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【事前申込必要】 

『新春歩け歩け大会』参加者募集 
 

新春恒例の｢新春歩け歩け大会｣を開催します。新春

の朝、新鮮な空気の中をみんなで歩いてみませんか。

ご家族やグループでの参加をお待ちしています。 

 今回は、受付会場、コースともに砂沼広域公園とな

りますので、ご注意ください。 

 

◆申込方法 生涯学習課に電話で申込みください。 
 
◆申込期間  12月１日(水)～17日(金) 

※受付時間：平日午前８時30分～午後５時 

※申込みは先着順とし、定員になり次第締め切りとな 

 ります 
 
◆定員 300人 
 
◆日時 令和４年１月３日(月) 

◇受付 午前７時45分 

◇スタート 午前８時15分 
 
◆受付会場  砂沼広域公園 中央通路 

      (スタート、ゴール) 
 
◆コース 砂沼広域公園 遊歩道１周(約６km) 
 
◆駐車場 砂沼広域公園 駐車場 

     (旧砂沼サンビーチ駐車場) 
 
◆参加条件 

◇健康な方(コースを完歩できる方)。 

◇小学生以下は保護者同伴すること。 

◇中学生のみの参加については、事前に保護者の了承 

 を得ておくこと。 
 
◆注意事項 

 歩け歩け大会のため、走ることはご遠慮ください。 

 その他は、係員の指示に従ってください。 

※完歩者には、完歩賞を配布します   

※悪天候や新型コロナウイルス感染症の影響により、 

 大会の変更や中止する場合があります。中止の際 

 は、市ホームページでお知らせします。 

 

問 申  
市生涯学習課 45-8997   43-3519 

しもつまエール2021 

｢下妻市プレミアム付商品券｣販売中 
※お買い忘れ、使い忘れはありませんか 
      
◆販売・使用期間  

 11月30日(火)まで(追加販売分も同様) 

 

◆販売単位  

 １冊5,000円(中身は8,000円分の商品券) 

※１世帯２冊まで 

※支払いは現金のみで、販売は１冊単位です 

 

◆券種 １冊16枚綴り 

◇共通券(取扱店全店で使用できます) 

500円券×10枚 

◇専用券(大型店では使用できません) 

500円券×６枚 

 

◆対象者  

 令和３年８月１日現在、下妻市に住民登録がある全 

 世帯 

 

◆取扱店  

 登録申請した市内事業所・店舗(取扱店一覧は販売 

 場所・市役所で配布) 

 

◆販売場所(追加販売分についても同様) 

◇市内郵便局【平日のみ】午前９時～午後５時 

下妻郵便局・下妻砂沼郵便局・上妻郵便局・大宝郵 

便局・高道祖郵便局・千代川郵便局・大形郵便局 

◇イオン下妻店【全日】午前９時～午後７時  

１階 サービスカウンター 

 

◆注意事項  

◇購入引換券の再発行は一切できませんので、大切に 

 保管してください。 

◇購入の際は、購入引換券と購入に来た方の住所・氏 

 名が確認できる証明書などが必要となります。 

◇商品券の販売は先着順ではありません。販売場所に 

 は３密を避け余裕をもってお越しください。 

◇取扱店チラシ掲載後に追加された取扱店情報は、市 

 ホームページなどに掲載します。 
 

問 申 市商工観光課  

               44-0732   44-6004 

健診機関名 電話番号 

平間病院 

健診センター 
49-8010 

筑波大学附属病院 

つくば予防医学研究センター 
029-853-4205 

筑波メディカルセンター 

つくば総合健診センター 
029-856-3500 

筑波記念病院 

つくばトータルヘルスプラザ 
029-864-3588 

筑波学園病院 

健診センター 
029-836-1983 

茨城県西部メディカルセンター 

健診センター 
24-9135 

茨城西南医療センター病院 

総合健診センター 
0280-87-6635 

【申請は12月28日まで】 

国民健康保険人間ドック 

健診費を助成します 
 

◆申請期限 12月28日(火)まで 

※土・日曜日、祝日を除く 

※令和４年３月31日(木)までに健診を受けるもの 

 が助成対象です 

※健診日の2週間前までに申請ください(先着順で 

 はありません) 

◆対象者  

 健診日において30～74歳の国保加入者 

◆条件 次の全てに該当する方  

◇申請日において国民健康保険税に滞納がない世 

 帯に属している方 

◇市または医療機関で行う特定健康診査を受診し 

 ない方 

◇市脳検診補助金の交付を受けない方 

◆助成額 ２万円 

◆健診までの流れ 

①市と契約した健診機関にて、日帰り人間ドック 

 健診を予約する。 

②本人が国民健康保険証、特定健診受診券(該当者 

 のみ)を持参して保険年金課に来庁し、助成の申 

 請を行う。 

③市から発行された助成券と国民健康保険証を持 

 参し、健診を受ける。 

◆契約健診機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※受診条件などの詳細は、健診機関にご確認くだ 

 さい 

※助成金の償還払いはできません。必ず事前に申 

 請してください 

※申請時には国民健康保険であったが、健診日に

は社会保険など別の健康保険に加入している場

合、助成は受けられません。助成券を使って健

診を受けた場合、助成金は返還となりますの 

 で、ご注意ください。 

 

問 申 市保険年金課  

     45-8124  43-2933 

低未利用土地などの 

譲渡所得特別控除に係る確認書の発行 
 

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、

所有者不明土地発生の予防のため、税の特例措置があ

ります。 

この措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一

定の低未利用土地などを譲渡した場合に、長期譲渡所

得から100万円を控除するものです。 

控除を受けるために必要となる｢低未利用土地等確

認書｣は企画課(本庁舎２階)で発行します。詳しく

は、お問い合わせください。 

 

問 市企画課 43-8367   43-1960 

防災ラジオの 

追加申込み受付中 
 

◆申込期限 11月30日(火)まで 
 
◆屋内受信機 280ＭＨｚ防災ラジオ 

◇主な機能 

・市内全域でつながります。(外部アンテナ不要) 

・防災行政無線の放送内容を放送します。 

・ＡＭ/ＦＭラジオ付き。(防災行政無線の放送優先) 

・家庭用電源と単三乾電池で使用できます。 
 
◆対象者 市内に住所を有する世帯主 

◇１世帯１台まで 

◇すでに受領している世帯主の方は対象外 
 
◆利用負担金 １台2,000円 

◇市民税非課税かつ65歳以上の方のみで構成される 

 世帯は、利用負担金は1,000円となります。 
 
◆申込方法 ①～③の中から選択してください。 

①市ホームページから申請書をダウンロードし、 

 メールまたはＦＡＸで申込む。 

②電話で申込む。 

③消防交通課窓口で申込む。 
 
◆配布場所・配布時期 申込者に個別通知 
 
◆注意事項 

◇申込みは先着順で、配布は2,100台までです。 

◇規定数到達後の申込みの方は次回の配布対象とな 

 ります。 
 
◎これまでのアナログ防災ラジオ向け放送は、最長 

 でも令和４年11月までに終了します。 
 

問 申 市消防交通課  

     43-2119   43-4214 

       kikikanri@city.shimotsuma.lg.jp 



皆さんの意見をお聞かせください 

～パブリックコメント～ 
 

市では、都市計画マスタープランの一部改訂にあた

り、案を公表し皆さんの意見を聞くパブリックコメン

トを実施します。 

 

◆募集期間 12 月１日(水)～ 20 日(月) 
 
◆閲覧場所  

◇市ホームページ 

◇市役所第二庁舎 ２階 都市整備課 

◇千代川庁舎 １階 くらしの窓口課 
 
◆募集対象  

 市内在住・在勤・在学している方、市内に事務所また 

 は事業所を有する個人および法人、その他の団体 
 
◆意見の提出方法   

 所定の様式に記入の上、郵送・ＦＡＸ・電子メールま 

 たは都市整備課へご持参ください。(電話・口頭での 

 受付は行いません) 
 
◆意見の取り扱い  

 意見の概要およびこれに対する市の考え方をホーム 

 ページなどで公表する予定です。(個人を特定する情 

 報は公表しません)また、個別回答は行いません。 
 

問 申 市都市整備課  

     45-8128   43-2945 

      toshikeikaku@city.shimotsuma.lg.jp 

11月25日～12月1日は 

｢犯罪被害者週間｣です 

被害にあった方やその家族を支援しましょう 
 

犯罪被害はいつ、どこで、誰に起こるかわかりませ

ん。皆さんの理解を深めることを目的として、毎年11

月25日～12月１日は、犯罪被害者週間と定められて

います。 

 

【周囲の方へのお願い】 

被害にあった方やその家族は、直接的な被害の他に

もさまざまな｢二次的被害｣に苦しむことがあります。 

また、回復するためには、周囲の方々の理解とあた

たかな支援が必要です。 

 

【二次的被害の具体例】 

◆体調や気分がすぐれない 

◆時間的・精神的負担が大きい(捜査や裁判など) 

◆経済的に苦しい(治療費や休職など) 

◆周囲の人の対応に傷つけられる 

 

【相談窓口】 

◆性犯罪被害相談｢勇気の電話｣ 

＃8103 または 029-301-0278 

 

◆警察相談専用電話 

＃9110 または 029-301-9110 

 

◆女性専用相談電話 

029-301-8107 

 

◆少年相談コーナー 

029-231-0900(水戸) 

029-847-0919(つくば) 

 

◆茨城県犯罪被害者相談窓口 

029-301-7830 

 

◆いばらき被害者支援センター 

029-232-2736 

 

◆性暴力被害者サポートネットワーク茨城 

029-350-2001 

 

問 下妻警察署 43-0110   43-0110  

12月４日～10日は｢人権週間｣です 

～｢誰か｣のこと じゃない。～ 
 

さまざまな人権問題の解決に向け、取り組むべき多

くの課題があります。関わりのない｢誰か｣のことでは

なく、｢自分｣のこととして考えてみませんか。 

 

◆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 
 
◆部落差別(同和問題)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 
 
◆感染症に関連する偏見や差別をなくそう 
 
◆ハンセン病患者・元患者・その家族に対する偏見や 

 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 
 
◆インターネットによる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 
 
◆性的指向及び性自認(性同一性)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 

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

らす日”として11(いい)月30(みらい)日を｢年金の日｣

としています。 

この機会に｢年金定期便｣や｢ねんきんネット｣でご自

身の年金記録と年金受給見込額を確認し、将来の生活

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、パソコンやスマー

トフォンからいつでもご自身の年金記録を確認できる

ほか、次のような機能が利用できます。 

 

◆将来の年金見込額の試算 

◆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など 

 

◎詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧くださ 

 い。 

 

問 申 
日本年金機構下館年金事務所 25-0829 

日本年金機構   http://www.nenkin.go.jp/ 

市保険年金課 45-8124   43-2933 

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、下妻市鳥獣被害対策実施隊による

銃器での捕獲を実施します。 
 
◆実施日 12月５日(日)、令和４年１月９日(日)、 

 ２月６日(日) 

※いずれも日の出～日没 

◆対象地区 下妻地区全域  
 
◎捕獲の際は、｢下妻市鳥獣被害対策実施隊｣のオレン 

 ジ色のベストを着けて行います。 

 

問 市農政課 44-0729   43-3239 

12月10日から16日は 

｢北朝鮮人権侵害啓発週間｣です 
～拉致問題その他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～ 
 

 拉致被害者の１日も早い帰国を目指し、政府は全力

で取り組んでいきます。 

 拉致問題の解決のためには、私たち一人ひとりの強

い想いが必要です。 

 

※詳しくは、法務局ホームページをご覧ください 

 https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken103.h 

 tml 

 

問 下妻警察署 43-0110   43-0110 



お知らせ版 No.２ 

 

 
 

２/３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/

ひとり親家庭 

令和４年度小学校新入学児童に 

入学祝品贈呈 
 

茨城県母子寡婦福祉連合会では、毎年ひとり親

家庭(母子家庭、父子家庭、養育者家庭)のお子さん

の新入学時に祝品(学用品)を贈呈する事業を行って

います。該当児童のいるひとり親家庭で祝品を希

望する方は、子育て支援課(第二庁舎２階)まで申込

みください。 
 

◆申込締切 令和４年１月７日(金)まで 

◆申込方法 

 ①お子さまの氏名 ②生年月日 ③保護者名 ④住 

 所 ⑤連絡先を電話または直接窓口で申込みくだ 

 さい。 
 

問 茨城県母子寡婦福祉連合会   
029-221-7505 

申 市子育て支援課  

45-8120   30-0011 

令和４年度｢放課後児童クラブ｣ 

利用申込受付開始 
  
 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4年度に放課後児童クラブの利用を希望する児童の

申込み受付を開始します。 

 

◆申込期間 12月１日(水)～28日(火) 

 

◆申込方法  

 入所を希望する施設に直接申込みください。 

 

◆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 

 

◆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、各クラブにお問い 

 合わせください 

◎施設の詳細は、市ホームページでご確認ください。 

 

問 市子育て支援課 45-8120   30-0011   

｢小中学校人権書道展｣開催 
 
 12月４日から10日は人権週間です。 
 
◆日時  12月6日(月)～10日(金) 

午前8時30分～午後５時15分 

◆場所  市役所千代川庁舎 １階 ホール 

             [鬼怒230] 
      

問 市生涯学習課  

    45-8995   43-3519 

献血にご協力を 
 

新型コロナウイルス感染症の影響により、献血者が

減少し、輸血用の血液が全国的に不足しています。輸

血を必要とする方々のため、皆さまのご協力をお願い

します。 
 
◆日時 12月24日(金)午前10時～午後4時 

◆場所 市立総合体育館前[本城町3-36] 

※400ml献血を優先します 

※献血カードをお持ちの方は、献血可能日をお確かめ 

 ください 

 

問 市保健センター 43-1990   44-9744 

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、お待ちしています。ぜひご利

用ください。 
 
◆開催日 

 12月２日(木)、６日(月)、13日(月)、 

   20日(月)、27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 
 
※ご来場の際は、必ず保護者の方の同伴をお願 

 いします。詳細は、お問合せください 

※当日はマスクの着用と入場時の検温にご協力 

 ください 

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

 となる場合があります 
 

問 ふるさと交流館リフレこかい 

    30-0070   48-6311 

   (休館日 : 水曜日) 

『はつらつエクササイズ教室』参加者募集 
 
◆申込期限 12月17日(金)まで 

※定員になり次第締切 
 
◆内容 ボディメイクヨガ 
 
◆開催日 全日火曜日[全8回] 

令和４年１月11日、25日、２月１日、８日、 

22日、３月１日、８日、15日、 
 
◆時間 午前10時～11時30分 
 
◆場所 下妻公民館 2階 大会議室 

[本城町3-36-1] 
 
◆受講対象 市内在住・在勤の方 

※定員を超える申込みがあった場合は、初めて参加 

 する方優先 
 
◆募集人数 15人 
 
◆参加費 １人780円(保険料) 
 
◆持ち物  

 ヨガマット、室内履き、タオル、飲み物 
 
◆申込方法 

生涯学習課(千代川庁舎2階)へ参加費を添えて申込み 

ください 

※電話にて仮予約可 
 
◎この事業はしもつま元気ポイント対象事業です。 
 
【参加する方へ】 

◇ヨガマットの貸し出しはありません。 

◇マスクを着用してお越しください。 

◇新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる 

 場合があります。 
 

問 申 市生涯学習課  

     45-8997   43-3519 

使用済インクカートリッジの回収 
 

市役所本庁舎(１階市民ホール)に、家庭用プリン

ターの使用済インクカートリッジ回収ボックスを設

置しています。 

回収されたインクカートリッジは、再使用(リユー

ス)され、新しいインクカートリッジとして再生され

ます。また、再使用できないインクカートリッジの

場合でも、原料として再利用(リサイクル)され、新し

いプラスチック製品として生まれ変わります。 

自宅などで使用した使用済インクカートリッジ

は、ごみとして処分せず、ぜひ回収ボックスを活用

してください。 

 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833  

｢ひきこもり家族教室｣開催 
 

ご家族やご本人からの相談をお受けします。同

じ悩みを持つ家族同士の交流の場で、どなたでも

参加できます。家族だけで抱え込まず、どうぞご

利用ください。 

 

◆開催日 

 

 

 

 

◆時間 午後1時30分～3時  

◆場所 茨城県筑西保健所 2階[筑西市甲114] 

◆参加費 無料 

◆申込方法 希望日を電話で申込ください。 

 

問 申 茨城県筑西保健所  

     24-3965   24-3928 

令和３年12月23日(木) 

令和４年  1月27日(木) 

2月24日(木) 

3月24日(木) 

｢ひきこもり専門相談｣開催 
 

ご家族やご本人からの相談を精神保健指定医がお

受けします。 

 

◆開催日 

 

 

 

 
 
◆時間 午後３時30分～４時30分  

※1日2枠、完全予約制 

◆場所 茨城県筑西保健所 ２階[筑西市甲114]  

◆参加費 無料 

◆申込方法 希望日を電話で申込ください。 

 

問 申 茨城県筑西保健所  

     24-3965   24-3928 

令和３年12月１日(水) 

令和４年 １月５日(水) 

２月２日(水) 

３月２日(水) 



川の水位情報を 

避難の参考にご活用ください 
 

県では、地域住民の避難行動や水防活動を支援す

るため、次のサイトにおいて水位情報や河川カメラ

画像などの河川情報を提供しています。豪雨や台風

などの際には、市から提供される避難情報と合わせ

て、これら河川情報をご活用ください。 

 

   【パソコン向け】 

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

 

   【スマホ向け】   【ガラケー向け】 

 

 

 

 

 

問 県土木部河川課 水防災・砂防対策室 

029-301-4490   029-301-4499 

 市消防交通課 43-2119   43-4214 

ボランティア活動を支援します 
 
 砂沼広域公園のゴミ拾い活動をしていただけるボ

ランティアの方への支援を12月から試行的に開始し

ます。 
 
◆支援内容  

 ゴミ袋の配布および収集したゴミの回収 

◆実施日 毎週月曜日(12月６日～) 

◆実施時間  

◇ゴミ袋配布 午前９時～午後３時 

◇ゴミの回収 午後４時まで 

◆配布・回収場所  

 砂沼広域公園管理事務所[長塚乙4-1] 

 (旧砂沼サンビーチ駐車場内) 

問 市都市整備課 43-8356   43-2945 

  砂沼広域公園管理事務所 

  43-6661   45-5370 

かん・びんはリサイクルしましょう 
 

市では、飲食料品用のかん・びん(びんは化粧品用

を含む)を、リサイクル品として回収しています。 

しかし、かん・びんが不燃ごみとして集積所へ排

出されていることが多く見受けられます。 

不燃ごみ専用袋に入れられている場合には、不燃

ごみとしての処理となり、一部はリサイクルされ

ず、埋め立て処分となってしまいます。 

かん・びんは、それぞれ分別し、専用の回収コン

テナに入れてください。 

 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833 

けいそう土製品の処分方法 
 

国内で流通する一部のけいそう土製品(バスマット

やコースターなど)において、アスベストが含有して

いたことが発覚し、現在、集積所への排出を控える

ようお願いしています。 

けいそう土製品を処分する場合には、メーカーま

たは販売店で回収を行っているか確認してくださ

い。 

メーカー・販売店による回収ができない場合に

は、けいそう土製品をビニール袋に入れて密封し、

生活環境課窓口(本庁舎２階)へお持ち込みくださ

い。 

アスベストの含有が確認された製品については、

各メーカーなどで回収しますので、生活環境課窓口

でお受けすることはできません。 

なお、収集作業員の健康被害を予防するため、ご

み集積所には絶対に排出しないようお願いします。 

 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833  

道路工事にご協力を 
 

若柳地内において道路工事を実施します。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。 

 

◆工事期間 11月下旬～令和４年２月上旬(予定) 

◆工事箇所 次の図のとおり 

騰波ノ江駅 

工事箇所 

県
道
谷
和
原
筑
西
線 

問 市建設課 45-8126   43-2945  

道路工事にご協力を 
 

 大串地内において道路工事を実施します。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。 

 

◆工事期間 11月下旬～令和４年２月下旬(予定) 

◆工事箇所 次の図のとおり 

工事箇所 

問 市建設課 45-8126   43-2945 

東部中 

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 

砂沼広域公園

管理事務所 
砂
沼 

観桜苑 
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｢結婚相談会｣開催 
 
 結婚を希望され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 12月12日(日)午後１時～５時 

                             (受付 午後０時40分～) 

◆場所 常総市水海道生涯学習センター 

 [常総市水海道天満町4684] 

◆対象 独身成人男女およびその親族 

◆募集定員 先着10人程度 

◆相談費用・登録料 無料 

◆持ち物 身分証明書(運転免許証、保険証など) 

※情報交換用公開プロフィールカードの作成を希 

 望する方は写真(L版) 

◆申込期間 11月29日(月)～12月８日(水) 

◆申込方法 電話受付 ※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) 

   48-3586(長屋) 

   (電話受付時間：正午～午後７時)  

｢ときめき婚活 

チャペルでクリスマスパーティー｣開催 
 

◆日時 12月19日(日)午前11時30分～午後３時      

           (受付 午前11時～) 

◆場所 ダイヤモンドホール[筑西市玉戸1053-4] 

◆対象  

 茨城県内に居住し、かつコロナワクチン接種済み 

 の28～45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 

◆申込期限 12月15日(水) 

◆申込方法 電話申込 ※先着順 

※当日はマスクの着用をお願いします 

※入場の際に体温測定を実施します 

 

問 申 NPO法人メドウルミートクラブ 

     25-2678   25-2678 

｢出会いパーティー｣開催 
 

【結城会場】 

◆日時 12月26日(日)午後２時～４時        

(受付 午後１時15分～) 

◆場所 結城市民文化センターアクロス 

[結城市中央町2-2] 

◆対象 ◇Aコース 30～40歳代の独身男女 

    ◇Bコース 50歳代の独身男女 

◆募集定員 いずれのコースも男女各５人 

◆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)、必要な方は飲み物 

◆申込締切 開催日の２日前まで 

◆申込方法 ホームページから申込み 

※お申込み後、受付確認メールが届きます。電話、 

 FAXでも申込み可 

◆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 090-3140-2580 

営業時間：火・金 午後３時～午後５時 

     土・日 午前10時～午後４時 

 0280-33-8176 

 http://www.bell-support.net 

 info@bell-support.net 

茨城県立歴史館 

｢親鸞を継ぐ 

－如信をめぐる遺宝－｣開催 
      
 親鸞の孫・如信は、鎌倉時代に奥州大網東山を

拠点として、念仏の教えを人々に説いたとされま

す。本 展 示 で は、県 内 に 伝 わ る 資 料 を 中 心 に し

て、その人物について紹介するとともに、如信に

関わる常陸北部の浄土真宗寺院について、遺され

た宝物と共に見ていきます。 
 

◆開催時期  

 12月４日(土)～令和４年１月30日(日) 

◆休館日 月曜日(祝日の場合はその翌日) 

◆開館時間 午前９時30分～午後５時 

※入館は午後４時30分まで 

◆入館料  

 一般350(290)円、満70歳以上170(140)円、 

 大学生180(140)円、高校生以下無料 

※( )内は20人以上の団体料金 

※12月16日(木)は、満70歳以上の方無料 

   

問 茨城県立歴史館  

 029-225-4425   029-228-4277 

12月および１月のマイナンバーカード(個

人番号カード)の窓口交付日 
 
マイナンバーカード(個人番号カード)を申請した

方には、概ね１カ月程度で｢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)を封書(ピンク)にて送付しています。 

マイナンバーカードの受け取りでは、木曜の時間

外および休日を希望する場合は、予約が必要です。

インターネットまたは専用ダイヤル(45-8129)

にて予約をしてから、受け取りをお願いします。 
 
※交付および申請補助サービスの日程は、新型コロ 

 ナウイルスの影響により変更となる場合がありま 

 す 

【交付時間】 

●＝平日日中 

  午前８時30～午後５時15分 

▲＝平日時間外交付日(要予約)  

  上記に加え、午後５時20分～７時 

■＝休日交付日(要予約) 

  午前９時～正午、午後１時20分～５時 

★＝休日交付日(要予約)・申請補助サービス 

   午前９時～正午、午後１時20分～５時 

※カード申請補助サービスは午前９時から11時30 

 分まで実施します 

×＝カード交付・申請補助サービスは行いません 
 

問 申 市民課 43-8196   43-2933 

12月のマイナンバーカード交付日カレンダー 

１月のマイナンバーカード交付日カレンダー 

日 月 火 水 木 金 土 
      １ 
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市立図書館 開館カレンダー/12月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※12月28日(火)は午後５時に閉館  

※12月29日(水)から令和４年１月４日(火)まで年末 

 年始および館内整理にて休館 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開館・利 

 用状況が変更となる場合があります 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

※12月27日(月)から令和４年１月４日(火)まで休館 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開館・ 

 利用状況が変更となる場合があります 
 

問 ふるさと博物館  

     44-7111   44-7115 

日 月 火 水 木 金 土 
  
  

  
  

  １ ２ ３ ４ 

５ 
６ 

休館 
７ ８ ９ 10 11 

12 
13 
休館 

14 15 16 17 18 

19 
20 
休館 

21 22 23 24 25 

26 
27 
休館 

28 
29 
休館 

30 
休館 

31 
休館 

  

日 月 火 水 木 金 土 
  
  

  
  

  １ ２ ３ ４ 

５ 
６ 

休館 
７ ８ ９ 10 11 

12 
13 
休館 

14 15 16 17 18 

19 
20 
休館 

21 22 23 24 25 

26 
27 
休館 

28 

休館 
29 
休館 

30 
休館 

31 
休館 

  



行政書士による｢無料法律相談会｣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 12月18日(土)午前10時～午後３時 
 
◆場所 筑西市中央図書館 ボランティア活動室 

    [筑西市下岡崎1-11-1] 
 
◆相談内容  

 相続問題、農地のこと、建設業および飲食業などの 

 営業許可、その他困りごと 

※行政書士には守秘義務があり、秘密は厳守します 

※事前予約は不要です 
 

問 茨城県行政書士会 県西支部  

   25-1907(増戸)   25-1802 

ミュージアムパーク茨城県自然博物館 

『展示解説員』募集 
 

◆職名 会計年度任用職員(展示解説員) 
 
◆業務内容  

 入館者に対する展示品・資料の解説、案内業務、 

 入場券売および改札業務 
 
◆募集人数 若干名 
 
◆雇用期間  

 令和４年４月１日～令和５年３月31日(再度の任用 

 あり) 

※令和４年３月中に事前研修(10日程度)を実施しま 

 す 
 
◆勤務日時  

 週４日交替制(土・日曜日、祝日も勤務対象日) 

 午前９時～午後５時15分 
 
◆給与  

◇月額  

 149,700円(令和３年度支給額)、通勤費、 

 賞与あり 

◇その他  

 社会保険加入、雇用保険加入、有給休暇あり  
 
◆申込期間  

 12月1日(水)～令和４年１月７日(金) 

※休館日を除く 

※詳しくは、お問い合わせください 
 

問 申  

ミュージアムパーク茨城県自然博物館 管理課 

0297-38-2000   0297-38-1999 

陸上自衛隊『高等工科学校生徒』募集 
 

◆推薦採用試験 

◇受付期間 11月１日(月)～12月３日(金)  

※締切日必着 

 

◇試験日  

 令和４年１月８日(土)～11日(火)の指定する１日 

 

◆一般採用試験 

◇受付期間 11月１日(月)～令和４年１月14日(金)  

※締切日必着 

 

◇試験日 令和４年１月22日(土)、23日(日) 

 

◆応募資格 

令和４年４月１日現在、15歳以上17歳未満(平成 

17年４月２日から平成19年４月１日までの間に生 

まれた者)の男子で、中学校卒業または中等教育学 

校の前期課程修了者(令和４年３月に中学校卒業者 

または中等教育学校の前期課程修了見込みの者を含 

む。) 

 

『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 受付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 

野焼きは｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣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) 

※例外規定については、お問い合わせください 

ごみ(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さないでください。 
 
◇｢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。 

野焼きをせず、廃棄物の適切な処理にご協力をお願

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。 

◇法令の基準を満たした焼却炉でも、故障や機能不 

 全の状態で焼却することはできません。 

◇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 

      110番または下妻警察署 43-0110 

     火災の危険がある場合 

      119番または下妻消防署 43-1551 

        ※通報の際は｢行為者｣または｢行為場所｣を明 

           確にお伝えください。あいまいな情報では対 

           応できない場合があります 

◇急に山林が伐採された 

◇空き地などに工事用の鉄板が敷かれた 

◇重機類(バックホウなど)が持ち込まれた 

◇荷台の大きな(深枠)ダンプが出入りしている 

◇普段見かけない不審な人物がうろついている 

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、多大な損害を受けることになります。被害に

遭わないよう、自分の土地は自分で守りましょう。 

 

◆防止策 

◇業者から、無料で土地を埋め立てしますなどの｢う 

 まい話｣があっても、安易に土地を貸さない。 

◇業者や事業の内容を確認し、不明な点は書面で提出 

 させる。 

◇自分だけで判断せず、周囲の方や生活環境課や県に 

 相談する。 

◇土地を定期的に見廻る。侵入防止柵や警告掲示板を 

 設置する。 

 

◆注意 

 

 

 

 

 

 

◎｢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 
 

問 県廃棄物規制課 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 

 ※匿名の通報でも対応します 

  

不法投棄110番 
 

産業廃棄物の不法投棄・焼却、不適正な土砂の搬入

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 
 

問 県廃棄物規制課 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 

   ◇休日や夜間の場合 

 110番または下妻警察署 43-0110 

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 

放送大学『４月入学生』募集 
 

放送大学では、令和４年４月入学生を募集していま

す。 

放送大学は、テレビなどの放送やインターネットを

利用して授業を行う通信制の大学です。心理学・福

祉・経済・歴史・文学・自然科学など、幅広い分野を

学べます。 
 
◆出願期間 

◇第１回  

 11月26日(金)～令和４年３月15日(火) ※必着 
 
◆その他 資料を無料で配布 

◎お気軽に放送大学茨城学習センターまでご請求くだ 

 さい。放送大学ホームページでも受付しています。 
 

問 放送大学 茨城学習センター  

   029-228-0683   029-228-0685 

    https://www.ouj.ac.jp 


