
地 区 名 採 水 日

岩 井 6月30日(月)

7月 1日(火)
辺田・鵠戸

あみどり町

七郷・中川 7月 2日(水)

神 大 実 7月 3日(木)

7月 7日(月)
弓馬田･飯島

長須・七重
沓掛･内野山 7月 8日(火)

7月 9日(水)
生子・菅谷
逆井・ 山

飲用水としてご利用され

ている井戸水の水質検査を

実施します。検査結果は8

月下旬に郵送します。

各地区採水日(時間不定)

検査項目

一般細菌、大腸菌、硝酸

態窒素及び亜硝酸態窒素、

鉄、塩化物イオン、カルシ

ウム･マグネシウム(硬度)、

有機物(全有機炭素〈TOC〉の

量)、ＰＨ値(水素イオン濃

度)、味、臭気、色度、濁度

（ ）検査料金 5,150円 税込

申込期間

6月9日(月)～20日(金)

生活環境課申込・問合せ

岩井第三分庁舎／内線1453
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☆ 暴走族に関する情報をお寄せください ☆

●暴走族が頻繁に集まる場所や時間を知っている

●暴走族の少年達を知っている

●暴走族らしい車やバイクに乗っている人を知って

いる

●大きな爆音を立てて走る車やバイクの置き場所を

知っている

【連 絡 先】

茨城県警察本部 交通指導課 暴走族対策係

暴走族相談電話

（フリーダイヤル･24時間受付）

０１２０－３７５－２１４

【メールアドレス】

keikousi@pref.ibaraki.lg.jp

◎暴走族への加入防止や暴走

族からの離脱に関する相談

も受けています。

交通防災課（岩井第三分庁舎／内線1475）《問合せ》

６月は暴走族追放強調運動月間です！

『 』暴走をしない！させない！見に行かない！

暴走族を見かけたら１１０番



介護保険の負担限度額認

定証の有効期限は、6月末

までです。7月以降も認定

証が必要な方は、介護福祉

課または児童福祉センター

窓口(岩井)で更新手続きを

してください。申請には、

介護保険被保険者証と申請

者の認印が必要です。利用

者と申請者が異なる場合

は、申請者の身分確認がで

。きるものをお持ちください

介護福祉課問合せ

猿島庁舎／内線2226

毎年ご協力いただいてい

る日赤社資・社協会費を一

緒に募集します。６月中に

班長さんが各戸にお伺いし

ます。皆さんのご理解とご

協力をお願いします。

問合せ

▽日赤社資

社会福祉課

猿島庁舎／内線2219

▽社協会費

坂東市社会福祉協議会

〈 〉本所 岩井福祉センター内

0297-35-48115

〈 〉支所 猿島福祉センター内

0297-44-2943／5

0280-88-1000

更新には申請が必要です
平成26年経済センサス

(基礎調査と商業統計調査)

を実施します。

全国すべての事業所と企

業を対象に、従業者規模等

の基本的構造などについて

調査するものです。結果は

国の行政施策をはじめ、地

域の産業振興や商店街の活

性化における施策などの基

礎資料として幅広く利用さ

れます。皆さんの調査への

ご理解・ご回答をよろしく

お願いします。

企画課問合せ

岩井臨時庁舎／内線3264

お知らせ版 平成26年6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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児童手当・特例給付の現況届を忘れずに

６月分からの児童手当･特例給付を受けるには、現況

届の手続きが必要です。手続きをしないと６月分以降の

手当が受けられなくなりますので、必ず手続きをしてく

ださい (公務員の方は勤務先で手続きをしてください )。 。

持参するもの

▽印鑑 ▽社会保険加入者の方は、受給者（保護者）

の健康保険被保険者証コピー（余白に勤務先名を記入）

▽平成26年1月1日時点で坂東市に住所がなかった方は、

平成26年度児童手当用所得証明書（平成26年1月1日の

住所地市区町村発行）▽外国人の方は、在留カード等

▽受給者と児童が別居していて、児童の住所地が市外

の場合は、児童を含む世帯全員の住民票

現況届受付日程

期 日 対象地域・地区 受付会場

児童福祉センター(岩井)
弓馬田･神大実･

6月14日(土) 七郷･長須･七重地区

沓掛･内野山地区 猿島庁舎１階ロビー

岩井･飯島･中川地区 児童福祉センター(岩井)
6月15日(日)

生子菅･逆井山地区 猿島庁舎１階ロビー

6月16日(月) 岩井地域全域 児童福祉センター(岩井)

～20日(金) 猿島地域全域 子育て支援課

午前9時～11時30分、午後1時～5時受付時間

※19日･20日は午後7時まで

子育て支援課（猿島庁舎／内線2214、2215）問合せ

※14日･15日は、児童福祉センター( 0297-35-8844)5

へお問い合わせください。



農業者年金受給権者現況

届により、受給資格の確認

を行います。該当される方

は、農業者年金基金から送

付された「現況届」に必要

6月30事項を記載のうえ、

に、農業委員会日(月)まで

事務局（猿島庁舎）または

市民サービス課（岩井仮設

庁舎）に提出してください。

問合せ

農業委員会事務局

猿島庁舎／内線2232

平成27年度に小・中学

校、中等教育学校、高等学

校で使用する教科書の見本

を展示します。ぜひご覧く

ださい。

と き

6月13日(金)～26日(木)

〈土曜・日曜も開催します〉

午前9時～午後5時

猿島庁舎 2階ところ

図書館支援センター内

学校教育課問合せ

猿島庁舎／内線2279

最近、勤務先を失踪した

外国人技能実習生が農家等

で働いている状況が見られ

ます。技能実習生は決めら

れた勤務先以外では働くこ

とができません。

来日外国人を雇用する場

合は、パスポートの証印や

在留カードで「在留資格」

「在留期間」を確認する必

要があります。在留カード

「 」「 」には 就労可 就労不可

がはっきりと記載されてい

ますので、必ず確認してく

ださい。

在留資格が「短期滞在」

「 」「 」「 」文化活動 留学 就学

等の場合は、特別の許可が

ないと就労できません。よ

く確認して適正な雇用をお

願いします。

境警察署問合せ

0280-86-01105

茨城県警察本部では、希

望者のパソコンや携帯電話

に各種防犯情報、犯罪発生

情報、県警からのお知らせ

情報などを配信する「ひば

りくん防犯メール」サービ

スを実施しています。登録

すればどなたでも利用でき

ます。また、受信したい警

察署や配信情報の選択が可

能ですので、ぜひご利用く

ださい。

登録方法

上記メールアドレスを直

接入力するか、次のＱＲ

コードをバーコードリー

ダーで読み込み、空メール

を送信してください。

登録用ＱＲコード

折り返し登録案内のメー

ルが返信されますので、案

。内に従い登録してください

問合せ

▽茨城県警察本部

生活安全総務課

安全・安心まちづくり

推進室

029-301-01105

▽境警察署

生活安全課

0280-86-01105

麻しん(はしか)は、感染

力が大変強い感染症です。

自分が感染しないためだけ

でなく、周囲に感染を広げ

ないためにも予防接種は大

切です。

小学校就学前のお子さん

年4月2日～平成21(平成20

年4月1日生まれ） 平成は、

無料で接27年3月31日まで

種できます。

健康づくり推進課問合せ

〈岩井保健センター内〉

0297-35-31215

お知らせ版 平成26年6月5日号

3

add @ mail .police.1

pref.ibaraki.jp



10月26日(日)と き

午前10時～

ところ

大成女子高校、茨城キリ

スト教大学、流通経済大学、

つくば国際会議場

受験資格

国家資格等の有無、従事

業務内容、実務経験期間等

により異なります。詳細に

ついては、受験案内をご覧

ください。

常総保健所受験案内配布先

7,500円受験手数料

※銀行振込で、振込手数料

は自己負担となります。

受付期限

7月16日(水)まで

問合せ

茨城県社会福祉協議会

福祉人材・研修部

029-241-41215

受験資格

平成26年4月1日現在、高

校または中等教育学校を卒

業した日の翌日から3年を

経過していない方または平

成27年3月までに高校また

は中等教育学校を卒業見込

みの方

高校卒業程度試験の程度

9月7日(日)第１次試験

第２次試験

10月16日(木)～24日(金)

までの指定する１日

受付期間

①インターネット申込

6月23日(月)午前9時～

7月2日(水)

＊インターネットアドレス

http://www.jinji-shiken.

go.jp/juken.html

②郵送または持参

6月23日(月)～26日(木)

問合せ

▽インターネット申込

人事院人材局試験課

03-3581-53115

▽インターネット申込以外

関東信越国税局人事第二課

048-600-31115

消防職28人程度募集人数

受験資格

昭和61年4月2日から平成

9年4月1日までに生まれた

方で、高校、短大（高等専

門学校・専修学校を含む 、）

大学を卒業した方または平

成27年3月卒業見込みの方

※身体的要件があります。

第１次試験

9月20日(土) 体力試験

9月21日(日) 教養試験

適性検査

第２次試験

10月下旬予定 面接試験

受付期間

7月7日(月)～8月1日(金)

※試験申込書は、坂東消防

。署･各消防分署にあります

問合せ

茨城西南地方広域市町村圏

事務組合消防本部総務課

0280-47-01245

と き・ところ

▽6月17日(火)

午前10時～11時30分

午後1時30分～3時

岩井保健センター

▽6月19日(木)

午前10時～11時30分

岩井保健センター

▽毎週水曜日

午後1時～2時30分

常総食品衛生協会

〈常総保健所庁舎内〉

※8月13日･12月24日･12月

。31日･2月11日は休みです

持参するもの

食品衛生責任者自主管理

記録簿、検査検体(検便)、

検査申込書

検査機関

公益財団法人

茨城県総合健診協会

検査項目

赤痢菌･サルモネラ属菌･

腸管出血性大腸菌Ｏ157

（ ）検査手数料 800円 税込

検便容器等配布場所

常総保健所、茨城県総合

健診協会県西センター

※岩井保健センターでは、

検便容器等の配布は行っ

ていません。

常総保健所衛生課問合せ

0297-22-13515

お知らせ版 平成26年6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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地域住民や児童・生徒の

環境美化に対する関心・意

欲を高め、花いっぱい運動

が地域や団体に根ざした運

動となるよう、花いっぱい

運動ですばらしい成果をあ

げている地域･団体･職場･

学校を表彰します。

7月3日(木)まで応募期限

応募・問合せ

〈 〉▽生涯学習課 猿島公民館内

0297-44-3154／5

0280-88-0835

▽大好きいばらき県民会議

029-224-81205

県西地域の医療機関に再

就職を希望する看護師の職

場復帰を支援します。

①講義研修

結城看護専門学校で7～8

月に5日間実施(無料託児施

設有・12歳まで)

②実務研修

県西地域の医療機関で再

就職に必要な技術研修を実

施(5日または10日コース)

③雇用一体型試用研修

希望の医療機関で働きな

がら研修し、給料も支給。

研修後も引き続き研修施設

で勤務(パート可)できる

。 。方 研修期間は最長3か月

無料研修費

※教材費・保険等一部負担

があります。

茨城県看護教育財団問合せ

〈結城看護専門学校内〉

0296-33-19225

★学校公開

7月3日(木)と き

午前9時15分～

対象者

どなたでも授業参観でき

ます。児童生徒の作品や教

材等の展示もあります。

6月20日(金)まで申込期限

★ふれあい教室

7月23日(水)と き

午前9時30分～

対象者

運動機能に不安のあるお

子さんと保護者の方など

7月16日(水)まで申込期限

申込・問合せ

県立下妻特別支援学校

〈下妻市半谷492-4〉

0296-44-18005

【相談電話番号】

０１２０－００７－１１０5

いじめや児童虐待などの

悩みを持ったお子さんや保

護者の方からの相談に法務

局職員や人権擁護委員が無

料で応じます。秘密は守ら

れますので、安心してご相

談ください。

と き

6月23日(月)～29日(日)

午前8時30分～午後7時

※土曜・日曜は午前10時～

午後5時

主 催

水戸地方法務局

茨城県人権擁護委員連合会

【相談電話番号】

０２９－２２１－５６５１5

０２９－２２１－５６５２

女性に対する暴力(ドメ

、スティック･バイオレンス

ストーカー、セクシャル･

ハラスメント)や離婚に関

する問題、職場における差

別などの相談に弁護士が無

料で応じ、対処方法や正し

い法律知識などのアドバイ

スを行います。お気軽にご

相談ください。

6月23日(月)と き

午後1時～4時

茨城県弁護士会問合せ

029-221-35015

主 催

茨城県弁護士会

日本弁護士連合会

お知らせ版 平成26年6月5日号
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ご相談ください



ひきこもりでお悩みのご家

族やご本人からの相談を受け

付けています。同じ悩みを持

つ家族同士が集まって、ご本

人への対応を一緒に考えた

り、お互いの体験を話し合っ

たりして、少しでもよい回復

がはぐくめるように元気をわ

けあいませんか？

と き

6月11日(水)、 7月29日(火)

8月19日(火)、 9月17日(水)

10月 7日(火)、11月11日(火)

12月11日(木)、 1月 8日(木)

2月12日(木)、3月24日(火)

各日午後1時30分～3時30分

常総保健所ところ

無料参加費

申込・問合せ

常総保健所健康指導課

0297-22-13515

慢性的な精神疾患など同

じ悩みを持つ家族同士が集

まって、お互いの体験を話

し合ったり、精神医療や福

祉制度についての情報を交

換しましょう。はじめての

方も大歓迎です。

とき・ところ

◆7月10日(木)･11月13日(木)

常総市石下総合福祉

センター

◆9月9日(火)

八千代町保健センター

◆1月15日(木)

岩井保健センター

◆3月12日(木)常総保健所

各日午後2時～4時

申込・問合せ

常総保健所健康指導課

0297-22-13515

茶摘みから紅茶づくりや

ねぎの収穫体験をしてみま

せんか。小さいお子さんか

ら大人の方まで楽しめるツ

アーです。ぜひ親子そろっ

てご参加ください。

7月5日(土)と き

午前9時30分～午後4時

雨天決行

お茶の根本園ところ

市内農場

集合場所・時間

▽車で直接来られる方

お茶の根本園･午前9時15分

▽送迎バスをご利用の方

つくばエクスプレス線

守谷駅改札前･午前8時10分

参加費

中学生以上 3,000円

小学生 2,500円

小学生未満 無料

※昼食・お土産付。小学生

未満の昼食は実費をご負

担ください。

30人（先着順）募集人数

持参品

汚れてもよい服装、筆記

用具、飲み物、天候により

雨具、帽子等

6月25日(水)申込期限

午後5時まで
申込方法

申込用紙に必要事項を記

入のうえ、ＦＡＸまたは持

参によりお申し込みくださ

い。また、当協議会ホーム

ページ申込フォームからも

お申し込みできます。

※申込用紙は、当協議会、

岩井臨時庁舎、猿島庁舎

にあります。

【セミナー受講生募集中】

坂東市雇用創造協議会で

は、求職中の方を対象に飲

食業就労支援セミナーを開

催します。詳細については、

お問い合わせください。

と き

6月17日(火)･20日(金)･

24日(火)･27日(金)､7月1日

(火)･4日(金)･8日(火)

無料受講料

10人募集人数

☆ 共 通 事 項 ☆

申込・問合せ

坂東市雇用創造協議会

たけのこ

〈坂東市岩井2895-19〉

0297-44-54005

FAX 0297-36-1186

＊ホームページ

http://www.bandokoyou-

takenoko.jp

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。
お知らせ版 平成26年6月5日号
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講座やイベント



市民と行政が力を合わせ

てまちづくりを行う「市民

協働」の考え方を皆さんに

知っていただくため、市民

団体と市が協働で取り組ん

でいる活動発表や紹介を行

います。市民団体の活動や

まちづくりに興味のある方

など、たくさんの方のご来

場をお待ちしています。当

日は、ご来場者への特典も

用意しています。

6月22日(日)と き

午前10時～正午
ところ

さしま郷土館ミューズ

視聴覚ホール

無料入場料

市民協働課問合せ

岩井臨時庁舎／内線3252

▼絵手紙大好き展

自然の中にある四季折々

の草や花、風物などをとら

え、季節の感じを彩り豊か

に表現した作品を展示しま

す。

と き

6月8日(日)～14日(土)

午前9時～午後5時

※8日は正午から、14日は

午後4時まで〈9日休館〉

主 催

絵手紙友好会・同好会

富山問合せ

0297-38-15775

▼里美美術会展

～谷川岳を描く～

三国山脈の連峰、上越国

境にそびえる早春の谷川岳

を各自の筆致で力強く表現

した油絵を展示します。

と き

6月15日(日)～21日(土)

午前9時～午後5時

※15日は午後1時から、21日

〈 〉は午後4時まで 16日休館

里美美術会主 催

小川問合せ

0297-38-23645

6月15日(日)と き

午前9時～午後3時

ところ

陸上自衛隊古河駐屯地

内 容

記念式典、アトラクショ

ン、模擬戦闘訓練、ちびっ

子広場、模擬売店、装備品

試乗・展示など

問合せ

陸上自衛隊古河駐屯地

広報班 0280-32-41415

お知らせ版 平成26年6月5日号
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教 室 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

午前9時から布ぞうり作り 7月 1日(火) 午前10時～午後3時30分 10人 300円

午前10時～午後3時30分 10人 500円 6月16日(月)マスコット作り 7月 8日(火)

電話受付
とんぼ玉作り

7月 9日(水) 午後1時30分～3時30分 10人 1,000円

〈先着順〉7月19日(土) 午後1時30分～3時30分 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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さしまの夏まつり大会当日、ゆかたで来場いただける方応募資格

【部門1】18歳以上（高校生不可）45歳未満の女性。(未婚･既婚問わず)

【部門2】45歳以上の女性（未婚･既婚問わず)

【部門3】親子ペア（お子さんは18歳以下･性別問わず）

応募用紙に必要事項を記入のうえ、必ず写真（顔・全身各１枚、普段着応募方法

可）を添付してご応募ください （ＦＡＸ不可）。

7月4日(金) 当日消印有効応募締切

第１次審査 書類選考 第２次審査 夏まつり当日ステージ上で実施審 査

大賞各１名(各２万円)、準大賞各１名(各１万円)、参加賞表 彰

※大賞･準大賞推薦者の方にも薄謝を差し上げます。

さしまの夏まつり大会で 『浴衣コンテスト』を開催します。各部門の大賞受賞者、

には賞金２万円！皆さんのご応募お待ちしています。

と き 8月2日（土）午後5時～9時30分
ところ 沓掛商店街・沓掛小学校
内 容 ダンス･郷土芸能発表･金魚すくい･かき氷･ゲームなど

※いずれも応募用紙は坂東市商工会・坂東市観光協会（市役所商工観光課内)にあり

ます。坂東市商工会ホームページからもダウンロードできます。

坂東市商工会（ 0297-35-3317／FAX 0297-35-3321）申込・問合せ 5

＊ホームページ http://www.bando.or.jp/

ダンス、楽器演奏など何でもＯＫ募集内容

時間を守り、ステージの運営にもご協力いただける方（3人以上）応募資格

15組（先着順・定員になり次第締切）募集組数


	P1
	P2
	P3
	P4
	P5
	P6
	P7
	P8

