
あなたの住宅にも、火災

警報器の取り付けが義務付

けられています。お近くの

ホームセンターや電気店で

購入できますので、住宅の

寝室、階段に火災警報器を

取り付け、まさか！の火事

に備えましょう。悪質な訪

問販売には、くれぐれもご

注意を！

また、電池切れの警報が

鳴ったら、新しい電池に忘

れずに交換しましょう！

坂東消防署問合せ

0297-35-21295

下水道促進週間（9月6日

～12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7日(土)･

8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

及び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30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(金)◆講習会

10月22日(火)◆試験日

ところ

ホテルマロウド筑波

〈土浦市城北町2-24〉

8月16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。

申込・問合せ

下水道課

0297-38-21155

1

可燃ごみの収集日となっている地区では可燃ごみ7月15日(月)〈海の日〉のごみ収集

に限って収集を行います。《問合せ》生活環境課（岩井第三分庁舎／内線1453）

自転車に乗りながら…
携帯電話・ヘッドホン禁止！！

茨城県道路交通法施行細則が改正され、自転車を

運転する際、携帯電話・イヤホン・ヘッドホン等を

使用すると違反となる場合がありますので、ご注意

ください。

詳細については、県警ホーム

ページをご覧ください。

茨城県警察問合せ

029-301-01105

＊ホームページ

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

×



4月から、ジフテリア破

傷風混合（二種混合）予防

接種については、小学校で

の集団接種から協力医療機

関での個別接種に変わりま

した。

対象となる方には、4月

上旬に通知をお送りしてい

ます。まだ予防接種を受け

ていない方は、同封の説明

書をよく読み、予診票をご

持参のうえ、協力医療機関

で接種を受けてください。

健康づくり推進課問合せ

〈岩井保健センター内〉

0297-35-31215

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(ゆうち

ょ銀行を除く)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

予防接種はお済ですか 関東信越国税局では、スー

パー、コンビニエンススト

ア、酒販店などへの買い物

の機会に、お酒売場の未成

年者飲酒防止のための表示

状況等を確認し、税務署に

連絡していただく「酒類販

売管理協力員」を募集して

います。詳細については、

国税庁ホームページをご覧

ください。

問合せ

水戸税務署酒類指導官

029-231-43235

＊ホームページ

http://www.nta.go.jp/

7月27日(土)と き

▽第1回

午前10時～11時10分

▽第2回

午後1時30分～2時40分

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

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

ください。

問合せ

県立古河中等教育学校

0280-92-45515

＊ホームページ

http://www.koga-cs.ed.jp

学生を除く若年者や離職

され求職中の方を対象に、

合同就職面接会を開催しま

す。企業の人事担当者と直

接お会いできるチャンスで

す。履歴書を複数枚持参の

うえ、ご参加ください。

7月18日(木)と き

午後1時30分～3時30分

筑西合同庁舎ところ

〈筑西市二木成615〉

約20社参加事業所数

問合せ

いばらき就職支援センター

県西地区センター

0296-23-38115

①航空学生

高卒(見込み含む)で21歳

未満の方

②一般曹候補生

18歳以上27歳未満の方

③自衛官候補生

18歳以上27歳未満の方

申込期間

8月1日(木)～9月6日(金)

問合せ

自衛隊筑西地域事務所

0296-22-72395

お知らせ版 平成25年7月4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25年4月1日現在、高

等学校卒業後2年以内の方

及び平成26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16日(火)～25日(木)

第１次試験日

9月15日(日)

第１次試験種目

基礎能力試験、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

茨城県では、個人や法人

の方が住宅や事業所として

利用可能な土地・建物を売

却しています。

物件の所在や詳しい情報

については、県ホームペー

ジをご覧ください。

問合せ

県管財課公有財産利用室

029-301-23805

＊ホームページ

http://www.pref.ibaraki.

jp/bukyoku/soumu/kanzai/

zaisan.htm

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！お気軽にご

相談ください （再婚の。

。 。）相談も可 60歳代まで

毎週月・水曜日と き

毎月第３日曜日

結婚相談室ところ

〈岩井附属庁舎〉

秘書広聴課問合せ

岩井仮設庁舎／内線1222

仕事をお探しの方のため

に、就職相談・キャリアカ

ウンセリングから職業紹介

まで一貫したサービスを提

供しています。

月～金曜日開設時間

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・内職斡旋

○就職情報の提供

○キャリアカウンセリング･

職業適性診断

○就職支援セミナーの実施

○求人受付

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〉

0296-22-0163／5

0296-23-3811

＊ホームページ

http://www.jobcafe-

ibaraki.jp/

とき・ところ

①7月30日(火)

午前11時～午後3時

県西県民センター

〈筑西市二木成615〉

②8月8日(木)

午前11時～午後3時

石下総合福祉センター

〈常総市新石下4365〉

対象者

低視力のお子さんと保護

者･担任の先生、視覚障がい

がありお困りの成人の方、

視覚障がいについて関心の

ある方など

補助具等の展示･内 容

体験、教育相談

無料参加費

申込期限

開催日の1週間前まで

申込・問合せ

県立盲学校地域支援部

029-221-33885

お知らせ版 平成25年7月4日号

3

ご相談ください



不妊治療を受ける（受け

ていた）なかで「仕事と治

療の両立はどうしている

の？ 「わかってもらえな」

くて辛かったこと」など、

同じ悩みを感じている人と

話をしたい、話を聞いてみ

たい人たちのグループカウ

ンセリングを実施します。

個人情報は厳守しますの

で、ひとりで悩まずお気軽

にご参加ください。

▽不妊治療を始めて間も

ない女性

7月28日(日)と き

▽不妊に悩む女性

9月22日(日)と き

▽治療をやめたが悩んで

いる女性

11月24日(日)と き

▽不育症に悩む女性

と き

平成26年1月26日(日)

※時間は、いずれも午後2

時20分～4時20分です。

ところ

茨城県三の丸庁舎

(旧県庁) 1階相談室101

無料参加費

10人程度募集人数

申込期限

開催日の前々日まで

申込・問合せ

茨城県産婦人科医会

029-241-11305

不妊専門相談センター

7月30日(火)と き

午前9時～正午

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9日(火)～19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

世界で一つだけの作品を

作りませんか。

と き

▽Ａコース

7月26日(金)･8月19日(月)

▽Ｂコース

8月2日(金) ･8月19日(月)

※7月26日・8月2日は午前9

時～午後1時、8月19日は

午前9時～11時です。

岩井福祉センターところ

「夢積館」

市内在住の小・中対象者

学生と保護者の方

市陶芸教室会員講 師

1人 1,000円参加費

（昼食代を含む）

各コース15組募集人数

（先着順）

申込期間

7月12日(金)～19日(金)

申込・問合せ

坂東市社会福祉協議会

本所 0297-35-48115

敬老会を一緒に盛り上げ

てくれませんか。

9月16日(月)と き

敬老の日

総合体育館またはところ

猿島体育館

募集内容

◆ボランティア

敬老会当日の受付や高齢

者の介添えなど

◆アトラクション出演者

ご自慢の舞踊や楽器演奏

等を披露していただける方

※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

オケでの出演は除かせて

いただきます。

8月2日(金)まで申込期限

介護福祉課申込・問合せ

猿島庁舎／内線2290

お知らせ版 平成25年7月4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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講座やイベント



と き

7月24日(水)～28日(日)

午前9時～午後5時

※28日は午後3時まで

ところ

岩井公民館１階

問合せ

坂東市社会福祉

協議会

0297-35-48115

マラソンを始めたい方、

青春時代に走っていてまた

走りたくなった方など、24

時間リレーマラソンに参加

してみませんか。

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

参加したい方なども大歓迎

です。長距離練習をしたい

方の参加もＯＫです。

と き

8月3日(土)午後1時から

4日(日)午後1時まで

〈雨天決行〉

ところ

八坂公園陸上競技場

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

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27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

参加資格

▽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

7月16日(火)の

午後7時～8時

申込・問合せ

坂東市テニス連盟

▽小学生の部

090-4939-55155

▽中学生初級者の部

090-3434-38495

＊ホームページ

http://www.bando-

sports.jp

お知らせ版 平成25年7月4日号

5

7月6日(土)～8月31日(土) 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（岩井臨時庁舎／内線3402、3403）問 合 せ



9月9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

8月4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。申込書は総

合体育館、猿島公民館、市

。内ゴルフ練習場にあります

※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

〈総合体育館内〉

0297-35-17115

と き

8月3日(土)・10日(土)・

17日(土)の午前10時～11時

ところ

猿島コミュニティセンター

〈境町長井戸1732〉

3歳以上の親子対象者

（祖父母と孫なども可）

高校生以上200円入場料

小・中学生100円

未就学児無料

15組（先着順）募集人数

※親と子供各1人ずつ

申込方法

認印をご持参のうえ、猿

島コミュニティセンターで

お申し込みください。申し

込みは1人1件です。電話で

。のお申し込みはできません

申込期間

7月21日(日)～27日(土)

午前9時～午後5時

〈22日(月)は休館〉

申込・問合せ

猿島コミュニティセンター

0280-87-72235

お知らせ版 平成25年7月4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。

6

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

仕 染谷曠邨8月1日(木)
習字の課題を

上げよう 先生
習 字 午前10時 20人

（ ）半紙
～正午

自然災害(突風･

納口恭明
8月1日(木) 地震のゆれ･な

先生

おもしろ
午前10時 30人 だれ･つなみ･液

状化)の実験を
理科先生

～正午

見よう

飯田正二8月2日(金) ポスターや夏休

先生
絵 画 午前9時 20人 みの思い出を描

～正午 こう

中村卓哉作文・ 作文・感想文の
8月2日(金)

先生感想文 書き方を学ぼう
午前9時 20人

～正午

※作文・感想文は、1～3年生が午前

9時～10時30分まで、4～6年生が

午前10時40分～正午までに、分け

て指導します。

市内の小学生。習字教室は小学3年生以上。対 象 者

おもしろ理科先生は親子で参加できます。

）受付開始 7月17日(水)～(受付時間:午前9時～午後9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



アロハの風に乗ってハワ

イ気分に浸ってみません

か。ハワイアンバンドやか

わいいケイキ(子供)のフラ

ダンスもお楽しみに！

7月15日(月･祝)と き

午後1時～

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

国内外のトップスケー

ターたちが披露する銀盤の

エンターテイメントショー

をお楽しみください！

と き

9月21日(土)・22日(日)

午前11時30分～午後1時30分

午後3時30分～5時30分

〈1日2公演〉

ところ

笠松運動公園屋内プール

兼アイススケート場

〈 〉ひたちなか市佐和2197-28

出演者

八木沼純子withプリンス

アイスワールドチーム、荒

川静香、本田武史、太田由

希奈、フィオナ・ザルドゥ

ア＆ドミトリー・スハノフ

チケット料金

アリーナ席：11,000円

Ｓ席： 7,000円

Ａ席： 5,000円

※Ｓ席・Ａ席は、小学生以

下半額です。

7月20日(土)～発売開始

問合せ

笠松運動公園管理事務所

029-202-08085

7月28日(日)と き

〈世界肝炎デー〉

午後2時30分～

ところ

県西生涯教育センター

〈筑西市野殿1371〉

内 容

第１部 基調講演

▽座長（東京医科大学茨城

医療センター病院長 松﨑

靖司先生）

①Ｂ型肝炎からの肝発がん

予防（筑波大学附属病院

消化器内科講師 福田邦明

先生）

②Ｃ型肝炎からの肝発がん

予防（東京医科大学茨城

医療センター消化器内科

准教授 池上正先生）

③脂肪性肝炎からの肝発が

ん予防（ホスピタル坂東

）消化器内科 吉田正先生

第２部 皆様の質問に

お答えするＱ＆Ａ

▽テーマ

慢性肝疾患の最新の治療

無料入場料

問合せ

東京医科大学

茨城医療センター総務課

029-887-11615
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教 室 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

ふくろう作り 8月 6日(火) 午前10時～午後4時 10人 800円 7月16日(火)

布草履作り 8月 7日(水) 午前10時～午後4時 10人 300円 午前9時から

8月17日(土) 午後1時30分～3時30分 8人 1,000円 電話受付
とんぼ玉作り

午後1時30分～3時30分 〈先着順〉8月21日(水) 8人 1,000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

坂東市・境町・古河市・五霞町に在住または在勤の方参加資格

さしまクリーンセンター寺久リサイクルプラザ窓口( 0297-20-9980)申込・問合せ 5
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プロ、アマ問わず、どな

たでも応募できます。

最優秀賞には賞金10万

、 、円 優秀賞には賞金5万円

特賞には賞金2万円ほか、

入賞、佳作など豪華賞金等

が贈られますので、ふるっ

てご応募ください。

応募規定

平成25年1月～12月まで

の坂東市内の風景･まつり･

イベントを題材とした作品

に限ります。応募点数は1

人2点までです。応募票は

市ホームページからダウン

ロードできます。

応募サイズ

カラープリント四切りま

たはワイド四切り。デジタ

ルカメラで撮影した作品

は、銀写真プリントで出力

してください。

募集期限

平成26年1月31日(金)まで

申込・問合せ

坂東市観光協会

〈商工観光課内〉

0297-20-86665

ゆかたを着て夏まつりに

参加してみませんか。

とき・ところ

▽猿島公民館

7月19日(金)

午後7時～9時

▽岩井公民館

7月21日(日)

午前9時30分～11時30分

対象者

市内在住で小学生以上の

女性の方

各公民館30人募集人数

ゆかた、半巾帯、持ち物

腰ひも(3本)

7月9日(火)～申込開始

※受付時間は、午前8時30

分～午後9時。

申込・問合せ

▽岩井公民館〈月曜休館〉

0297-35-88005

▽猿島公民館

0297-44-3154／5

0280-88-0835

平成25年7月4日発行 ■坂東市秘書広聴課■

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26日(金)・27日(土)と き

午後6時～10時〈雨天決行〉

岩井商店街（歩行者天国区域内）ところ

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26日(金)･27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。


