
地域、市民、企業、市役

所などが、共にまちづくり

を進めるための話し合いを

行う「協働のまちづくり市

民会議委員」を募集します。

会議では、協働について

の学習会も行います。協働

についての知識がなくて

も、まちづくりに対する意

欲があれば、どなたでもご

参加いただけます。

皆さんからのご応募お待

ちしています。

対象者

市内在住の18歳以上で、

年5回程度(平日含む)の会

議に参加できる方

10人以内募集人数

委員任期

委嘱の日から２年間

会議内容

｢坂東市協働のまちづく

り指針」に基づく事業計画

に関すること、坂東市の市

民協働に関すること

応募方法

応募用紙に必要事項を記

入して、郵送、ＦＡＸ、Ｅ

メールのいずれかで応募し

てください。

※応募用紙は、市民協働課

にあります。また、市ホ

ームページからダウンロ

ードできます。

募集期限

〈 〉7月31日(火)まで 必着

応募・問合せ

〒306-0692

坂東市岩井4365

市民協働課

（内線1252／

FAX:0297-36-0121）

＊Ｅメール

shiminkyodo@city.bando.

ibaraki.jp

1

可燃ごみの収集日となっている地区では7月16日(月)〈海の日〉のごみ収集

可燃ごみに限って収集を行います。《問合せ》生活環境課（岩井庁舎／内線1453）

印鑑登録証「ばんどう市民カード」をお持ちの外国人の皆さんへ

自動交付機で「住民票」が取れるようになります

現在、印鑑登録証「ばんどう市民カード」をお持ちの外国人の方が自動交付機を利

用する場合、印鑑証明書の発行のみとなっていますが、７月９日(月)から本人と家族

の住民票も取れるようになります。

自動交付機で住民票を取る場合、暗証番号が必要となりますが、皆さんのカードに

は印鑑証明書の暗証番号と同じ暗証番号を設定させていただきました。

暗証番号の変更を希望される方は、ばんどう市民カードと

公的な身分証明書(顔写真付きのもの)・認印をお持ちのうえ、

下記の窓口で暗証番号変更の手続きをしてください。

市民サービス課（岩井庁舎／内線1724）問合せ

窓口センター（猿島庁舎／内線2208） ばんどう市民カード



使用済農業用ビニール・

。ポリエチレンを収集します

持ち込みの際には登録が必

要となりますので、登録が

済んでいない方は農政課ま

でお問い合わせください。

また、持ち込みの際には登

録証をお持ちください。

と き

7月9日(月)～11日(水)

午前9時～正午

午後1時30分～4時

ところ

坂東市リサイクルセンター

〈坂東市山2177-88〉

問合せ

農政課

猿島庁舎／内線2201

下水道促進週間（9月7日

～13日）コンクールの一環

として、下水道をテーマに

した標語を募集します。ど

、なたでも応募できますので

ふるってご応募ください。

応募作品は、9月8日(土)･

9日(日)の岩井浄化センタ

ー〔下水道課〕一般開放日

に展示します。また、茨城

県下水道促進週間コンクー

ル・全国下水道いろいろコ

ンクールに出品します。

応募方法

作品は１人１点のみで未

発表のもの。住所・氏名・

年齢・職業・電話番号を記

入して、持参または郵送し

てください。

8月31日(金)まで応募期限

応募・問合せ

〒306-0626

坂東市小山1820

坂東市役所下水道課

0297-38-21155

と き

9月20日(木)◆講習会

10月17日(水)◆試験日

ホテルグランド東雲ところ

〈 〉つくば市小野崎488-1

8月10日(金)まで申込期限

※詳細については、お問い

合わせください。

下水道課申込・問合せ

0297-38-21155

個人事業税の納税は、公

共料金と同じように預金口

座から自動的に納税ができ

。る口座振替が大変便利です

お申し込みは、預金口座の

ある金融機関で簡単にでき

ますので、印鑑をご持参の

うえ手続きしてください。

問合せ

筑西県税事務所総務課

0296-24-91845

平成25年4月に開校する

古河地区中等教育学校(中

高一貫教育校)の学校説明

会を開催します。

8月2日(木)と き

▽第1回

午前9時30分～10時30分

▽第2回

午後0時30分～1時30分

▽第3回

午後3時～4時

ところ

古河市中央運動公園

総合体育館

〈古河市下大野2528〉

※駐車場約500台。上履き

をご用意ください。

対象者

制限はありません。どな

たでも参加できます。

説明内容

学校概要、入学者選抜等

申込方法

学校ホームページをご覧

いただくか、下記までお問

い合わせください。

問合せ

古河地区中等教育学校

開設準備室

〈総和高等学校内〉

0280-92-45515

＊ホームページ

http://www.koga6.com

お知らせ版 平成24年7月5日号 岩井庁舎・猿島庁舎共通：0297-35-2121／0280-88-01115

電話交換手にご用件先の課名または内線番号をお伝えください。
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受験資格

平成24年4月1日現在、高

等学校卒業後2年以内の方

及び平成25年3月までに高

等学校を卒業する見込みの

方

受付期間

7月17日(火)～26日(木)

※申込書は、必ず簡易書留

で提出してください。

第１次試験日

9月16日(日)

第１次試験種目

基礎能力試験（多肢選択

式 、作文試験）

第２次試験日

10月中旬～下旬

第２次試験種目

人物試験（個別面接）

申込・問合せ

水戸地方裁判所事務局

総務課人事第一係

029-224-84215

＊ホームページ

http://www.courts.go.jp/

放送大学は、テレビやイ

ンターネットを通して授業

を行う通信制の大学です。

幅広い世代、職業の方が学

んでいます。

募集学生の種類

【教養学部】

▽科目履修生（６か月在学

し希望する科目を履修）

▽選科履修生（１年間在学

し希望する科目を履修）

▽全科履修生（４年以上在

学し卒業を目指す）

【大学院】

▽修士科目生（６か月在学

し希望する科目を履修）

▽修士選科生（１年間在学

し希望する科目を履修）

8月31日(金)まで出願期限

申込・問合せ

放送大学茨城学習センター

029-228-06835

お知らせ版 平成24年7月5日号

3

市では、東日本大震災により住宅が被害を受けたため、金融機関から融資を受けて

、 、 。補修または 新規に住宅を建設･購入する方に対し 利子の一部を補う事業を行います

次の要件にすべて該当する方対象者

（すでに工事が済んでいる場合も、要件に該当すれば対象となります ）。

①大規模半壊、半壊または一部損壊のり災証明書を受けた住宅等を自分または親族が

所有する方。

②震災発生時に自分または親族が被災住宅に住んでいた方。

③被災住宅の補修、被災住宅に代わる住宅の建設または購入を市内で行う方。

④住宅復興資金を平成23年3月11日以降に銀行など金融機関で借りた方。

(消費者金融等からの借り入れは対象外となります。)

⑤市税等を完納している方または完納の見込みが確実である方。

※住宅が半壊し、解体した方で被災者生活支援金の支給を受けた方は、対象外となり

ます。

利子補給金額・交付期間

（ ） （ ） 。①借入金残高 上限640万円 の１％にあたる金額 １円未満切り捨て を交付します

②宅地復旧工事を伴う場合は、1,030万円を上限とします。

（宅地復旧工事のみの場合は、390万円を上限とします ）。

③利子補給の交付期間は、最長５年となります。

8月1日(水)～10月31日(水)〈土・日・祝日を除く〉申込期間

都市整備課（岩井庁舎／内線1405）申込・問合せ



真剣に結婚を考えている

方が、理想のパートナーに

出会えるよう、結婚相談推

進員や結婚相談員が相談・

助言・仲介などを無料で行

っています。相談をご希望

の方は、秘書広聴課へご予

約ください。

◆女性大歓迎です。お気軽

にご相談ください（再婚

の相談も可 。）

毎週月・水曜日と き

毎月第３日曜日

※７月のみ、第３日曜日か

ら第４日曜日(7月22日)

に変更となります。

ところ

結婚相談室〈岩井庁舎〉

秘書広聴課問合せ

岩井庁舎／内線1222

身体に障がいのある方々

がよき配偶者に恵まれ、幸

せな結婚ができるよう、無

料の｢結婚相談｣や、就労･

生活上全般の相談を受ける

｢総合相談所｣を開設してい

ます。

★結婚相談

結婚を希望する身体障が

い者や身体障がい者との結

婚を希望する方に登録をし

ていただき、その後に交流

や見合いの場を設定し、自

由交際後に婚約という流れ

で進めています。

★各種相談

身体障がい者の就労問題

をはじめ、生活全般の問題

について相談に応じ、適切

なアドバイスや相談内容に

応じて必要な支援制度や機

関を紹介しています。

相談日

月～金曜日

午前10時～午後3時
〈祝日・年末年始を除く〉

※結婚相談は要予約。

問合せ

茨城県身体障害者福祉

協議会

〈茨城県総合福祉会館内

〉／水戸市千波町1918

029-243-7010／5

FAX:029-243-7490

事業資金融資に関する相

談にきめ細かくお応えしま

す。相談は無料ですので、

お気軽にお越しください。

（事前予約制）

8月2日(木)と き

午後1時～4時30分

坂東市商工会本所ところ

対象者

市内でご商売をされてい

る方、市内で新たにご商売

を始めることを検討中の方

申込・問合せ

▽坂東市商工会本所

0297-35-33175

▽日本政策金融公庫土浦支店

029-822-41415

仕事をお探しの方の就職

活動支援や、職場における

労働問題の相談に応じてい

ます。

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〉

サービス内容

○職業紹介及び内職斡旋

○就職情報の提供

○キャリアカウンセリング

及び職業適性診断

○就職支援セミナーの実施

○求人受付

○解雇や賃金問題等の労働

相談

問合せ

いばらき就職支援センター

県西地区センター

〈筑西市二木成615〉

▽就職相談

0296-22-01635

0296-23-3811

▽労働相談

0296-24-91365

＊ホームページ

http://www.jobcafe-

ibaraki.jp/

お知らせ版 平成24年7月5日号 岩井庁舎・猿島庁舎共通：0297-35-2121／0280-88-01115

電話交換手にご用件先の課名または内線番号をお伝えください。
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ご相談ください



マラソンを始めたい方、

普段ウォーキングやジョギ

ングをしている方、夏休み

の思い出づくりに親子で参

加したい方など、大歓迎で

す。長距離練習をしたい方

の参加もＯＫです。

と き

7月28日(土)午後1時から

29日(日)午後1時まで

〈雨天決行〉

八坂公園陸上競技場ところ

参加資格

400メートルトラックを

１周以上、ランニングまた

はウォーキングできる方

無料参加費

申込方法

当日、直接会場にお越し

ください。

岩井陸競問合せ

佐々木／ 0297-27-05495

8月27日(月)と き

〈雨天決行〉

ところ

大利根カントリークラブ

市内在住の方参加資格

2,000円参加費

※プレー費12,000円は、当

日ゴルフ場フロントで精

算 （昼食代・パーティ。

ー代を含む ）。

（ ）募集人数 280人 先着順

申込方法

7月22日(日)午前9時か

ら、参加費を添えて岩井公

民館研修室１でお申し込み

ください。１人で４人分ま

で申し込みができます。

※電話でのお申し込みはで

きません。キャンセルの

場合、参加費の返金はし

ません。

申込・問合せ

生涯学習課スポーツ振興係

岩井体育館内／

0297-35-17115

敬老会をぜひ一緒に盛り

上げてくれませんか。市民

の皆さんのご協力をお願い

します。

と き

9月17日(月) 敬老の日

ところ

岩井体育館または

猿島体育館
募集内容

◆ボランティア

敬老会受付や場内整理等

の会場運営ボランティア

◆アトラクション出演者

舞踊や演奏等をボランテ

ィアで披露していただける

グループや団体

※出演希望者が多数の場合

は、ご遠慮いただく場合

があります。また、カラ

オケは除かせていただき

ます。

8月3日(金)まで申込期限

申込・問合せ

介護福祉課

猿島庁舎／内線2291

お知らせ版 平成24年7月5日号

5

講座やイベント

7月7日(土)～8月31日(金) 午前9時～午後5時開場期間

※月曜休園。入場は午後4時まで。

なお、プール敷地内に公衆電話はありません

ので、ご了承ください。

利用料金 区 分 市内の方 市外の方

３２０円 ６３０円大 人

１１０円 ２１０円中学生以下

都市整備課（岩井庁舎／内線1402、1403）問 合 せ



シングルスによるリーグ

戦後、順位別トーナメント

を行います。また、アトラ

クションとしてターゲット

テニスを行います。

7月28日(土)と き

午前8時30分～

ところ

岩井テニスコート

幸神平テニスコート

対象者

▽小学生の部:

レベル制限なし

▽中学生初級者の部:

初中級レベルの方

１人 2,000円参加費

各部30人募集人数

（先着順）

申込方法

坂東市体育協会ホームペ

ージで大会要項を確認のう

え、電話でお申し込みくだ

さい。

申込日時

7月17日(火)の

午後7時～8時

申込・問合せ

坂東市テニス連盟

090-3434-38495

＊ホームページ

http://www.bando-sports.

jp

と き

8月21日(火)～11月2日(金)

までの週３回

〈火曜･水曜･木曜〉

※講義12日間、演習・実習

9日間です。

ところ

岩井公民館会議室１・２

対象者

すべての日程に出席でき

る方

30,000円受講料

。※テキスト･保険代を含む

30人募集人数

※応募者多数の場合は抽選

となります。

申込方法

坂東市社会福祉協議会本

所・支所にある申込書に必

要事項を記入し、本所･支所

。に直接お申し込みください

※電話でのお申し込みはで

きません。申し込みには

カラー写真１枚（縦4cm

×横3cm、脱帽･上半身)

が必要です。

申込期間

7月23日(月)～8月3日(金)

〈土曜・日曜を除く〉

問合せ

坂東市社会福祉協議会

支所

0280-88-1000／5

0297-44-2943

お知らせ版 平成24年7月5日号 岩井庁舎・猿島庁舎共通：0297-35-2121／0280-88-01115

電話交換手にご用件先の課名または内線番号をお伝えください。
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講 座 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

布草履 8月 1日(水) 午前10時～午後4時 10人 300円

水切り絵 8月 1日(水) 午後1時30分～3時30分 10人 200円 7月17日(火)

午後1時30分～3時30分 午前9時からサンドブラスト 8月 7日(火) 10人 200円

午後1時30分～3時30分 電話受付消しゴム判子 8月11日(土) 10人 200円

午後1時30分～3時30分 8人 1,000円 〈先着順〉とんぼ玉 8月18日(土)

ひも細工 8月21日(火) 午後1時～4時30分 10人 500円

さしまクリーンセンター寺久リサイクルプラザ開催場所

さしま環境管理事務組合を構成する市町(坂東市を含む)に在住・在勤の方参加資格

さしまクリーンセンター寺久管理課( 0297-20-9980)申込・問合せ 5



7月31日(火)と き

午前9時～正午

※午前8時30分から受付。

ところ

岩井学校給食センター

〈坂東市神田山3062-6〉

対象者

市内の小学３～６年生の方

無料参加費

持ち物

上履き（スリッパは不

可 、三角巾、エプロン）

30人（先着順）募集人数

申込期間

7月10日(火)～20日(金)

申込・問合せ

▽岩井学校給食センター

0297-36-88885

▽猿島学校給食センター

0280-88-02685

昨年のフラフェスティバ

ルでご協力いただいた震災

復興支援のための義援金

は、全額被災地へお届けす

ることができました。皆さ

んのご協力、本当にありが

とうございました。今年も

多くの皆さんのご来場をお

待ちしています。

7月16日(月･祝)と き

午後1時開演

市民音楽ホールところ

無料入場料

フラフレンズ坂東問合せ

張谷／ 090-2490-89255

お知らせ版 平成24年7月5日号

7

≪市内の小学生対象≫ 猿島公民館「夏休みお楽しみ教室」

教室名 日 時 定員 内 容 講 師

染谷曠邨
8月1日(水) 習字の課題を

先生
習 字 午前10時 20人 仕上げよう

（半紙）～正午

作文・ 倉持訓
8月1日(水) 作文・感想文

感想文 先生
午前9時 20人 の書き方を学

ぼう～正午

飯田正二8月2日(木) ポスターや夏

先生
絵 画 午前9時 20人 休みの思い出

～正午 を描こう

片倉猛
8月2日(木) 紙飛行機を作

先生
工 作 午前9時30分 20人 ってみんなで

～11時30分 飛ばそう

※作文・感想文は、１～３年生が午前9時～10時30分ま

４～６年生が午前10時40分～正午までと、分けてで、

指導します。

）受付開始 7月17日(火)～(受付時間:午前9時～午後5時

※先着順。定員になり次第締め切ります。

無料（教材費は個人負担になります ）受 講 料 。

◆保護者の方は、必ず送迎をお願いします。

猿島公民館申込・問合せ

0297-44-3154／0280-88-08355

岩 井 の 夏 ま つ り

迫力のあるみこしが、威勢のよい掛け声ととも

に歩行者天国を練り歩きます。ぜひ遊びに来てく

ださい。

7月27日(金)・28日(土)と き

午後6時～10時〈雨天決行〉

岩井商店街ところ

（歩行者天国区域内）

坂東市観光協会〈商工観光課内〉問合せ

0297-20-86665

◆夏まつりの開催に伴い、7月27日(金)･28日(土)

合図の花火を打ち上げます。また、午後6時か

ら10時まで歩行者天国となりますので、ご協力

をお願いします。
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助産師さんと一緒に赤ち

ゃんのことを学んでみまし

ょう。男子の参加も大歓迎

です。

8月2日(木)と き

午前10時～午後3時

岩井保健センターところ

市内の中学生対象者

内 容

○赤ちゃんについてのお話

○手作りおもちゃを作って

みよう

○実際に赤ちゃんのお世話

をしてみよう

筆記用具持ち物

※動きやすい服装で参加し

てください。昼食は保健

センターで用意します。

20人(先着順)募集人数

7月27日(金)まで申込期限

申込・問合せ

岩井保健センター

0297-35-31215

親子の思い出づくりに、

ディズニーランドへ行きま

せんか。

参加資格

市内在住の一人親家庭

（母子・父子家庭）の親子

8月26日(日)と き

ところ

東京ディズニーランド

4～11歳:3,000円参加費

12～17歳:4,000円

18歳以上：5,000円

8月8日(水)まで申込期限

申込・問合せ

坂東市社会福祉協議会

▽岩井本所

0297-35-48115

▽猿島支所

0280-88-1000／5

0297-44-2943

平成24年7月5日発行 ■坂東市秘書広聴課■

★前売券発売中★０歳から聴ける！！

♪親子で聴けるクラシックコンサート

普段コンサート会場に入れない子どもたちへ、豊かな感性を育む

プレゼントをしましょう。終演後は、風船のプレゼントもあります。

7月29日(日) 開場：午後2時～ 開演：午後2時30分～と き

市民音楽ホールと こ ろ

加羽沢美濃 ＜ピアノ・作曲＞、奥村愛 ＜ヴァイオリン＞、出 演 者

塩野雅子 ＜ソプラノ＞、林そよか ＜ピアノ＞

｢くるみ割り人形｣より花のワルツ、｢我が祖国｣よりモルダウ、この道、演奏曲目

初恋、タイスの瞑想曲、チャルダーシュほか

前売：1,000円 当日：1,500円料 金

市民音楽ホール（ 0297-36-1100）問 合 せ 5

♪

♪

♪

♪

※５歳以下は無料です〈要チケット 。〉


