
平成26年度の固定資産税

にかかわる価格等の縦覧を

行います。固定資産税の納

税者が、他の土地や家屋の

価格と比較をすることによ

り、自分の土地や家屋の評

価が適正かどうか縦覧でき

ます。また、本人所有の固

定資産については、名寄帳

による閲覧もできます。

4月30日(水)まで縦覧期限

※土曜･日曜･祝日を除く

午前8時30分～午後5時15分

縦覧できる方

市内に所在する土地や家

屋の固定資産税の納税者

縦覧場所

課税課〈岩井仮設庁舎〉

無料費 用

必要なもの

印鑑、本人を証明するも

の（運転免許証等）

※納税者以外は、委任状と

代理人の身分を証明する

ものをご持参ください。

課税課問合せ

岩井仮設庁舎／内線1755

市内のご家庭に坂東市役

所保険年金課職員を名乗る

男から｢年金を納めすぎてい

るのでお返しします｣｢市役

所に来てもらうことになっ

ていたが来ないので電話し

ました｣｢お使いの銀行はど

こですか？カードは持って

いますか？｣などという電話

がかかってきています。

、市役所･官公署の職員が

還付金をＡＴＭで返金する

ことはありません。このよ

うな不審な電話がかかって

きたときは、必ず家族や警

察に相談しましょう。

★常時、留守番電話にセッ

トしておき､電話がかかっ

てきてもとりあえず留守

番電話で受ける「留守番

電話作戦」が効果的です。

★被害に気づいたときは、

すぐに警察に相談しま

しょう。

困ったときは、坂東市消

費生活センター（ 0297-5

36-2035）にお気軽にご相

談ください。

５月にお送りする納税通

知書で自動車税を納めてい

ただくと、領収証書ととも

に納税証明書（継続検査用）

が付いています。

この納税証明書は車検の

ときに必要になりますの

で、大切に保管してくださ

い。また、自動車を譲る場

合は、譲られる方にこの納

税証明書も必ず渡してくだ

さい。

なお、納税証明書に自動

車のナンバー等が印刷され

ていないものは使用できま

せんので、ご注意ください。

筑西県税事務所問合せ

0296-24-91845
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日常生活の中で気づいた

「利根川」に関する情報を

お知らせいただく、河川愛

護モニターを募集します。

期 間

平成26年7月1日～

平成28年6月30日まで

応募資格

利根川付近にお住まいの

20歳以上の方

月額4,500円程度謝 礼

5月9日(金)まで応募期限

問合せ

国土交通省

利根川上流河川事務所

目吹出張所

04-7122-30145

建設業退職金共済制度

は、建設現場で働く方々の

福祉の増進と建設業を営む

中小企業の振興を目的に設

立された退職金制度です。

加入できる事業主

建設業を営む方

対象となる労働者

建設業の現場で働く方

日額３１０円掛 金

制度の特長

☆国の制度なので安全、確

実、申し込み手続は簡単

です。

☆経営事項審査で加点評価

の対象となります。

☆掛金の一部を国が助成し

ます。

、☆掛金は事業主負担ですが

法人は損金、個人は必要

経費として扱われ、全額

非課税となります。

☆事業主が変わっても退職

金は企業間を通算して計

算されます。

☆自社の福利厚生に便利な

提携施設の割引サービス

が利用できます。

問合せ

独立行政法人

勤労者退職金共済機構

建退共茨城県支部

029-225-00955

＊ホームページ

http://www.kentaikyo.

taisyokukin.go.jp/

おおおお知知知知らせらせらせらせ版 平成26年4月3日号版 平成26年4月3日号版 平成26年4月3日号版 平成26年4月3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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（ ） 。補助金額 購入額の50％以内 10アールあたり1,000円が上限 となります

※なお、補助は予算額の範囲内となります。

助成要件

市内の販売店から水稲箱苗防除用薬剤を購入した稲作農家の方で、当該年度生産調

整の現年度配分面積を100％達成した方が対象となります（未達成者は補助基本額の

50％で算出します 。）

※ となります。陸田陸田陸田陸田やややや市外市外市外市外のののの水田及水田及水田及水田及びびびび市税滞納者市税滞納者市税滞納者市税滞納者はははは補助対象外補助対象外補助対象外補助対象外

(1)補助対象面積は、次の規定に基づき算出されます。

①転作、休耕、青刈り稲及び飼料用稲の面積は補助対象面積に含みません。

②加工用米の面積は補助対象面積に算入します。

③薬剤の使用量は、10アールあたりの標準使用量を上限として計算します。

(2)水稲箱苗防除用薬剤は、 とします。水稲専用水稲専用水稲専用水稲専用のののの殺虫剤殺虫剤殺虫剤殺虫剤・・・・殺菌剤殺菌剤殺菌剤殺菌剤

※水稲のほかに、畑で作る野菜にも使用できる薬剤は補助対象外になります。

申請手続き

６月末日まで「補助金交付申請書」に「水稲病害虫防除薬剤販売証明書」を添えて、

に市役所農政課または岩井地域水田農業推進センター（岩井農協岩井支店２階）へ申

請してください。

農政課（猿島庁舎／内線2202）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。

◆◆◆◆女性大歓迎女性大歓迎女性大歓迎女性大歓迎！！！！おおおお気軽気軽気軽気軽にごにごにごにご

相談相談相談相談くださいくださいくださいください （（（（再婚再婚再婚再婚のののの。。。。

。 。）。 。）。 。）。 。）相談相談相談相談もももも可 60歳代可 60歳代可 60歳代可 60歳代までまでまでまで

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〉

問合せ

秘書広聴課

岩井仮設庁舎／内線1222

法テラスの日(毎年4月10

日)を記念して、弁護士に

よる無料法律相談会を行い

ます。法的トラブルでお困

りの方、どうぞお気軽にご

利用ください。

※法テラスは国が設立した

公的な法人です。

4月17日(木)と き

午後1時～4時

市民相談室ところ

〈市役所岩井附属庁舎〉

10人程度定 員

(先着順・事前電話予約)

申込・問合せ

法テラス茨城

0503383-53905

(平日午前9時～午後5時)

【相談電話番号】

０２９－２２１－３１９０5

返済のために借金を重ね

ている、返済しているのに

元本が減らないなど、状況

をお聞きして債務整理のア

ドバイスや法律専門家への

引き継ぎをしています。相

。談は無料で秘密は守ります

と き

月～金曜日（祝日を除く）

午前8時30分～正午

午後1時～4時30分

主 催

関東財務局水戸財務事務所

多重債務相談窓口

【相談電話番号】

▽プッシュ回線の固定電話･

携帯電話から

＃８０００

▽すべての電話から

０２９－２５４－９９００

お子さんが急な病気で心

配なとき、ご相談ください。

すぐ受診させた方が良いの

か、様子をみても大丈夫な

のか、不安なとき、経験豊

富な看護師が無料でアドバ

イスします。

と き

▽月～土曜日

午後6時30分～11時30分

▽日曜・祝日・年末年始

午前9時～午後5時

※緊急・重症の場合は迷わ

ず「１１９」へ！

茨城県主 催

【相談電話番号】

０２９－２２８－０６００5

０２９－２２８－０６０２

医療や介護サービスの利

用で困っていること、費用

や保険料負担で困っている

こと、負担軽減策などにつ

いて、ケアマネジャー、

ケースワーカー、医療・福

祉団体のスタッフが無料で

ご相談にお応えします。

と き

5月24日(土)

午前9時30分～午後0時30分

主 催

茨城県社会保障推進協議会

おおおお知知知知らせらせらせらせ版 平成26年4月3日号版 平成26年4月3日号版 平成26年4月3日号版 平成26年4月3日号
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ご相談ください



「能」は謡（うたい）や

舞、楽器に触れ、日本文化

の「間」や「心」を感じる

伝統芸能です。普段なかな

か触れることのない能楽の

世界を身近に体験してみま

せんか？まずはお気軽にご

参加ください。

○子どもの部

（小学生～中学生)

・岩井公民館 月２回･火曜日

午後5時30分～6時30分

・猿島公民館 月２回･木曜日

午後5時～6時

。※会場を選択してください

○大人の部（高校生以上）

・岩井公民館 月２回･木曜日

午後6時30分～9時

対象者

市内在住･在学･在勤の方

梅村昌功先生講 師

（下掛宝生流能楽師）

無料受講料

※道具等の費用がかかる場

合があります。

各会場20人募集人数

(先着順)

申込期間

4月10日(木)～24日(木)

申込・問合せ

生涯学習課

〈猿島公民館内〉

0297-44-3154／5

0280-88-0835

5月26日(月)と き

〈雨天決行〉
ところ

猿島カントリー倶楽部

参加資格

市内在住・在勤の方

1,500円参加費

※プレー費9,200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 180人 先着順

申込方法

4月20日(日)午前9時か

ら、申込書に参加費を添え

て猿島公民館ロビーでお申

し込みください(1人4人分

まで)。申込書は猿島公民

館・総合体育館・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

この機会にソフトテニス

をはじめてみませんか。

と き

5月9日～7月11日の

毎週金曜日〈計10回〉

午後7時20分～9時20分

岩井テニスコートところ

対象者

市内在住・在勤・在学の

小学4年生以上の方

参加費

高校生以上 3,000円

小・中学生 1,500円

20人（先着順）募集人数

申込期間

4月14日(月)～30日(水)

申込・問合せ

坂東市ソフトテニス連盟

野本／ 090-1467-47035

挨拶やマナーも覚えなが

。らテニスに親しみましょう

と き

5月1日(木)～

毎週木曜日〈計5回〉

午後5時～6時

総合体育館卓球場ところ

対象者

市内在住・在学の小学4

年生以下の方

2,000円参加費

10人（先着順）募集人数

持参品

運動できる服装で、上履

きは必ず持参してくださ

い。必要に応じてタオル、

飲み物もご用意ください。

申込期間

4月22日(火)～24日(木)

※各日、午後7時～8時の間

にお申し込みください。

申込・問合せ

坂東市テニス連盟

090-3434-38495

おおおお知知知知らせらせらせらせ版 平成26年4月3日号版 平成26年4月3日号版 平成26年4月3日号版 平成26年4月3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



プロテニスコーチを迎え

て、テニスレッスンを行い

ます。皆さん楽しく学びま

しょう！

と き

5月10日(土)～

〈計５回〉毎週土曜日

午前8時30分～10時

岩井テニスコートところ

対象者

市内在住・在勤・在学の

テニス初心者で、小学生以

上の方

参加費

2,000円

募集人数

20人（先着順）

持参品

運動できる服装で、テニ

スシューズ、ラケットは必

ず持参してください。必要

に応じてタオル、飲み物、

帽子等もご用意ください。

なお、ラケットのない方

はご相談ください。

申込期間

4月22日(火)～24日(木)

※各日、午後7時～8時の間

にお申し込みください。

申込・問合せ

坂東市テニス連盟

090-3434-38495

おおおお知知知知らせらせらせらせ版 平成26年4月3日号版 平成26年4月3日号版 平成26年4月3日号版 平成26年4月3日号
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夏休み海外派遣（小３～高３対象）参加者募集

ひとりで参加される方が8割以上、初めて海外へ行かれる方も多数います。事前研修会

では仲間づくりから丁寧に指導しますので、安心してご参加ください。

予定)事業名 対象 期間 参加費（

サイパン：南の島体験ホームステイ 小3～中3 7月28日～8月 4日 25.8万円

シンガポール：スクール体験＆ホームステイ 中2～高3 7月31日～8月17日 36.5万円

オーストラリア：スクール体験＆ホームステイ 中2～高3 7月28日～8月14日 49.5万円

イギリス：英語研修＆ホームステイ 中2～高3 7月28日～8月14日 65.8万円

カナダ：ボランティア体験＆英語研修 中2～高3 7月25日～8月11日 63.5万円

オーストラリア：生活文化体験＆ホームステイ 中2～高3 8月 1日～8月12日 48.5万円

小3～中1 7月25日～8月 1日 42.8万円
オーストラリア：はじめてのホームステイ＆

動物ふれあい体験

アメリカ：はじめてのキャンプ＆ホームステイ 小3～高3 7月29日～8月 7日 48.5万円

小3～高3 7月29日～8月 6日 42.5万円フィジー：無人島で基地作り＆のんびり村の

ホームステイ

中1～高3 8月 1日～8月10日 29.8万円セブ：プライベート英語研修＆ドミトリース

テイ

6月2日(月)または9日(月)まで ※事業により異なります。申込期限

(公財)国際青少年研修協会（ 03-6459-4661）申込・問合せ・資料請求 5

＊ホームページ http://www.kskk.or.jp

◆市から助成金が交付されます（交付条件あり 。詳細については、生涯学習課〈猿島公）

民館内〉 0297-44-3154／0280-88-0835 までお問い合わせください。5



と き

5月10日～7月12日の

毎週土曜日〈計10回〉

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〉

毎回プール入場料参加費

100円のみ

25人（先着順）募集人数

申込方法

印鑑をご持参のうえ、猿

島コミュニティセンターで

お申し込みください。お申

し込みは１人１件です(兄弟

は可 。電話でのお申し込み）

はできません。

申込開始

4月20日(日)～

午前9時～午後5時

〈21日(月)は休館〉

問合せ

猿島コミュニティセンター

0280-87-72235

と き

、 、5月17日(土) 5月31日(土)

、 、7月19日(土) 8月 9日(土)

、 、9月20日(土) 10月4日(土)

11月22日(土)の計7回

各日とも午前10時～正午

〈雨天中止〉

ところ

古河市中央運動公園

〈古河市下大野2528〉

対象者

県西地区にお住まいの

小学生

無料参加費

募集人数

小学1･2年生 30人

小学3･4年生 15人

小学5･6年生 15人

申込開始

4月26日(土)午前9時

※午前8時30分～9時まで整

理券を配布します。受付

開始時間に定員を超えて

いる場合は抽選となりま

す。代理の申し込みはで

きませんので、保護者の

方が直接来館してお申し

込みください。

申込・問合せ

古河市中央運動公園

総合体育館

0280-92-55555

健康づくりのために、自

然と科学とが融合したつく

ば市を歩いてみませんか。

交通ルールを守って安全に

楽しく歩きましょう。

とき・コース

■5月31日(土)

Ａ:筑波山神社・むかし道

コース(30km)

Ｂ:北条地区･学園東大通り

コース(20km)

Ｃ:市街地巡り・科学コー

ス(10km)

Ｄ:市街地巡り・公園コー

ス(7km)

■6月1日(日)

Ｅ:市街地(豊里)通り･万博

記念公園コース(25km)

Ｆ:市街地(東光台)通り･万

博記念公園コース(15km)

Ｇ:研究学園と公園巡りコー

ス(10km)

Ｈ:研究学園と公園巡りコー

ス(5km)

Ｉ:国土地理院マップ読み

コース(4km)

対象者

健康な方ならどなたでも

参加できます。小学生以下

の方は保護者、介助の必要

な方は介助者の同伴が必要

です。

参加費

▽事前申込

大人1,500円､高校生500円

小中学生100円

▽当日申込

大人2,000円､高校生800円

小中学生100円

申込方法

インターネット(http://

www.sportsentry.ne.jp/)

でお申し込みください。

事前申込期限

5月15日(木)まで

問合せ

茨城県ウォーキング協会

実行委員長 深見博

090-4122-22255

おおおお知知知知らせらせらせらせ版 平成26年4月3日号版 平成26年4月3日号版 平成26年4月3日号版 平成26年4月3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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▼勅使河原和風会いけ花展

テーマは「萌える 。風」

光り、若芽萌え、歓喜に満

ちた躍動感あふれる作品を

展示します。

と き

4月13日(日)～19日(土)

午前9時～午後5時

※13日は午後1時から、19日

〈 〉は午後4時まで 14日休館

勅使河原和風会主 催

木村問合せ

0297-34-27635

ガールスカウト茨城県第

８団では、稲作体験を通じ

て、自然とのふれあいや食

育、地域とのつながりを学

んでいます。

私たちが食べるお米はた

くさんの人の手と愛情を受

けてできあがります。命へ

の感謝を込めて、皆さんと

一緒に楽しくお米づくりを

体験しましょう。

と き

田植え 4月26日(土)

稲刈り 8月17日(日)

脱 穀 8月23日(土)

※集合時間･場所等はお申し

込み後にご連絡します。

対象者

5歳～小学生の女の子と

保護者の方

無料参加費

申込・問合せ

ガールスカウト茨城県

第８団委員長 武田まゆみ

090-9151-01115

市民吹奏楽団と岩井高校

生による吹奏楽のコンサー

トです。うららかな春の日

曜日に楽しい音楽をお届け

します。皆さんのご来場を

お待ちしています。

と き

4月27日(日)

午後2時～3時30分

市民音楽ホールところ

無料入場料

曲 目

ディズニーランドセレブ

レーション、エルクンバン

チェロ、吹奏楽のための第

２組曲ほか

問合せ

坂東市民吹奏楽団

080-2670-09885

＊ホームページ

http://bandoband.blog

84.fc2.com/

おおおお知知知知らせらせらせらせ版 平成26年4月3日号版 平成26年4月3日号版 平成26年4月3日号版 平成26年4月3日号
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教 室 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

4月15日(火)マスコット作り 5月 7日(水) 午前10時～午後3時30分 10人 500円

午前9時から布ぞうり作り 5月13日(火) 午前10時～午後3時30分 10人 300円

5月14日(水) 午後1時30分～3時30分 10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〉5月17日(土) 10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( 0297-20-9980)申込・問合せ 5
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平成26年4月3日発行 ■坂東市秘書広聴課■

神大実分館生涯学習講座 受講生を募集します！
4月18日(金)まで 午前9時～午後9時 ※応募者多数の場合は抽選とします。【受付期限】
市内在住・在勤の方 無料（教材費等は自己負担）【受講資格】 【受講料】

神大実分館（ 0297-30-1800） ※月曜休館【申込・問合せ】 5

◎１人２講座以内とし、前回受講した講座は申し込みできません。

実施 募集 講 師 備 考
期間 人数 （敬称略） （※は初回のみ徴収）

講 座 名 曜 日 時 間

5月～ 毎月 午前10時 小学生以上対象
神田ばやし 20人

9月 第1･3土曜日 ～正午 大人大歓迎
倉持敏夫

お菓子つくり教室 材料費 毎回700円程度
5月～ 毎月 午前9時30分

16人 木村敦子
3月 第2水曜日 ～正午

井口理恵 ※教材費1,500円
5月～ 毎月 午前10時

ひよこクラブ 25組 伊藤宏子 1歳以上の乳幼児とその
12月 第2火曜日 ～正午

木村道子 母親対象

太極拳教室 15人 関口由利子 動きやすい服装で参加
5月～ 毎月 午前9時30分

10月 第2･4土曜日 ～11時30分

15人いけ花教室
6月～ 毎月 午前9時30分

木村宝節 花代 毎回1,000円
10月 第1･3金曜日 ～11時30分

5月～ 午後3時 菅沼育子 WindowsXP以上のパソコン
パソコン教室 毎週木曜日 15人

7月 ～5時 佐藤茂樹 持参 ※資料代1,500円

5月～ 毎月 午前9時30分 洗濯バサミ､はさみ､ボンド
エコクラフト 15人 鶴見篤子

11月 第1･3木曜日 ～11時30分 等持参※教材費1,000円

5月～ 毎月 市外学習は 市外学習は2回開催
自然ウォッチング 20人 羽鳥稔

11月 第3金曜日 終日 市内学習は現地集合･解散

5月～ 毎月 午後1時 初心者の方対象
カラオケ演歌教室 15人 倉持鶴舟

10月 第1･3土曜日 ～4時 ※教材費500円

5月～ 午後3時30分 堀江シャー マット持参
ヨガ教室 毎週金曜日 15人

7月 ～5時 リ美子 動きやすい服装で参加

15人 高見恵子 動きやすい服装で参加３Ｂ体操
5月～ 毎月 午後1時30分

10月 第1･3水曜日 ～3時30分

5月～ 午前9時30分 筆記用具を持参
英会話教室 毎週日曜日 20人 佐村恵治

7月 ～11時30分 小学生の参加大歓迎

5月～ 毎月 午前9時30分 裁縫道具を持参
パッチワークキルト 15人 早川聡子

10月 第1･3火曜日 ～11時30分 ※材料費5,000円

5月～ 毎月 午後2時 糸きりバサミを持参
手編み教室 15人 古矢和子

10月 第1･3火曜日 ～4時 ※毛糸代等1,000円程度

5月～ 毎月 午後3時 バスタオル等を持参
足裏マッサージ

10月 第2･4水曜日 ～5時 15人 ※専用パウダー代2,100円
樫村和子

健康つくり教室 動きやすい服装で参加
5月～ 毎月 午後4時30分

15人 染谷典子
10月 第1･3土曜日 ～6時


