
 
◆女性の人権を守ろう 

◆子どもの人権を守ろう 

◆高齢者の人権を守ろう 

◆障害を理由とする偏見や差別をなくそう 

◆同和問題(部落差別)を解消しよう 

◆アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう 

◆外国人の人権を尊重しよう 

◆ＨⅠⅤ感染者やハンセン病患者などに対する偏見や 

 差別をなくそう 

◆刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそ 

 う 

◆犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう 

◆インターネットを悪用した人権侵害をなくそう 

◆北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深め 

 よう 

◆ホームレスに対する偏見や差別をなくそう 

◆性的指向を理由とする偏見や差別をなくそう 

◆性自認を理由とする偏見や差別をなくそう 

◆人身取引をなくそう 

◆東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう 
 

問 水戸地方法務局人権擁護課 

029-227-9919  

   市福祉課 43-8246   43-6750 

｢人権書道展｣開催 
 

◆下妻市小中学校人権書道展 

◇日時  11月30日(土)～12月11日(水) 

午前10時～午後４時 

◇場所  市立図書館 ２階 ギャラリー 

 [砂沼新田35-1] 

※12月2日(月)、9日(月)は休館です 

 

問 申 市生涯学習課  

     45-8995   43-3519 

｢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 12月14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 



放課後児童クラブ名 主な受入れ先 所在地 連絡先 
下妻小学校児童保育クラブ第1 

下妻小学校 

下妻乙386-1 下妻小学校内 44-3704   44-3704 
下妻小学校児童保育クラブ第2 
ひまわり学童クラブ 

下妻乙422-10 
070-1254-1139  
 44-2983 ひまわり第２学童クラブ 

いずみ学童クラブ 
下妻丁342-1  
下妻いずみ幼稚園内 

43-6630   44-9499 

やはた学童クラブ 
大宝小学校 

大宝723-1 大宝保育園隣接地 
45-0150   43-6829 

第二やはた学童クラブ 大宝723 大宝保育園隣接地 
騰波ノ江小学校学童クラブ 騰波ノ江小学校 若柳甲644 騰波ノ江小学校内 44-3998   44-3998 
もみの木学童クラブ 

上妻小学校 
半谷430-164 
もみの木フレンズ敷地内 

43-6821   43-6821 
もみの木第2学童クラブ 

総上小学校児童保育クラブ 総上小学校 
小島1156 
旧JA常総ひかり総上支店内 

45-1630   45-1630 

豊加美学童クラブとよっこ園 豊加美小学校 加養3329 44-6759   45-8965 
プレールアフタースクールクラブ 

高道祖小学校 
高道祖5168 西原保育園隣接地 

30-5075   44-2983 
プレール第2アフタースクールクラブ 高道祖60-2  

宗道小学校児童保育クラブ 

 

宗
道
小
学
校           

 
 

 
 

 

第二以外

の地区 
宗道2095-2 
福祉センターシルピア別館内 

45-1053   45-1026 

宗道小学校第二児童保育クラブ 

鬼怒 
本宗道 
鎌庭  

田下地区 

鬼怒230 千代川公民館内 44-7320   44-7320 

大形小学校児童保育クラブ 大形小学校 別府199 大形小学校敷地内 44-7944   44-7944 

令和２年度『放課後児童クラブ』利用者募集 
  

 放課後児童クラブは、保護者が就労などの理由により昼間家庭にいない小学生が、授業の終了後や夏休みなどに過

ごすことができる場所です。次のとおり、令和２年度に放課後児童クラブの利用を希望する児童の募集を行います。 
 
◆対象 放課後、自宅で保育することができない小学校１～６年生 

※低学年(１～３年生)を優先し、定員に余裕がある場合には、４～６年生の入所を選考します 

※選考の結果、入所できない場合もあります 

◆募集期間 12月２日(月)～27日(金) 

◆市内放課後児童クラブ一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆申込方法 入所を希望する施設に直接お申し込みください。 

◆利用料 月額5,000円。ただし長期休暇中の７・12・３月は6,000円、８月は8,000円となります。入会金や保 

     険料などについては、各クラブにご確認ください。 
 

問 申 各放課後児童クラブ(上記参照) 

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、法令などや手続き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、莫大 

 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・確認したうえで、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 

 は定期的に見廻る。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 

 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 (平日)午前８時30分～午後５時15分 

 

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  

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。 

◆｢煙や臭いで体調を悪くした｣ 

◆｢洗濯物や布団が外に干せない｣ 

◆｢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 

  (匿名の通報でも対応します) 

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) 

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 

 12月２日(月)、12日(木)、16日(月)、23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 

〝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 12月６日(金)午前９時30分～11時 

◆会場 千代川公民館[鬼怒230] 

◎ボランティア募集中 

 活動に興味のある方は、活動日にお気軽にお越しく 

 ださい。 
 

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 

令和２年１月６日からハローワークの 

求人票と公開方法が変わります 
 

求職者の皆さまに、より詳しい求人情報を提供でき

るよう、求人票の様式変更や公開方法が変わります。

求人事業主の皆さまには、求人条件などについて更に

詳しい情報などの登録を行っていただく必要がありま

す。 

詳細は、最寄りのハローワークに問い合わせるか茨

城労働局のホームページでご確認ください。 

 

問  
筑西公共職業安定所下妻出張所 

(ハローワーク下妻)  

43-3737   44-6564 登録情報についてのQR

コード(茨城労働局) 
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『ピラティス教室』参加者募集  
 
ストレッチで体をしなやかに。初めての方もお気軽に 

ご参加ください。  
 

◆日にち 全７回 毎週水曜日 

 令和２年１月８日、16日、22日、29日、 

 ２月５日、12日、19日 

※16日のみ木曜日 

◆時間 午前９時30分～11時 

◆場所 千代川公民館 １階  ホール[鬼怒230]  

◆講師 小磯 光代 氏 

◆受講対象 市内在住・在勤の方  

※妊娠中の方は参加不可  

◆募集人数 35人 

◆参加費 １人 500円(保険料として)  

◆持ち物 タオル、飲み物、ヨガマット(バスタオルな 

     ど) 

◆申込締切 12月20日(金) ※定員になり次第締切 

◆申込方法  

 市役所生涯学習課(千代川庁舎２階)へ参加費を添えて 

 お申し込みください  

※事前に電話で仮申し込み受け付け可 

◎この事業は｢しもつま元気ポイント｣対象事業です 
 

問 申 市生涯学習課   

     45-8997   43-3519 

市立図書館 おはなし会 

 

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 12月14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クリスマススペシャル｣ 

 にちようびのおはなし会は、クリスマスをテーマに 

 特別おはなし会を行います。おはなし会の後には親 

 子で工作を楽しみましょう。何を作るかは参加して 

 のお楽しみ。クリスマスや童話にちなんだ仮装をし 

 ての参加もお待ちしています。(普段着での参加も可 

 です) 

◇日時 12月22日(日)午前10時30分～正午 

◆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 

ふるさと博物館 開館カレンダー/12月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 ふるさと博物館 44-7111   44-7115 

日 月 火 水 木 金 土 

１ 
２ 

休館 
３ ４ ５ ６ ７ 

８ 
９ 

休館 
10 11 12 13 14 

15 
16 
休館 

17 18 19 20 21 

22 
23 
休館 

24 25 26 27 
28 
休館 

29 
休館 

30 
休館 

31 
休館 

        

市立図書館 開館カレンダー/12月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※12月28日(土)から令和2年１月４日(土)まで館内整 

 理および年末年始にて休館 
 

問 市立図書館 43-8811   43-8855 

日 月 火 水 木 金 土 

１ 
２ 

休館 
３ ４ ５ ６ ７ 

８ 
９ 

休館 
10 11 12 13 14 

15 
16 
休館 

17 18 19 20 21 

22 
23 

休館 
24 25 26 27 

28 
休館 

29 
休館 

30 
休館 

31 
休館 

        

〈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。 

11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。 

 12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 

 

 

 

 

 

12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 
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 
× 

31 
× 

        

ひとり親家庭ふれあい交流事業 

～新春の集い～ 
 
｢下妻市母子寡婦福祉会｣の活動の一環として、ひと

り親家庭の親子を対象に、家族のふれあい増進のため

の交流事業を行います。お友達作り・情報交換の場に

もなります。ぜひご参加ください。 
 
◆日時 令和２年１月４日(土) 

    (受付 午後12時30分～) 

◇交流会 午後１時～３時 

◇イチゴ狩り 午後３時～終了後解散 

◆場所 ◇交流会 リフレこかい 

    ◇いちご狩り 有限会社大地下妻農場 

◆対象 市内在住のひとり親家庭の子と保護者  

◆内容 お弁当・ジュースなどで会食しながら新年を 

    祝い、イチゴ狩りを通して交流を深めます。 

◆参加費 無料  

◆募集人数 30人程度(母子寡婦福祉会会員優先) 

◆申込締切 12月13日(金)まで 

◆申込方法 電話またはFAX(氏名(親子)、生年月日、 

      住所、電話番号を記入)でお申し込みくだ 

      さい。 
 

問 申 市子育て支援課  

     45-8120   30-0011 

働く婦人の家『特別講座生』募集 
 

 
 
◆日程 1月19日(日)、26日(日)の全2回 両日とも午後1時～4時 

◆場所 働く婦人の家[今泉240番地] ※施設案内図参照 

◆受講資格 5歳児～4年生とその保護者(原則として市内在住・在勤・在校の方) 

◆申込方法 来館にてお申し込みください。 ※定員になり次第締め切ります。 

◆受付期間 12月10日(火)～27日(金) 

◆受付時間 午前9時～午後5時(休館日を除く) ※休館日は月曜日と祝日の翌日 

◆受講料 無料 ※別途教材費および施設運営費(一組500円)などの費用負担あり 

◆注意事項 途中退会した場合、施設運営費は返金できません。ご了承ください。 

 

問 申 働く婦人の家 43-7929   45-0521 

講座名 募集人数 内容 

家族が笑顔になれるごはん 
｢だしからはじめよう！親子クッキング｣ 

定員16人 

(原則として1組2人、８組以内) 

 

19日 すいとん汁(かつおと昆布の一番だし) 季節の 

           フルーツ 
26日 焼肉恵方巻き 旬野菜のお味噌汁(時短！かつ 

     おのハンドドリップだし) 



『自衛官候補生』募集 
 
◆受付期間 年間を通じて行っています。 

◆応募資格 採用予定月の１日現在、18歳以上33歳 

                  未満の男子・女子 

◆試験期日および試験場 受け付け時にお知らせしま 

                                    す。 
 

問 自衛隊茨城地方協力本部 筑西地域事務所  

   22-7239   22-7239 

｢エコ植木鉢作りと 

正月用盆栽の寄せ植え教室｣開催 
 

障害者就労支援施設｢夢工房おおぞら｣と下妻エコの

会リボーンの共催により、エコ鉢作りと正月用盆栽の

寄せ植えをするための講座を企画しました。 

ぜひご参加ください。 
 
◆日時 ◇第１回 12月13日(金) 午前10時～ 

    ◇第２回 12月21日(土) 午前10時～ 

※両日ともに２時間程度 

◆場所   夢工房おおぞら[北大宝219-2] 

◆内容  

◇第１回 セメントと新聞を使った植木鉢作り 

◇第２回 植木鉢を整え、正月用盆栽(松竹梅および飾 

     り物)の寄せ植え 

◆定員 15人 

◆参加費 2,000円(鉢の材料費と苗木代) 

◆当日持参するもの  

手袋(作業できる服装でお越しください。) 

※交通手段がない場合は、ご相談ください 
 

問 申 夢工房おおぞら 

     44-8844   44-8844 

     受付時間 午前９時～午後４時(土・日曜 

     日、祝日を除く) 

爽やかに過ごしたい人のために 

｢ストレスセラピスト養成講座｣開催 
          

ストレスを感じずに過ごせたら、どんなに爽やかで

しょう。本講座では、ストレスから意識を逸らすため

の方法として、｢マインドフルネス｣をご紹介します。

ダイエットにもつながるチョコレートの食べ方、集中

力を高めるコーヒーや紅茶の飲み方なども体験して頂

きます。そして養成講座修了者には、当NPO認定の

｢初級ストレスセラピスト｣資格証を交付します。 
 
◆開催日 令和２年１月12日(日) 

◆時間 午後２時～４時(受付 午後1時～) 

◆会場 福祉センター砂沼荘[下木戸493-6]  

◆資料代 500円 

◆参加対象 現在お勤めをされている方 

◆定員 40人(定員になり次第受付終了) 
 

問 申  
NPO元気UPヒアリングセンター 

43-5249 

090-2249-0748 

受付時間 午前10時～午後６時 年中無休 

 44-0559(社会福祉協議会) 

｢出会いパーティー｣開催 
 

【境会場】 

◆日時 12月15日(日)午後１時30分～４時   

           (受付 午後１時～) 

◆場所 境町ふれあいの里[境町栗山815] 

◆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・サポート境 

     0280-87-7085(月・木曜日定休) 

     営業時間 午前９時～午後５時 

      0280-33-8176 

      http://www.bell-support.net 

     info@bell-support.net 

『ボトルイン・ひなまつり講座』受講者募集
 
びんの中に、可愛い花とおひなさまを飾ります。生

花の色が半永久的に保てます。リビングや玄関に飾り

ませんか。 
 
◆日時 令和2年１月11日、25日、2月８日、22日  

全４回 全日土曜日 午前10時～正午 

◆場所 勤労青少年ホーム 集会室 

    [砂沼新田15] 

◆受講資格 市内在住・在勤の成人の方 

◆定員 10人 

※定員になり次第締め切ります 

◆受講料 500円(別途材料代などの費用負担があり 

     ます。) 

◆申込方法 来館にてお申し込みください。 

※一定数集まらない場合は、中止となることがありま 

 す 

※日程は都合により変更になることがあります 
 

問 申 勤労青少年ホーム  

43-7423   45-0520 

受付時間 午前9時～午後5時 

※休館日(月曜日、祝日の翌日)を除く 

みて、ふれて、体験して、福祉機器の今を知ろう 

｢見えない方・見えにくい方のための福祉機

器展｣開催 
 

茨城県視覚障害者協会では、福祉機器の現状を知っ

てもらうために｢見えない方、見えにくい方のための福

祉機器展｣を開催します。 

最新テクノロジーに裏打ちされた福祉機器などを知

るまたとない機会です。視覚障害者の方はもちろんの

こと、ご家族の方やボランティアの方、また福祉に興

味を持つ方など、多数のご参加をお待ちしています。 
 
◆日時 12月22日(日)午前10時～午後3時 

◆場所 水戸駅ビル エクセル本館 6階  

            エクセルホール[水戸市宮町1-1-1] 

◆出展品(予定) 

 白杖、拡大読書器、音声読書器、遮光眼鏡、弱視用 

 腕時計、音声案内調理家電、パソコン用読み上げソ 

 フト、音声案内装置、歩行誘導ソフトマット、点字 

 タイプライター、点字ディスプレイ、網膜走査型 

 レーザーディスプレイ、ボイスクッキングスケー 

 ル、音声式電波腕時計など 

◆参加費 無料 ※予約不要 

 

問 社会福祉法人茨城県視覚障害者協会 

029-221-0098(石橋・古川) 

 029-221-0234 

公共下水道工事にご協力を 
 

小島地内において、公共下水道工事を実施します。

工事期間中は、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 12月上旬～令和２年２月下旬 

◆工事内容 公共下水道本管(推進)および立坑工事 

◆交通規制 ◇市道 全面通行止め(夜間開放) 

      ◇県道 車道片側交互通行(夜間開放) 

◆工事場所 次の図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市上下水道課 44-5311   44-5312 

｢さわれる展示ハートフルミュージアム｣開催 
 

◆実施期間 12月８日(日)まで ※閉館日を除く 

◆時間 午前９時30分～午後５時(開館時間) 

◆場所 ミュ－ジアムパ－ク茨城県自然博物館  

          企画展示室[坂東市大崎700] 

◆入場料 規定の自然博物館入館料に含まれます。 

【自然博物館入館料】 

 一般 740円、高校・大学生 450円、小・中学生  

 140円 

※障害者の方は入館無料(障害者手帳提示)、障害者の 

 付き添いの方は１人まで無料です 

◆展示物 

◇動物関係 鳥類模型(バードカービング)、哺乳類の 

      毛皮、昆虫拡大模型、動物の声当てクイ 

      ズボックスなど 

◇植物関係 いろいろな木でできた木琴、ドングリゴ 

      マで遊ぼう、木のパズル、いろいろな実 

      (拡大模型、実物)、匂いのする植物、匂 

      い当てボックスなど 

◇地学関係 いろいろな化石(三葉虫、アンモナイト、 

      恐竜の頭骨・大腿骨、マンモスの臼歯な 

      ど)、ギベオン隕石、鍾乳石、水晶など 

      触って特徴のある岩石・鉱物標本、サヌ 

      カイトの石琴、カーリングストーンなど 

◇タッチングプール タッチング水槽を使い、ヒト 

          デ、ウニなど海の生き物などに 

          触る 

【実施時間】午前11時～正午、午後２時～３時 

◆その他  

◇クイズコ－ナ－があります。(匂い当てクイズ、動物 

 の鳴き声当てクイズなど) 

◇展示解説(常時)、学芸系職員(随時、タッチングプー 

 ル)、水系職員(タッチングプール)による展示解説を 

 行います。 

◇常設展示室における音声ガイダンスシステム(視覚障 

 害者向けなど)を、年間を通じて実施しています。 
 

問 ミュージアムパーク茨城県自然博物館 

   0297-38-2000   0297-38-1999 



開催日程 イベント・事業名 開催場所 問い合わせ先 

11月30日(土) 

12月１日(日) 

FIAインターコンチネンタル・ドリフティン

グ・カップ2019 
筑波サーキット 

IDC事務局 

03-5287-2939 

企画課 

43-2113 

12月２日(月) 

午前７時30分～ 

年末の交通事故防止県民運動に伴う街頭キャ

ンペーン 

街頭キャンペーン (本宿交

差点・宗道十字路) 

消防交通課 

43-8309 

12月４日(水) 

午後3時30分～ 
いじめ防止標語コンクール表彰式 

市役所千代川庁舎 

２階 第1会議室 

指導課 

44-0746 

12月15日(日) 

午後1時30分～ 

在宅医療・介護連携推進事業 

市民向け講演会 

｢市民が安心して住み続けることができるまち

～在宅で医療や介護がうけられる～｣ 

市立図書館 

２階 映像ホール 

介護保険課(地域包括支援セ

ンター) 

43-8264 

１月３日(金) 

午前７時30分～ 
第49回 新春歩け歩け大会 

Waiwaiドーム 

しもつまにて開会 

生涯学習課 

45-8997 

１月11日(土) 

宗任神社おめざめ祭・追儺祭 

◇おめざめ祭 午前７時～ 

◇追儺祭 午後１時頃～ 

宗任神社 
宗任神社 

43-5460 

１月12日(日) 

午前８時30分～ 
下妻市消防出初式 

市役所本庁舎(南側駐車場) 

市民文化会館 

下妻駅西口通り 

消防交通課 

43-2119 

１月12日(日) 

午後２時30分～ 
令和２年 下妻市成人のつどい 市民文化会館 

生涯学習課 

45-8995 

１月26日(日) 

午前10時～ 
第66回 文化財防火デー 大宝八幡宮 

生涯学習課 

45-8996 

消防交通課 

43-2119 

２月１日(土)～ 

３月３日(火) 
第８回 ひなに魅せられて～ひな人形の世界～ ふるさと博物館 

ふるさと博物館 

44-7111 

２月1日(土) 

午後１時30分～ 

下妻市男女共同参画講演会 

◇テーマ ｢子に伝えたい～親孝行の心｣ 

市立図書館 

２階 映像ホール 

市民協働課 

43-2114 

２月２日(日) 

午後１時30分～ 

真壁医師会下妻支部主催     

市民フォーラム｢高齢者と運転｣ 
千代川公民館 

保健センター 

43-1990 

2月3日(月) 

大宝八幡宮節分祭 

◇昼の部 午後２時～ 

◇夜の部 午後７時～ 

大宝八幡宮 
大宝八幡宮 

44-3756 

２月９日(日) 

午前９時30分～ 

午後１時 

市男女共同参画推進事業 

｢パパとクッキング！～おとう飯とつくろう！

ポークソテー～｣ 

千代川公民館 調理室 
市民協働課 

43-2114 

２月15日(土) 

    16日(日) 
公民館まつり 千代川公民館 

千代川公民館 

44-3141 

2月23日(日) 

午後１時30分～ 

４時30分 

環境カルタ大会 
イオンモール下妻 

1階 フォレストコート 

STOP！温暖化エコネットし

もつま事務局(生活環境課内)

43-8234 

２月29日(土) 

午後1時30分～ 

生活支援体制整備事業 

市民向け講演会｢助け合いの地域づくり(仮題)｣ 

市立図書館 

２階 映像ホール 

介護保険課(地域包括支援セ

ンター) 

43-8264 

３月１日(日) 

高道祖神社 道祖神祭 

◇子宝祈願の祈祷 午前11時～(1時間ごと) 

◇追儺式 午後６時30分～ 

     午後７時30分～ 

高道祖神社 
高道祖神社 宮司(篠島) 

43-9661 

３月８(日) 

午前９時～ 
鬼怒フラワーライン草取り交流会 

鬼怒フラワーライン(鬼怒

川左岸大形橋上流河川敷) 

花と一万人の会事務局(都市

整備課内) 

43-8356 

下妻市イベント情報 ２０１９年１２月～２０２０年３月 

 

広報しもつま 

『わがやのにんきものコーナー』 

掲載希望者募集 
  
◆対象年齢 市内在住の１～３歳のお子さま 

◆掲載内容 写真およびメッセージ 

◎詳しくは、お問い合わせください。 
  

問 申 市秘書課 43-2112   43-1960 

お知らせ版 No.３ 
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市役所へのお問い合わせは                         

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

職種 採用予定数 職務概要 受験資格 

支援員 １人程度 入所者自立支援業務 
昭和59年４月２日から平成14年４月

１日までに生まれた者(学歴不問) 

試験 実施日時 会場 方法 

第１次試験 

１月26日(日) 
◇受付開始 午前8時～ 
◇試験開始 午前9時～ 
◇試験終了 午後2時30分(予定) 

古河市役所 三和庁舎 
会議室Ａ 
[古河市仁連2065] 

◇教養試験(択一式120分) 
◇適性検査(択一式20分) 
◇作文(90分) 

第２次試験 ２月中旬予定 未定 面接試験 

茨城西南地方広域市町村圏事務組合『利根老人ホーム職員(支援員)』募集 
 

◆職種および採用予定数、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 

①成年被後見人、被保佐人 

②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 

③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 

④日本国籍を有しない人 

⑤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 

◆試験日 ◇１次試験 令和２年１月26日(日) 

     ◇２次試験 令和２年２月中旬予定 

◆申込受付期間 12月２日(月)～27日(金) 

◇受付時間 午前８時30分～午後５時15分(土・日曜日、祝祭日を除く) 

◆試験日・会場など 

 

 

 

 

 

 

◆申込方法 申込用紙に必要事項をご記入の上、お申し込みください。 

◇申込用紙の設置場所 

茨城西南広域事務局、利根老人ホームおよび古河市役所、下妻市役所、坂東市役所、常総市役所、八千代町役 

場、五霞町役場、境町役場の企画担当課に用意しています。また、茨城西南地方広域市町村圏事務組合ホーム 

ページ(https://www.ibarakiseinan.or.jp/)からもダウンロードできます。 

※郵送でお申し込みの場合は12月27日の消印まで有効 
 

問 申 茨城西南地方広域市町村圏事務組合 利根老人ホーム 0280-87-2120   0282-87-4885 

ごみ分別アプリをご活用ください 
 

｢下妻市ごみ分別アプリ｣では、ごみに関するさまざ

まな情報を確認することができます。収集日カレン

ダーやごみ分別辞典など、日々使える便利な機能を搭

載しています。スマートフォンやタブレット端末をお

持ちの方は、ぜひご活用ください。詳細は、市ホーム

ページなどをご覧ください。 
 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833 

※天候・交通事情などにより、イベントの時間・場所・内容が変更になる場合がありますので、ご了承ください 


