
現在、児童扶養手当・特

別児童扶養手当を受けてい

る方は、受給者の前年の所

得状況や養育状況を確認す

るための「現況届」の提出

が必要です。

現況届を提出しないと8

月分以降の手当が受けられ

なくなりますので、必ず届

出をしてください （全額。

支給停止の方も現況届の提

出が必要です ）。

必ず、本人及び扶養義務

者（同一生計の方）の平成

23年分の所得申告を済ませ

ておいてください。また、

平成24年1月1日に坂東市に

住所がなかった方は、平成

24年度所得証明書（平成24

年1月1日の住所地発行のも

の）を添付してください。

※現況届が必要な方には、

詳細について個別に通知

します。

現況届受付日程表

受付時間

午前9時～11時30分

午後1時～5時

※上記以外の日は、子育て

支援課で平日のみ受け付

けますので、8月中に手

続きをお願いします。

問合せ

子育て支援課

猿島庁舎／内線2214

※8月25日～27日は、児童

福祉センター（ 0297-5

35-8844）にお問い合わ

せください。

「戦没者を追悼し平和を

祈念する日」である8月15

日、全国戦没者追悼式と同

時刻に「平和の像」慰霊祭

を開催します。

この慰霊祭は、戦争の悲

惨な教訓を忘れることな

く、世界の恒久平和実現と

戦争でお亡くなりになられ

た方々の安らかなるご冥福

を祈念するために行うもの

です。

市民の皆さんのご参列を

お待ちしています。

※市内各消防分団では、正

午にサイレンを鳴らしま

す。

8月15日(水)と き

午前11時50分～

午後0時30分

〈雨天中止〉

八坂公園内ところ

「平和の像」前

市遺族会主 催

問合せ

社会福祉課

猿島庁舎／内線2219
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お盆期間中の8月13日（月）～16日（木）もお盆期間中のごみ収集のお知らせ

ごみ収集を行います。 《問合せ》生活環境課（岩井庁舎／内線1453）通常どおり

●特別児童扶養手当

受付日 受付会場

児童福祉
8月17日(金)

センター(岩井)

猿島庁舎
8月20日(月)

子育て支援課

●児童扶養手当

受付日 受付会場

猿島庁舎２階
8月24日(金)

会議室１

児童福祉
8月25日(土)

センター(岩井)
8月26日(日)

8月27日(月)



地 区 名 採 水 日

岩 井 9月 3日(月)

9月 4日(火)
辺田・鵠戸

あみどり町

七郷・中川 9月 5日(水)

神 大 実 9月 6日(木)

9月10日(月)
弓馬田･飯島
長須・七重

沓掛･内野山 9月11日(火)

9月12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10

月中旬に郵送します。

※この検査は、一般細菌等

を検査するもので、放射

能の測定はできません。

各地区採水日

※採水訪問時間は不定です

ので、ご了承ください。

検査項目

①一般細菌 ②大腸菌 ③

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒

素 ④鉄 ⑤塩化物イオン⑥

カルシウム・マグネシウム

（硬度）⑦有機物（全有機

炭素〈TOC〉の量）⑧ＰＨ

値（水素イオン濃度）⑨味

⑩臭気 ⑪色度 ⑫濁度

（ ）検査料金 5,000円 税込

※採水の日にお支払いくだ

さい。

申込期間

8月6日(月)～24日(金)

申込・問合せ

生活環境課

岩井庁舎／内線1453

日本遺族会主催の硫黄島

戦跡慰霊巡拝が行われま

す。参加を希望されるご遺

族の方は、下記までお申し

込みください。

11月上旬（1泊2日）と き

※天候等の状況により、延

期または中止になる場合

があります。

硫黄島内ところ

応募資格

硫黄島及び周辺海域で肉

親を亡くされた戦没者のご

遺族

6万円前後参加費

9月20日(木)まで申込期限

申込・問合せ

社会福祉課

猿島庁舎／内線2219

行われます
住宅の寝室・階段には、

住宅用火災警報器の設置が

義務付けられています。設

置により命が助かった事例

もあります。ホームセンタ

ーや電気店で購入できます

ので、まだ設置していない

方は、必ず設置しましょう。

事例①

１階台所から出火。２階

で就寝中の居住者が階段の

住宅用火災警報器の音に気

、 。づき119番通報 避難した

事例②

居住者が寝たばこをして

しまい、布団から煙が出て、

寝室の住宅用火災警報器が

鳴った。急いで水をかけ、

大事には至らなかった。

★悪質な訪問販売に

ご注意を！
問合せ

坂東消防署

0297-35-21295

お知らせ版 平成24年8月2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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大分県大雨災害義援金を募集しています

１．郵便振替による募金

加入者名：日赤大分県支部

大分県大雨災害義援金

口座番号：０１７５０－５－８０
募集方法

２．現金を直接窓口（社会福祉課または

） 。児童福祉センター へお持ちください

8月31日(金)まで募集期限

日本赤十字社坂東市地区事務局《問合せ》

〈社会福祉課内〉猿島庁舎／内線2219



「ばんどう舞祭倶楽部」

では、坂東市で古くから受

け継がれてきた楽曲を現代

風にアレンジし、地域性の

高いオリジナルダンス曲を

作成します。作成にあたり、

皆さんから思い出に残る坂

東市（旧岩井市・旧猿島町）

の楽曲（小唄・音頭・詩な

ど）を募集します。

ふるさとの歌で作った曲

で踊ることで、地域の子ど

も達の郷土愛を育むととも

に、坂東市を全国に広く知

ってもらう活動につなげま

す。世代を超えて踊り継が

れる曲づくりに、皆さんの

思い出の楽曲を生かしてみ

ませんか？

募集内容

坂東市（旧岩井市・旧猿

島町）で受け継がれてきた

楽曲とエピソードを下記ま

でお知らせください。

8月31日(金)まで募集期限

問合せ

▽市民協働課

岩井庁舎／内線1252

▽ばんどう舞祭倶楽部

中村／ 090-1813-39725

FAX 0297-34-3951

＊Ｅメール

bando_maimatsuri_club

@yahoo.co.jp

建設業退職金共済制度

は、建設現場で働く方々の

ための退職金制度です。

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

掛 金

日額３１０円

制度の特長

▽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。

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/

お知らせ版 平成24年8月2日号

3

坂東市フェイスブックはじめました！

、 。フェイスブック･ホームページと連携して イベント情報などをお知らせしていきます

坂東市フェイスブックページは、下記でご覧になれます。

http://www.facebook.com/bando.city

（坂東市ホームページ内のアイコンボタンからもご覧になれます ）。

ぜひ 「いいね！」ボタンも押してください。フェイスブックに、

登録している方が「いいね！」ボタンを押すと、更新情報などが

自動で自分のページに読み込まれます。

フェイスブックは、下記で登録することができます。

http://www.facebook.com/

秘書広聴課《問合せ》

岩井庁舎／内線1222、1225
携帯電話の方は
こちらから！



個人で事業を行っている

方は、一定の所得を超えた

場合に、個人事業税が課税

されます。第１期分の納税

通知書を8月中旬に送付し

ますので、8月31日(金)の

納期限までに納付をお願い

ます。

※納税に便利な口座振替制

度もあります。

問合せ

▽課税について

筑西県税事務所境支所

0280-87-11205

▽口座振替について

筑西県税事務所総務課

0296-24-91845

「電気事業者による再生

可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法」によ

り、７月１日から「再生可

能エネルギーの固定価格買

取制度」が開始されました。

この制度の買取費用は、

「再生可能エネルギー発電

促進賦課金」として、電気

をお使いになる皆さんに負

担していただきますが、東

日本大震災で著しい被害を

受けた住居等に対する減免

措置があります。

減免対象者

○り災証明を受けた方

○福島第一原子力発電所事

故により、警戒区域等か

ら東京電力供給エリアに

避難された方

申込に必要な書類

○再生可能エネルギー発電

促進賦課金減免措置申込

書

。※東京電力窓口にあります

また、東京電力のホーム

ページからダウンロード

できます。

○建物等に関する被害概況

が記載された「り災証明

書(写)」

申込方法

必要書類を下記まで郵送

してください。

〒310-0021水戸市南町2-6-2

東京電力㈱茨城支店再エネ

賦課金減免手続きセンター

問合せ

茨城カスタマーセンター

0120-995-3325

＊ホームページ

http://www.tepco.co.jp/

ibaraki/index-j.html

【相談電話番号】

０５７０－００３－１１０5

高齢者や障がい者に対す

る暴行・虐待など、人権侵

害に関するあらゆる相談

に、人権擁護委員や法務局

職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

9月10日(月)～16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

問合せ

水戸地方法務局人権擁護課

029-227-99195

一人で悩んでいませんか？

お知らせ版 平成24年8月2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

〈8月13日（月）は通常休館日〉岩井公民館・猿島公民館 開館時間短縮のお知らせ

。お盆期間中の8月14日（火）～16日（木）は、 となります開館時間が午前9時～午後5時



福祉の職場への就職希望

者を対象に就職相談や面

談、求人情報の提供を行い

ます。

と き

9月23日(日)

午後1時～3時30分

（受付は午後0時30分～3時）

ところ

県南生涯学習センター

（ウララビル）５階

〈土浦市大和町9-1〉

参加施設

現在職員を募集中または

平成25年3月卒業予定者の

採用予定がある社会福祉施

設・団体及び介護支援事業

所等42事業所

無料参加費

参加方法

就職希望者の事前申込は

不要です。当日会場で受付

します。

問合せ

(社)茨城県社会福祉協議会

茨城県福祉人材センター

029-244-45445

交通事故にあい、損害賠

償や示談の仕方等でお困り

の方々の相談に応じるた

め、県筑西合同庁舎内に県

西地方交通事故相談所を設

けています。毎月１回弁護

士相談も行っています。相

談は無料ですので、お気軽

にご利用ください。

◆一般相談

平日 午前9時～正午

午後1時～4時45分

。※毎週木曜日は休所日です

◆弁護士相談

毎月第４水曜日

午後1時～4時

※弁護士相談は、事前予約

制。

問合せ

県西地方交通事故相談所

0296-24-91125

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

ところ

結婚相談室〈岩井庁舎〉

問合せ

秘書広聴課

岩井庁舎／内線1222

事業資金融資に関するご

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）

9月6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

全国中学校体育大会ハン

ドボール競技が坂東市で開

催されます。全国各地から

参加する選手の皆さんの白

熱した競技に、熱い声援を

送りませんか。

と き

8月20日(月)・21日(火)

岩井体育館ところ

問合せ

生涯学習課スポーツ振興係

岩井体育館内／

0297-35-17115

お知らせ版 平成24年8月2日号
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講座やイベント

〈8月13日（月）は通常休館日〉神大実分館 臨時休館のお知らせ

。お盆期間中の8月14日（火）～16日（木）は、 となります臨時休館



8月26日(日)～と き

岩井球場ほかところ

参加資格

市内在住・在勤の方で構

成されたチーム。参加者は

スポーツ傷害保険に加入し

ていること。

１チーム7,000円参加費

※新規参加チームは、別途

登録費5,000円がかかり

ます。

申込期間

8月3日(金)～15日(水)

※申込用紙は、岩井体育館

事務室にあります。

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

①初級クロールコース

水慣れから息継ぎまでク

ロールの基礎を学びたい方

と き

9月5日～11月21日の

毎週水曜日（全10回）

午後1時30分～2時30分

30人（先着順）募集人数

②中級コース

クロールを中心に平泳ぎ･

背泳などレベルアップを目

指します （クロールで25。

メートル以上泳げる方が対

象となります ）。

と き

9月6日～11月22日の

毎週木曜日（全10回）

午後1時30分～2時30分

25人（先着順）募集人数

【①②共通事項】

対象者

坂東市・古河市（旧古河

市は除く ・猿島郡に在住）

または在勤で、18歳～65歳

の心身ともに健康な方

指導料は無料参加費

※入場料1回100円。保険代

800円。

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

8月19日(日)～26日(日)

午前9時～午後4時

〈20日(月)は休館〉

申込・問合せ

猿島コミュニティセンター

〈境町長井戸1734-1〉

0280-87-72235

と き

9月 6日(木)･9月13日(木)

9月20日(木)･9月27日(木)

10月4日(木)･10月11日(木)

午後7時～8時30分

ところ

岩井公民館２階研修室１

対象者

市内在住・在勤で、手話

に興味がある方

※過去に入門講座への参加

経験がある方も参加でき

ます。

無料受講料

20人（先着順）募集人数

8月24日(金)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

難聴者や中途失聴者の方

の体験談を聞いたり 「補、

聴器を使いたいけれど、ど

こに相談すればいいの？」

「耳が聞こえなくて手帳を

取りたいけれど、どんな手

続きをするの？」などコミ

ュニケーションに困ってい

る方々の問題を解決できる

糸口になるかもしれませ

ん。ぜひお出かけください。

8月25日(土)と き

午後1時～4時

猿島公民館ところ

会議室２

問合先

茨城県立聴覚障害者

福祉センターやすらぎ

中途失聴･難聴者コミュ

ニケーション講習会係

029-248-00295

FAX 029-247-1369

お知らせ版 平成24年8月2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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9月22日(土)～23日(日)と き

行 程

【１日目】市役所猿島庁舎

(午前8時15分発)～岩井公

民館～六角堂～昼食～天心

記念五浦美術館(ウォルト･

ディズニー展)～天心焼体

験～宿泊施設

【２日目】宿泊施設～海産

物のお買物～袋田の滝～昼

食～納豆店立寄～岩井公民

館～市役所猿島庁舎(午後5

時到着予定)

15,000円参加費

（3～4名1室の1名あたり、

）2名1室の場合1,000円増

40人（先着順）募集人数

※最少催行人数30人

9月4日(火)まで申込期限

申込・問合せ

(財)グリーンふるさと

〈 〉振興機構 茨城県出資団体

0294-72-22665

＊ホームページ

http://www.greenful.jp

/tour/

▼里美美術会展

「雨はふるふる城ヶ島の磯

に…」北原白秋ゆかりの三

浦･三崎･相模の海辺をスケ

。ッチした油絵を展示します

8月5日(日)～11日(土)と き

午前9時～午後5時

※5日は午後1時から、11日

は午後4時まで。

〈6日は休館〉

里美美術会主 催

小川問合せ

0297-38-23645

▼第22回教育友の会写真展

かつて教職にあったカメ

ラ好きの方々が、四季折々

の現象を個々の感覚で捉え

。た趣味の作品を展示します

8月19日(日)～25日(土)と き

午前9時～午後5時

※19日は午後1時から、25

日は午後4時まで。

〈20日は休館〉

教育友の会写真主 催

クラブ県西支部

圓﨑問合せ

0297-35-12915

10月4日(木)･5日(金)と き

午前9時～午後4時30分

ところ

古河市中央運動公園

総合体育館会議室

〈古河市下大野2528〉

4,000円受講料

（テキスト代を含む）

70人（先着順）募集人数

申込受付開始

9月3日(月)午前8時30分～

※印鑑をご持参ください。

坂東消防署申込・問合せ

0297-35-21295

お知らせ版 平成24年8月2日号

7

講 座 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

8月15日(水)
布草履 9月 5日(水) 午前10時～午後4時 10人 300円

午前9時から
水切り絵 9月 5日(水) 午後1時30分～3時30分 10人 200円

電話受付
サンドブラスト 9月11日(火) 10人 200円午後1時30分～3時30分

〈先着順〉
とんぼ玉 9月15日(土) 8人 1,000円午後1時30分～3時30分

午後1時～4時30分 10人 500円ひも細工 9月18日(火)

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
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１０月７日（日）ふる里さしま古城まつり参加者募集！

逆井城跡公園で開催します。参加費は無料です。ぜひご参加ください！

出陣式の供侍 出陣式の少年武者

10月7日(日) 午前10時～午後4時開催日時

中学生以上の方 小学生の方対 象 者

10人（先着順） 20人（先着順）募集人数

商工観光課にお越しいただくか、電話・ＦＡＸで

もお申し込みできます。
申込方法

8月31日(金)まで申込期間

参加費は無料です。ぜひご参加ください！

武 者 行 列 稚 児 行 列

武者行列に参加してみよう！ お子さんの成長の記録にいかがですか？

11月11日(日) 午前9時～午後4時 11月11日(日) 午前11時～午後4時開催日時

中学生以上の方 市内在住の小学１年生～３年生対 象 者

男女各20人（先着順） 男女各25人（先着順）募集人数

商工観光課にお越しいただくか、 商工観光課にお越しください。

※電話・ＦＡＸでのお申し込みはでき申込方法 電話・ＦＡＸでもお申し込みでき

ません。ます。

8月31日(金)まで 8月20日(月)～31日(金)申込期間

※商工観光課窓口及び電話での受付時間は、午前8時30分～午後5時。土曜･日曜は除く。

※申込書は、商工観光課にあります。また、市及び市観光協会ホームページからダウン

ロードできます。

坂東市観光協会〈岩井庁舎附属庁舎 商工観光課内〉《申込・問合せ》

0297-20-8666／FAX：0297-20-80255


