
平成26年4月、岩井第一

幼稚園と中根保育所を統合

して、新たに「岩井地区幼

児総合施設(認定こども園)

〈岩井2211-25 」を開園し〉

ます。

開園に伴い説明会を開催

しますので、ぜひご参加く

ださい。どなたでもご参加

いただけます。

10月6日(日)と き

午後7時～

岩井公民館ところ

２階会議室

学校教育課問合せ

猿島庁舎／内線2279

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

25日(水)･26日(木)･27日(金)

▽10月

17日(木)･18日(金)･21日(月)

市内全域実施場所

農業委員会事務局問合せ

猿島庁舎／内線2231
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可燃ごみの収集日となっている地区9月16日(月)9月16日(月)9月16日(月)9月16日(月)〈〈〈〈敬老敬老敬老敬老のののの日日日日〉〉〉〉･23･23･23･23日(月)日(月)日(月)日(月)〈〈〈〈秋分秋分秋分秋分のののの日日日日〉〉〉〉のごみのごみのごみのごみ収集収集収集収集

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

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。(雨天決行)

月 日 時 間 場 所

午前9:30 ～11:30 岩井公民館東側駐輪場9月26日

午後1:00 ～ 3:00 猿島体育館前（木）

午前9:30 ～11:30 猿島体育館前9月29日

午後1:00 3:00 岩井公民館東側駐輪場(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

（ ）問合せ 生活環境課 岩井第三分庁舎／内線1453

予防注射
よろしくね！



◆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26年3月31日(月)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25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25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30日(月)まで申請期限

◎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

① ポケット判

(7cm×12cm) 300円

② 標準判

(8.2cm×13.9cm）400円

③ デスク判

（14.9cm×21cm) 900円

茨城県統計協会申込先

〒310-8555

水戸市笠原町978-6

029-301-26375

9月30日(月)まで申込期限

申込方法

電話･郵便･ホームページ

）(http://www.ibatokei.jp/

からお申し込みください。

郵便の場合は、申込書に

記入のうえ郵送してくださ

い。申込書は、市役所市民

サービス課〈岩井仮設庁

舎〉･窓口センター〈猿島

庁舎〉にあります。

代金・送料

品物到着後、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。発送は11月上旬です。

※※※※市役所市役所市役所市役所でのでのでのでの受付受付受付受付はははは行行行行いまいまいまいま

せんのでせんのでせんのでせんので、、、、ごごごご了承了承了承了承くださくださくださくださ

いいいい。11。11。11。11月以降月以降月以降月以降、、、、県内県内県内県内のののの各各各各

書店書店書店書店・セブンイレブンで・セブンイレブンで・セブンイレブンで・セブンイレブンで

。。。。もももも販売販売販売販売をををを予定予定予定予定していますしていますしていますしています

企画課問合せ

岩井臨時庁舎／内線3264

おおおお知知知知らせらせらせらせ版 平成25年9月5日号版 平成25年9月5日号版 平成25年9月5日号版 平成25年9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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島根県･山口県大雨災害義援金募集

１．郵便振替による募金

① 島根県大雨災害義援金

加入者名：日赤島根県支部

島根県大雨災害義援金

口座番号：０１２６０－１－８００２８

募集方法 ② 山口県大雨災害義援金

加入者名：日赤山口県支部

山口県大雨災害義援金

口座番号：０１２７０－３－８００２９

※通信欄に大雨災害義援金とご記入ください｡

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。

9月30日(月)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



①防衛大学校（一般）

第１次試験日

11月9日(土)・10日(日)

募集人数

▽人文･社会科学専攻 約65人

▽理工学専攻 約235人

②防衛医科大学校看護学科

10月19日(土)第１次試験日

約75人募集人数

③防衛医科大学校医学科

第１次試験日

11月2日(土)・3日(日)

約85人募集人数

【 共 通 事 項 】

応募資格

高卒(見込含む)で21歳未

満の方

9月30日(月)まで申込期限

問合せ

自衛隊筑西地域事務所

0296-22-72395

えだまめ(丹波黒)のオー

ナーになりませんか。収穫

は10月下旬の予定です。

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27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

おおおお知知知知らせらせらせらせ版 平成25年9月5日号版 平成25年9月5日号版 平成25年9月5日号版 平成25年9月5日号
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農業を始めようとする若い世代の皆さんに、給付金を支給します。市内で就農される

方（平成21年4月以降に就農された方）は、給付金の給付対象となる可能性があります

ので、関係機関窓口までお問い合せください。

青年就農給付金（準備型） ●給付金額：１５０万円

▽就農予定の年齢が、原則45歳未満であること条 件

▽県が認めた研修機関（農業大学校等 ・先進農家・先進農業法人で概ね）

１年以上研修を受けること

坂東地域農業改良普及センター（ 0297-34-2134）問合せ 5

青年就農給付金（経営開始型）●給付金額：１５０万円

▽独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となるこ条 件

とについて強い意志があること

▽農地の所有権・利用権を持っていること。原則として、給付対象者の所

有と親族以外からの賃借が主であること。

▽主要な農業機械・施設を所有または借りている（リース等）こと

▽生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること

▽農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者名義の通帳

及び帳簿で管理すること

▽農業経営に関する主宰権を持っていること

農政課（猿島庁舎／内線2202）問合せ

※該当になる方でも申請期限を過ぎた場合は、給付の対象外となりますので、お早

めにお問わ合せください。



★フィルムコミッションからのお知らせ★

ＮＨＫ－ＢＳ ｢にっぽん縦断こころ旅」
エピソードを募集します！

ＮＨＫ－ＢＳプレミアムで放送されている「にっぽ

ん縦断こころ旅」は、俳優の火野正平さんが日本列島

を自転車で旅する番組です。

9月23日(月)から平成26年2月2日(日)まで放送され

る「2013秋の旅」では､北海道をスタート！東北・関

東を南下し静岡県・愛知県を巡ります。

旅の行き先を決めるのは 皆さんから寄せられる こ、 「

坂東市にまつわるエころにある風景」です。ぜひ

をお寄せください。ピソード

※茨城県内の風景は、11月25日(月)～12月1日(日)に

放送する予定です。

【放送時間 月～金：午前7時45分～8時】

土曜日：午前11時～11時59分

日曜日：午前11時30分～午後0時29分

応募内容

①住所 ②名前 ③電話番号 ④性別 ⑤年齢

⑥思い出の場所 ⑦場所にまつわるエピソード

(写真も大歓迎！）

応募方法

▽ホームページから 「こころ旅｣で検索

▽ファックスから 03-3465-1327

▽お便り 〒150-8001 ＮＨＫ｢こころ旅｣係

※早めにお便りをお寄せいただけると、番組で取り上

げられるチャンスがアップします！

11月5日(火)必着募集期限

ＮＨＫふれあいセンター問 合 せ

0570-066-066（ナビダイヤル）5

※ナビダイヤルがご利用になれない場合は、

050-3786-5000へお願いします。5

４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

申込時点で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

及び住定年月日が記載さ

れていること)

③印鑑

申込書配布期間

10月11日(金)～25日(金)

申込期間

10月18日(金)～25日(金)

午前8時30分～午後5時

抽選日時

10月27日(日)

午前9時～

申込・問合せ

さしま環境管理事務組合

0280-87-06095

おおおお知知知知らせらせらせらせ版 平成25年9月5日号版 平成25年9月5日号版 平成25年9月5日号版 平成25年9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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取り扱い方法は消火器の

「 」三動作 ピン・ポン・パン

で覚えましょう。

★ピン

安全 を引き抜く。ピン

★ポン

ホースを とはずし、ポン

火元に向ける。

★パン

レバーをしっかり握り、

と薬剤を放射する。パン

～設置して安全・安心

住宅用火災警報器～

坂東消防署問合せ

0297-35-21295

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20～3」

9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4

0～69歳）を募集します。

開発途上国であなたの技

術や経験を活かして活動す

るボランティアに参加しま

せんか。募集期間は10月1

。日(火)～11月5日(火)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・

予約は不要です。

9月28日(土)①と き

午後1時～4時

ところ

イーアスつくば２階

イーアスホールＡ＋Ｂ

10月5日(土)②と き

午後1時～4時

ところ

ＬＡＬＡガーデンつくば

１階コミュニティルーム

10月19日(土)③と き

午後2時～4時

茨城県立図書館ところ

３階会議室

問合せ

ＪＩＣＡ筑波国際センター

029-838-11175

＊ホームページ

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

tsukuba/

薬剤師による抗精神病薬

のミニ講座と家族座談会を

開催します。

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知って

。いる情報を交換しましょう

励まし合ってみんなで元気

を分け合いませんか。

9月12日(木)と き

午後2時～4時

岩井保健センターところ

対象者

統合失調症や躁うつ病等

の慢性的な精神疾患患者の

家族

申込・問合せ

常総保健所健康指導課

精神保健担当

0297-22-13515

境界争い、相続・贈与・

売買などの登記手続、抵当

権の抹消手続、地代家賃の

供託手続、戸籍の届出方法、

成年後見制度、夫婦・親子

など家庭内の問題、近隣と

のトラブル、セクハラ、子

どものいじめ、ＤＶ問題な

どについて、法務局職員、

司法書士、土地家屋調査士

及び人権擁護委員がご相談

に応じます。相談は無料で、

秘密は固く守ります。

10月6日(日)と き

午前10時～午後4時

※受付は午後3時まで。

ところ

水戸地方法務局下妻支局

〈下妻市下妻乙1300-1〉

問合せ

水戸地方法務局下妻支局

岡部／ 0296-43-39355

おおおお知知知知らせらせらせらせ版 平成25年9月5日号版 平成25年9月5日号版 平成25年9月5日号版 平成25年9月5日号

5

ご相談ください



◆警察で取り扱う

「相談」とは？

○犯罪等による被害の未然

防止に関するもの

○県民の皆さんの安全と平

穏に係るもの

◆相談の受付は？

○♯９１１０

（携帯電話、ＰＨＳから

も利用可。全国どこから

でも、電話をかけた場所

の警察本部の相談担当窓

口につながります ）。

○ ０２９-３０１-９１１０5

もしくは、警察署の警務

課、交番、駐在所で相談

を受け付けています。

◆１１０番は

緊急の電話です！

緊急の事件・事故以外の

相談については１１０番通

報ではなく、相談ダイヤル

。♯９１１０をご利用ください

境警察署問合せ

0280-86-01105

◇思いや悩み

聞かせてください！

働きたいけれど、自信が

ない。…そんな若者。子ど

もの就職など悩んでいるけ

れど誰に相談したら…。そ

んな方々の相談会を開催し

ます。

①保護者の会

9月11日(水)と き

午後2時～4時

②当事者の会

9月14日(土)と き

午後2時～4時

対象者

15～39歳までの若者、ま

たはその保護者の方など

無料参加費

※①②とも予約不要です。

◇一緒に学び直しを

してみませんか？

長い期間学びから遠ざか

っている方、高卒認定試験

(旧大検)を受けてみたい

方、一緒に学び直しをして

みましょう。

と き

9月12日(木)･19日(木)･

26日(木)の午後2時～4時

対象者

15～39歳までの若者

無料参加費

※コピー代は有料です。

【 共 通 事 項 】

ところ

岩井公民館２階会議室

（女性センター）

問合せ

いばらき県西若者サポート

ステーション

(厚生労働省認定事業)

0296-54-60125

おおおお知知知知らせらせらせらせ版 平成25年9月5日号版 平成25年9月5日号版 平成25年9月5日号版 平成25年9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。

6

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、下館年金事務所、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、関東信越税理士会茨城県支部連合会、

行政相談委員、茨城行政評価事務所

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15日(火) 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



ＥＭとは、人間や環境に

「 」 、役立つ 善玉菌 のことで

農業・畜産・環境・建設・

健康･医学などの幅広い分

野で活用されています。

ＥＭの開発者である比嘉

照夫教授と、放射能の健康

への影響を懸念し、診察と

健康相談、子どもの甲状腺

エコー検査などを行ってい

る布施純郎医師の講演会を

開催します。

託児(要予約)のご用意も

ありますので、ぜひご参加

ください。

9月29日(日)と き

午後0時30分～

市民音楽ホールところ

無料参加費

※入場整理券が必要です。

問合せ

世界平和と

環境保全を考える会

生井／ 0296-49-29235

相良／ 090-2549-70825

山内／ 090-8808-08845

個性あふれる切絵作品の

数々をぜひご覧ください。

と き

9月13日(金)～26日(木)

午前9時～午後9時

※26日は午後3時まで。

〈月曜休館〉

問合せ・開催場所

神大実分館

0297-30-18005

▼第13回長老美術展

齢80歳を超えてなお健

康。豊かな人生を楽しみな

がら、心を込めて制作した

趣味の作品を展示します。

と き

9月10日(火)～14日(土)

午前9時～午後5時

※10日は正午から、14日は

午後3時まで

坂東ゆう美の会主 催

小川問合せ

0297-38-23645

おおおお知知知知らせらせらせらせ版 平成25年9月5日号版 平成25年9月5日号版 平成25年9月5日号版 平成25年9月5日号

7

申込方法教室名 開催日 募集人数 材料代

ふくろう作り 10/ 1(火) 10人 800円

布草履作り 10/ 9(水) 10人 300円 9月17日(火)午前9時から電話

10/16(水) 8人 1,000円 で先着順に受付します。
とんぼ玉作り

10/19(土) 8人 1,000円

10/8､10/22､11/5､ 官製はがきに教室名･住所･氏

11/19､12/3､12/17､ 名･電話番号を明記のうえ郵
竹工画 火曜 10人 2,500円〈 〉

1/7､1/21､2/4､2/18､ 送してください 9月20日(金)。

3/4､3/18 必着。応募多数の場合抽選。

※竹工画とは、竹を薄く削り、重ね、焼き目付等をした立体的な

絵です。水墨画にも似た味わいのある作品ができあがります。

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・在勤の方参加資格

〒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リサイクルプラザ（ 0297-20-9980）5

竹工画

講座やイベント
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と き

10月28日(月)

ところ

新東京ゴルフクラブ

参加資格

市内在住・在勤で60歳以

上の方

2,000円参加費

(賞品代等)

※キャンセルの場合、参加

費の返金はできません。

8,000円プレーフィ

(昼食･懇親会代等)

※大会当日、ゴルフ場へ直

接お支払いください。

（ ）募集人数 160人 先着順

申込方法

坂東市社会福祉協議会

岩井本所にある申込用紙に

記入のうえ、参加費を添え

てお申し込みください。電

話でのお申し込みはできま

せん。

申込日時

9月24日(火)

午前9時～午後5時

※申込日に募集人数に達し

ない場合は、募集人数に

達するまで申し込みでき

ます。

申込・問合せ

坂東市社会福祉協議会

岩井本所

〈 〉岩井福祉センター夢積館内

0297-35-48115

参加者全員に新鮮採りた

て野菜をプレゼント！アト

ラクションとしてターゲッ

トテニスも行います。あな

たも１日坂東市でテニスを

楽しみませんか！

9月14日(土)と き

午前9時～

ところ

岩井テニスコートほか

参加資格

近隣市町村テニス愛好者

で、市町村大会の1～2回戦

敗退者または同程度の力量

の方。50歳以上同士のペア

は力量に関係なく参加可。

１ペア4,000円参加費

募集組数

男女各16組（先着順）

9月10日(火)申込日時

午後7時～8時

※市ホームページで大会要

項をご確認ください。

申込・問合せ

坂東市テニス連盟

▽男子の部 090-4939-55155

▽女子の部 090-3434-38495

憲法改正について、一緒

に考えてみませんか。メイ

ンの論点は96条改正の予定

です。多く方の参加をお待

ちしています。予約は不要

です。

9月21日（土）と き

午後1時30分～4時30分

つくば国際会議場ところ

中ホール

内 容

▽第１部 基調講演

講師 木村草太

首都大学東京准教授

▽第２部

パネルディスカッション

木村草太 准教授

葉梨康弘 衆議院議員

福山洋子 弁護士

無料参加費

茨城県弁護士会問合せ

029-221-35015

平成25年9月5日発行 ■坂東市秘書広聴課■




