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可燃ごみの収集日となっている地区では9月17日(月)〈敬老の日〉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）

ポリオ予防接種が変わります

予防接種法改正により、9月1日からポリオの予防接種で使用するワクチンが、生ワク

チンから不活化ワクチンに変わりました。これに伴い、保健センターで実施していた集

団接種から協力医療機関での個別接種(初回接種は無料、追加接種は有料)に変わります。

変更前 変更後
種 類 不活化ワクチン（ソークワクチン）生ワクチン

生後3か月～90か月未満 生後3か月～90か月未満対 象
方 法 皮下注射経口
場 所 協力医療機関で個別接種保健センターで集団接種
回 数 初回接種(3回):20日以上の間隔をおく2回
間 隔 追加接種(1回):初回接種終了後6か月以上の間隔をおく41日以上の間隔をおく
標準的 初回接種:生後3か月～12か月までに接種
な時期 追加接種:初回接種終了後12か月～18か月までに接種

生後18か月までに接種

※追加接種は、有効性及び安全性について臨床実験中のため、現時点では自己負担での

接種となります。

岩井保健センター（ 0297-35-3121）問合せ 5

胃がん検診の申し込みを受け付けます

実 施 日 実 施 会 場 実 施 日 実 施 会 場

10月22日(月) 10月24日(水) 中矢作農村集落センター
岩井保健センター

10月23日(火) 10月25日(木) 岩井公民館

10月24日(水) 10月26日(金) 神大実分館
猿島保健センター

10月25日(木) 10月26日(金) みむら公民館

40歳以上の方で、今年度の胃がん検診を受けていない方対象者

午前6時30分～、7時30分～、8時30分～、9時30分～検診当日の受付時間

500円（70歳以上の方は無料）負担金

9月25日(火)～ ※申込受付時間は、平日の午前8時30分～午後5時15分です。申込開始

岩井保健センター（ 0297-35-3121）申込・問合せ 5

※手術歴(3回以上)・既往歴・自覚症状がある方は、医療機関での検査や治療の対象と

なりますので、かかりつけ医療機関での検査をおすすすめします。



坂東市農業委員会では、

全国統一の活動として、農

地パトロール（農地利用状

況調査）を実施します。

農地パトロールは、遊休

農地の把握と発生防止、農

地の無断転用防止を図り、

農地の確保と有効利用を目

的として実施します。調査

のため、農地に立ち入るこ

とがありますので、あらか

じめご了承ください。

実施日

9月27日(木)、9月28日

(金)、10月18日(木)、10月

19日(金)

市内全域実施場所

問合せ

農業委員会事務局

猿島庁舎／内線2231

空き地等の管理は所有者

の責任です。空き地等の雑

草等を伸びたまま放置して

おくと、道路にはみ出して

通行の妨げになったり、ご

みの不法投棄や火災、害虫

発生の原因になります。

隣近所や周辺にお住まい

の方々に大きな迷惑や不安

をあたえ、トラブルの原因

にもなってしまいますの

で、年に数回は草刈りを行

い、迷惑をかけないよう適

正な土地の管理に心がけま

しょう。

生活環境課問合せ

岩井庁舎／内線1453

ごみ減量と資源の有効活

用を図るため、生ごみ処理

容器または電気式生ごみ処

理機を購入し、生ごみの自

家処理を行う方に補助金を

交付しています。

補助金額

●生ごみ処理容器

（電気を使わないもの）

・１基につき購入価格の1/2

以内で最高1,500円まで

（100円未満切捨て）

・１世帯につき２基まで

●電気式生ごみ処理機

（電気を使うもの）

・１基につき購入価格の1/2

以内で最高25,000円まで

（1,000円未満切捨て）

・１世帯につき１基まで

生活環境課問合せ

岩井庁舎／内線1453

お知らせ版 平成24年9月6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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愛犬は登録と狂犬病予防注射を！
● 臨時集合注射を実施します ●

今年度狂犬病予防注射が済んで

いない犬（生後91日以上）を対象

に、臨時集合注射を実施します。

飼い犬の登録もできますので、

ご都合に合わせてお越しください。

月 日 場 所 時 間

岩井公民館東側駐輪場 午前9:30 ～11:309月27日

猿島体育館前 午後1:00 ～ 3:00（木）

猿島体育館前 午前9:30 ～11:309月30日

岩井公民館東側駐輪場 午後1:00 3:00(日) ～

通知はがき持ち物

料 金（１頭につき）

登録してある場合 3,300円

登録していない場合 5,300円

生活環境課（岩井庁舎／内線1453）問合せ

予防注射
よろしくね！

平成２４年１０月１日現在で
就業構造基本調査を実施します！

調査員が伺いましたら、ご回答をお願いします。



「いざ」というときに住

宅用火災警報器が正常に働

くよう、日頃から維持管理

をしましょう。

①住宅用火災警報器にほこ

り等が付くと、火災を感

知しにくくなります。半

年に１回は、掃除機等で

ほこりを取りましょう。

②定期的に作動点検をしま

しょう。メーカーや機種

により点検方法が異なり

ますので、取扱説明書を

確認してから点検してく

ださい。

③電池が切れそうになった

時、音や光で知らせてく

。れる機能が付いています

。忘れずに交換しましょう

坂東消防署問合せ

0297-35-21295

交通安全優良運転者で次

、の条件を満たしている方は

申し込みにより境警察署長･

境地区交通安全協会長連名

表彰が受けられます。

①境地区交通安全協会の管

内にお住まいで、交通安

全協会の会員である方

②常に自動車（原付を含む）

を運転し、安全運転を励

行するなど他の模範であ

る方

③運転免許証取得後10年を

経過し、５年以上無事故

無違反である方

④以前同じ表彰を受けてい

ない方

※免許証・印鑑をご持参く

ださい。

9月25日(火)まで申込期限

申込・問合せ

交通防災課

岩井庁舎／内線1475

◆難病患者福祉手当

難病患者本人とご家族を

支援するため、難病患者１

人につき年額10,000円を支

給します。申請は年度中１

回のみです。

受給資格

坂東市にお住まいの難病

患者で、生活保護を受けて

いない方

申請に必要なもの

一般特定疾患医療受給者

証または登録者証の写し、

保護者等が申請するときは

保護者等であることを証明

できるもの、印鑑、銀行の

通帳(ゆうちょ銀行を除く)

申請期限

平成25年3月29日(金)まで

◆精神通院医療費の助成制度

自立支援医療受給者証

(精神通院)をお持ちの方

に、通院医療費自己負担分

(精神通院にかかる医療費

の10％)の2分の1を助成し

ます。１か月の助成限度額

は4,000円です。今回の申

請対象は、平成24年3月分

～8月分です。

申請に必要なもの

自立支援医療自己負担上

限額管理票(平成24年3月分

～8月分の通院記録のある

もの 、医療機関の発行す）

る領収書または証明書、印

鑑、銀行の通帳(ゆうちょ

銀行を除く)

9月28日(金)まで申請期限

◎いずれも、社会福祉課ま

たは児童福祉センター

(岩井)で申請手続きが必

要です。

社会福祉課問合せ

猿島庁舎／内線2218、2219

えだまめ（丹波黒）のオ

ーナーになりませんか。収

穫は10月中旬予定です。収

穫日には野菜の直売や焼イ

モのプレゼントもあります

ので、お楽しみに！

１口10株収穫株数

１口1,500円オーナー料金

坂東市弓田地内場 所

9月28日(金)まで申込期限

申込・問合せ

坂東地域農業改良普及

センター

野口／ 0297-34-21345

お知らせ版 平成24年9月6日号
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５区画募集区画

※申込者多数の場合は、抽

選となります。

申込資格

申し込み時点で６か月以

上坂東市、境町、五霞町、

古河市に住民登録をし、現

在もお住まいの方で、申込

者または家族が当霊園の使

用許可を受けていない方。

申込者は世帯主とし、１世

帯１区画とします。

必要書類

①墓地使用許可申請書

②住民票謄本の写し(発行

後１か月以内のもので、

世帯全員、世帯主及び定

住年月日が記載されてい

ること)

③印鑑(認印も可)

申請書配布期間

10月13日(土)～27日(土)

申込期間

10月20日(土)～27日(土)

午前8時30分～午後5時

10月28日(日)抽選日

午前9時

申込・問合せ

さしま環境管理事務組合

0280-87-06095

独立行政法人国際協力機

構（JICA）では「青年海外

協力隊 「日系社会青年ボ」

」（ ）ランティア 満20～39歳

及び「シニア海外ボランテ

ィア 「日系社会シニア・」

ボランティア」(満40～69

歳）を募集します。開発途

上国で、あなたの技術や経

験を生かして活動するボラ

。ンティアに参加しませんか

募集期間は10月1日(月)～

11月5日(月)です。

ボランティア経験者の体

験談＆説明会を次のとおり

開催します。参加費無料・

事前申込不要です。

9月30日(日)①と き

ＪＩＣＡ筑波ところ

10月14日(日)②と き

茨城県立図書館ところ

10月20日(土)③と き

イーアスつくばところ

※シニアの部は午前10時30

分から、青年の部は午後

2時から開催します。

ＪＩＣＡ筑波問合せ

029-838-11115

＊ホームページ

http://www.jica.go.jp/

tsukuba/

お知らせ版 平成24年9月6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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(7cm×12cm) 300円① ポケット判

(8.2cm×13.9cm） 400円② 標 準 判

（14.9cm×21.0cm) 900円③ デ ス ク 判

茨城県統計協会 029-301-2637申込先 5

〒310-8555 水戸市笠原町978-6
申込方法

電話・郵便またはホームページ（http://www.ibato

kei.jp/）からお申し込みください。郵便の場合は、

パンフレット裏面の申込書に記入して郵送してくださ

い。パンフレットは、市役所市民サービス課〈岩井庁

舎 ・窓口センター〈猿島庁舎〉にあります。〉

9月28日(金)まで申込期限

代金・送料

品物が届いた後、同封の払込票でお振り込みくだ

さい。送料・振込手数料は自己負担となります。発

送は11月上旬です。

企画課（岩井庁舎／内線1263）《問合せ》

※今回から市役所での申込受付は行いませんので、ご

了承ください。11月以降、県内の各書店・セブンイ

レブンでも販売を予定しています。

とき：9月9日（日）～15日（土）午前9時～午後5時第12回坂東市長老美術展

★右ページもご覧ください★※9日は正午～、15日は午後2時まで〈10日は休館〉



養護・保健・障がい・非

行・育成相談など、18歳未

満の子どもの福祉に関する

相談に応じています。ひと

りで悩まずにご相談くださ

い。児童相談所スタッフが

一緒に考えます。

月～金曜日と き

午前8時30分～午後5時

〈 〉祝日･年末年始を除く

筑西児童相談所ところ

〈 〉筑西市玉戸1336-16

※9月18日(火)から、筑西

児童相談所が、筑西合同

庁舎分庁舎〈筑西市二木

成615〉に移転しますの

で、ご注意ください。

申込・問合せ

筑西児童相談所

0296-24-16145

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！(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

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

お知らせ版 平成24年9月6日号
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ご相談ください

めざそう 住みよい まちづくり【相談無料･予約不要】

くらしの一日総合相談所

○このような「相談したいこと」はありませんか？

参加機関〈予定〉

水戸地方法務局、茨城労働局、茨城県、茨城県警察

本部、下妻市、茨城県弁護士会、茨城司法書士会、税

理士、行政相談委員、茨城行政評価事務所

○ 行政相談の結果、このようなところが改善されま

！した

総務省茨城行政評価事務所《問合せ》

029-221-33475

通学路の危険な箇所を解消してほしい！【道路】

遺産相続した土地・建物の名義変更は？【登記】

賃金未払やセクハラなど職場でのトラブル【労働】

ねんきん定期便の見方を教えてほしい【年金】

遺産相続したときの税金はどのくらい？【税金】

相続トラブル、多重債務【法律】

と き 10月10日(水) 午前10時30分～午後3時

ところ 下妻市下妻公民館・２階大会議室

〈 〉下妻市本城町3-36／下妻市役所となり

用水路が道路を削って

狭く、雑草も邪魔で、

通行に危険だった。

用水路が改修され、道

路の安全が確保される

ようになりました！

ところ：公民館ギャラリー（岩井公民館１階）第12回坂東市長老美術展

問合せ：小川（ 0297-38-2364）★左ページもご覧ください★ 5



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）

10月4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

不妊治療を受けるなかで

「仕事と治療の両立はどう

しているの？ 「家族・友」

人に治療のことを伝えてい

るの？ 「わかってもらえ」

なくて辛かったことは？」

など、同じ悩みを感じてい

る人と話をしたい人たちの

グループカウンセリングを

実施します。

▽不妊に悩む女性

10月28日(日)と き

▽不妊治療を始めて間もな

い女性

11月25日(日)と き

不妊専門相談センター

▽治療をやめた・やめよう

か悩んでいる女性

12月23日(日)と き

▽不育症に悩む女性

平成25年1月27日(日)と き

※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

、 、 、 、夫婦 親子 相続 扶養

、 、 、金銭 土地 交通事故など

身の回りの争いごとでお困

りの方のご相談に、裁判所

の調停委員が無料で応じま

す 〈秘密厳守〉。

10月21日(日)と き

午前10時～午後3時

※受付は午前9時30分～午

後3時。予約なしで先着

順に相談できます。

ところ

下妻市立下妻公民館

〈下妻市本城町3-36〉

問合せ

下妻調停協会

〈水戸地方家庭裁判所・

下妻支部内〉

0296-43-71935

調 停 相 談 会

9月30日(日)と き

午前5時30分～午後2時

〈受付は午前4時30分～〉

※雨天決行

新筑波流源湖ところ

〈 〉八千代町小屋210

参加資格

釣愛好者で、チャリティ

ーに賛同いただける方

ヘラブナ対象魚

4,000円参加費

（釣･弁当代2,000円、賞品･

チャリティー代2,000円）

※キャンセルの場合、賞品･

チャリティー代の返金は

できません。

申込方法

申込書に参加費を添え

て、次のいずれかにお申し

込みください。電話でのお

申し込みはできません。

申込先

①坂東市社会福祉協議会

岩井本所

②新筑波流源湖

0296-48-29605

申込期間

9月6日(木)～14日(金)

問合せ

坂東市社会福祉協議会

岩井本所

0297-35-48115

お知らせ版 平成24年9月6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



よりいきいきとすこやか

な気持ちで日々の生活を送

ることができるよう、プロ

の講師を招いて、美容と化

粧の技術を体験するセミナ

ーを開催します。

10月12日(金)と き

午後1時30分～

ところ

岩井公民館会議室１・２

対象者

市内在住・在勤のおおむ

ね60歳以上の女性

無料参加費

20人（先着順）募集人数

募集期間

9月6日(木)～10月5日(金)

申込・問合せ

坂東市

地域包括支援センター

0280-82-12845

協 力

資生堂販売㈱茨城オフィス

事業所等でフォークリフ

トを運転・操作するには、

フォークリフトの運転技能

講習の受講が必要です 無。（

資格運転には、対象者及び

対象事業者などに厳しい罰

則があります ）。

ハローワークの教育給付

金制度の活用も可能です。

詳細については、ご相談く

ださい。

講習場所

▽茨城県西自動車学校

〈筑西市船玉286〉

0296-37-60125

▽上筑波自動車学校

〈つくば市寺具1268-2〉

029-869-09315

※講習時間・内容は、所持

免許証や資格の種類によ

って異なります。講習日

程等については、お気軽

。にお問い合わせください

問合せ

茨城県西自動車学校

フォークリフト講習担当

0296-37-60125

＊Ｅメール

info@kenseijikou.co.jp

お知らせ版 平成24年9月6日号
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教室名 開催日 募集人数 材料代 申込方法

水切り絵 10/ 3(水) 10人 200円

布ぞうり作り 10/10(水) 10人 300円

サンドブラスト 10/16(火) 10人 200円 9月15日(土)午前9時から電話で

とんぼ玉作り 10/20(土) 8人 1,000円 先着順に受付します。

ふくろう作り 10/23(火) 10人 500円

竹とんぼ作り 10/13(土) 10組 1人200円

裂き織り 9/26､10/10､10/24､ 官製はがきに住所･氏名･電話番
8人 1,200円

〈水曜〉 11/7､11/14､11/28 号･希望コースを記入のうえ郵

裂き織り 9/29､10/13､10/27､ 送してください。9月20日(木)
8人 1,200円

〈土曜〉 11/17､12/1､12/8 必着。応募多数の場合抽選。

さしまクリーンセンター寺久 リサイクルプラザところ

坂東市・境町・古河市・五霞町に在住・在勤の方対象者

（竹とんぼ作りは、小学１～６年生と保護者の方）

〒306-0656 坂東市寺久1353-1申込・問合せ

さしまクリーンセンター寺久管理課（ 0297-20-9980）5



8

日本の地形や自然災害に

関すること、防災に役立つ

情報やハザードマップにつ

いてお話しします。皆さん、

お気軽にご参加ください。

9月29日(土)と き

午後2時～

岩井図書館ところ

視聴覚室

国土地理院講 師

倉田一郎氏

無 料参加費

文化協会事務局問合せ

〈猿島公民館内生涯学習課〉

0297-44-3154／5

0280-88-0835

ＩＹＳは、市と協力しな

がら独身男女に出会いの場

を提供しています。実りの

秋、恋も実るような素敵な

出会いをしませんか？お食

事をしながら会話を楽しみ

ましょう。

素敵な出会いを★

10月28日(日)と き

正午～午後2時

ところ

イタリアンカフェレスト

ラン「ウインズガーデン」

〈つくば市松代〉

対象者

20代・30代の独身男女

男性：4,000円参加費

女性：2,000円

男女各20人募集人数

（先着順）

9月10日(月)～申込開始

申込・問合せ

ＩＹＳ実行委員会事務局

〈猿島公民館内生涯学習課〉

0297-44-3154／5

0280-88-0835

アクアビクスは、水の特

性を生かした水中運動で

す。音楽に合わせて全身を

動かしましょう。

9月4日～12月18日と き

の火・金曜日

▽火曜日:（全12回）

午後1時15分～2時15分

▽金曜日： 全13回）（

午後6時45分～7時45分

※開催日は、お問い合わせ

のうえご来館ください。

ところ

猿島コミュニティセンター

高校生以上の方参加資格

25人(先着順)募集人数

入場料のみ参加費

（1回200円）

申込方法

当日受付でお申し込みく

ださい。

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

寝起きや車椅子への乗り

移り、食事の仕方などを中

心に安全で効率的な介護方

法を指導します。

9月15日(土)と き

午後2時～4時30分

ところ

茨城西南医療センター病院

リハビリテーション室

20人募集人数

9月12日(水)まで申込期限

申込・問合せ

茨城西南医療センター病院

リハビリテーション部

中山／ 0280-87-81115

平成24年9月6日発行 ■坂東市秘書広聴課■

10月14日（日）から へ変更。｢市民の税カード｣納めてなっ得抽選会 11月23日（金･祝）

来月発行のチラシ･ホームページをご覧ください。《問合せ》収納課（岩井庁舎／内線1752）


