
使用済農業用ビニール・

ポリエチレンを収集しま

す。持ち込みの際には登録

が必要となりますので、登

録が済んでいない方は事前

に農政課にお問い合わせく

ださい。

、 、また 持ち込みの際には

登録時に交付された登録証

をお持ちください。

①岩井･飯島･神大実･長須

地区の方

と き

5月22日(木)

午前9時～正午

②弓馬田･七郷･中川･七重

地区の方

と き

6月5日(木)

午前9時～正午

ところ〈①②共通〉

旧岩井西高等学校

〈坂東市上出島1200-1〉

問合せ

農政課

猿島庁舎／内線2201

社会福祉法人坂東市社会

福祉協議会の「嘱託職員」

及び「登録介護員」を募集

します。

詳細については、お問い

合わせください。

①嘱託職員

看護師 １人募集職種
介護福祉士１人

申込資格

65歳未満の方で、看護師

または准看護師の資格をも

つ方

募集します

②登録介護員

介護員 １人募集職種

申込資格

65歳未満の方で、看護師

または准看護師もしくは

ホームヘルパー２級以上の

資格をもつ方

①②共通

5月20日(火)まで申込期限

〈土曜･日曜･祝日を除く

〉午前8時30分～午後5時15分

申込・問合せ

坂東市社会福祉協議会本所

〈岩井福祉センター

｢夢積館｣内〉

0297-35-48115

1

５月の最終日曜日はクリーン坂東の日です。ごみの

、 。分別方法を 皆さんで一緒に理解するよい機会です

ご家族そろって参加しましょう。

5月25日(日) 午前8時～10時と き

道路沿線及び各地区のごみ集積所ところ

※雨天延期の場合は、6月1日(日)に実施します。

、 、開始時間を変更する場合は 各地区で協議のうえ

午前11時までに終了するようにお願いします。

生活環境課 (岩井第三分庁舎／内線1453)問合せ

市では5月1日から服装の軽装化（ノーネクタイ･ノー上着）「クールビズ」推進中！

による省エネルギー運動を推進しています。皆様のご理解･ご協力をお願いします。



「いざ」というとき、住

宅用火災警報器が正常に働

くように、日頃から維持管

理をしましょう。

◆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。

◆住宅用火災警報器本体か

ら下がっているひもを引

くかボタンを押す等によ

り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。取扱説明書を確

認してから点検してくだ

さい。

◆電池切れに注意しましょ

う。電池が切れそうになっ

た時、音や光で知らせて

くれる機能があります。

。忘れずに交換しましょう

坂東消防署問合せ

0297-35-21295

花づくり、花壇づくりを

通して美しい景観、良好な

環境づくりを進めている皆

さん、ぜひご応募ください。

応募対象

●学校の部

市内の学校や幼稚園、保

育園(所)で育成し管理して

いる花壇で、校庭・校舎・

周辺を花で飾り、周辺環境

の向上に努めているもの

●団体・職場の部

、市内の各種団体(ＰＴＡ

母の会、子ども会を含む)、会

社等で育成し管理している

花壇で、一般の方が自由に

観賞できる街路･広場等の共

有空間を花で飾り、周辺環

境の向上に努めているもの

応募期間

5月7日(水)～30日(金)

応募方法

応募用紙に必要事項を記

入のうえ、持参または郵送

で生涯学習課へご応募くだ

さい。

※応募用紙は、岩井公民館、

猿島公民館にあります。

市ホームページからもダ

ウンロードできます。

審査方法

6月下旬に現地で審査を

行います。

審査結果

7月下旬に代表者の方に

通知します。優秀な花壇は

県主催の「花と緑の環境美

化コンクール」に推薦しま

す。

応募・問合せ

〒306-0595 坂東市山2730

坂東市教育委員会

〈 〉生涯学習課 猿島公民館内

0297-44-3154／5

0280-88-0835

お知らせ版 平成26年5月1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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◆茨城南総土地改良区組合員のみなさんへ◆

茨城南総土地改良区総代総選挙
投票日は６月４日(水)です

茨城南総土地改良区総代の任期が6月15日で満了と

なるため、総代選挙を行います。

5月28日(水） 6月 4日(水)■告示日 ■投票日

■選挙すべき総代の数

第5選挙区（猿島地域） 8人

第6選挙区（岩井地域）10人

■立候補受付日時

5月28日(水)･29日(木) 午前8時30分～午後5時

■立候補受付場所（第5・第6選挙区共通）

市役所総務課（岩井仮設庁舎2階）

■問合せ

▽茨城南総土地改良区 0297-44-20135

▽坂東市選挙管理委員会

岩井仮設庁舎総務課内／内線1292



工事金額 助成額

対象工事費
10万円以上

の10％の額
100万円未満 (※)

100万円以上 10万円

※1,000円未満切り捨て

茨城県安全な飲料水の確

保に関する条例の一部改正

により、市では小規模水道

等の衛生対策について定め

た「坂東市安全な飲料水の

確保に関する条例」を制定

しました。

それに伴い、平成26年4

月1日から小規模水道・小

簡易専用水道・飲用井戸に

関する各種手続きの窓口

が、市の生活環境課に変更

になりましたので、お知ら

せします。

生活環境課問合せ

岩井第三分庁舎／内線1453

市内に住所及び事務所が

ある施工業者によって、新

築後１年以上経過している

個人住宅(店舗･車庫等を除

く)の改築･修繕工事を行う

場合に、同一敷地内の住宅

について１回に限り工事資

金の一部を助成します。

申込額が予算の範囲を超

えた場合は、年度途中で助

成を終了する場合もありま

すのでご了承ください。

※東日本大震災による修繕

工事は、対象外です。

申込できる方

次の①～④すべてに当て

はまる方

①市内に継続して３年以上

住んでいる方

②対象となる住宅を所有し

ている方

③市税等を滞納していない方

④市から同様の助成を受け

ていない方

※違法建築や過去に同助成

を受けた方はご利用でき

ません。

対象工事

平成26年4月1日以降に着

手し、平成27年3月31日ま

でに完了する工事のうち、

工事金額が10万円以上(消

費税を除く)のもの

助成金の額

申込・問合せ

〈 〉商工観光課 岩井臨時庁舎

0297-20-86665

風しんは数年に一度の全

国的な流行があります。免

疫のない女性が妊娠初期に

風しんにかかると、生まれ

てくる赤ちゃんに先天性心

疾患、難聴、白内障、精神

や身体の発達の遅れなどの

障がいを引き起こす可能性

があります。

そのため、妊娠を希望す

る女性を対象に、風しんに

対する十分な免疫を持って

いるかどうかを確認する抗

。体検査を無料で実施します

風しんの免疫が十分でな

かった場合、風しんの予防

接種をお勧めします。なお、

風しんの予防接種の費用は

自己負担となります。

対象者

次の①～④すべてに当て

はまる方

①県内にお住まいの妊娠を

希望する女性または妊娠

する可能性の高い女性の

うち、平成2年4月1日以

前に生まれた方

②過去に風しん抗体検査

（妊娠健康診査を含む）

を受けたことのない方

③風しんの既往歴(検査確

定診断を受けているこ

と）がない方

④風しん予防ワクチンの接

種歴がない方

実施期間

5月1日～平成27年3月31日

実施医療機関

茨城県保健予防課のホー

ムページをご覧ください。

申込方法

検査を希望する方が実施

医療機関へ直接お申し込み

ください。

無料検査費用

茨城県保健予防課問合せ

029-301-32195

お知らせ版 平成26年5月1日号
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平成２６年度 各種相談業務案内

担当課など

〔問合せ〕
相談名 相談内容 日 時 場 所 相談員

弁護士毎月第２月曜日
岩井附属庁舎

10:00～15:00 スピード対応室
市民相談室

法律相談に ※祝日の時は翌日 岩井附属庁舎／無料 市民相談員

関すること 奇数月第４月曜日 内線4226、4227法律相談

13:00～16:00 猿島公民館会議室 弁護士 ※事前予約が必要

※祝日の時は翌日

スピード対応室

日常生活の
毎週

岩井附属庁舎 岩井附属庁舎／一般

困りごと
月･火･水･金曜日 市民相談員

市民相談室 内線4226、4227市民相談
9:00～16:00

※電話相談も可能

スピード対応室
偶数月第２木曜日 岩井附属庁舎

岩井附属庁舎／
行政に関する 13:00～15:00 市民相談室 行政相談

内線4226、4227

行政相談
相談 奇数月第２木曜日 委員

猿島公民館研修室
13:00～15:00

結婚相談員 秘書広聴課
毎週月・水曜日

岩井附属庁舎結婚に関する 岩井仮設庁舎／
毎月第３日曜日 結婚相談

結婚相談室登録･相談 内線1222
結婚相談

9:00～15:00 推進員
※事前予約が必要

市民協働課

女性が抱える 毎月第２火曜日 岩井公民館 岩井臨時庁舎／
女性相談員

悩みの相談 10:00～15:00 ２階 女性センター 内線3252
女性相談

※事前予約が必要

毎週月～金曜日 市消費生活センター
消費生活に

市消費生活センター
消費生活

9:00～12:00 0297-36-2035
消費生活

関する相談
〈岩井臨時庁舎･

相談員
5

13:00～16:00 ※電話相談も可能
相談

商工観光課内〉

いばらき就職支援

就職支援求職者の 中心市街地活性化 センター就職･
毎月第３金曜日

センター職員就職相談 センター 0296-22-0163求人相談
10:00～12:00

5

※事前予約も可能
13:00～15:00

毎月第１金曜日 ①児童福祉センター

人権に関する 13:30～15:30 ②猿島福祉センター 人権擁護 社会福祉課

相談 (6･12月は特設相談 相談室 委員 猿島庁舎／内線2220
人権相談

のため6/1･12/10) （交互に開催）

毎週月～金曜日 猿島庁舎 子育て支援課
児童の養育

9:00～16:00 子育て支援課 猿島庁舎／内線2215
児童相談 に関する 家庭相談員

悩み事

次ページへ続く

お知らせ版 平成26年5月1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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お知らせ版 平成26年5月1日号

5

平成２６年度 各種相談業務案内

担当課など

〔問合せ〕
相談名 相談内容 日 時 場 所 相談員

こころの病 健康づくり推進課
毎月１回 木曜日（ ）

でお困りの 専門医 0297-35-3121
こころの 14:00～16:00

5

必要
健康相談

とき ※事前予約が
(実施日はお問い

岩井保健センター

合わせください)

指導課
児童･生徒の 毎週火～土曜日 岩井公民館

教育相談員 猿島庁舎／内線2272教育相談
教育等 9:00～16:00 ２階 相談室

内線2273

坂東市社会福祉協議会
毎月第1･3火曜日 岩井福祉センター

本所 0297-35-4811
心配ごと 心配ごと 13:30～16:00 ｢夢積館｣ 相談室 心配ごと

5

支所 0280-88-1000
相談 全般 毎月第2･4火曜日 猿島福祉センター 相談員

5
13:30～16:00 ｢ほほえみ｣ 相談室

法的トラブル 専門の 法テラス
毎週月～土曜日

での困りごと オペレーター 0570-078374
法テラス 9:00～21:00(土曜 法テラス

5
日は17:00まで)

県西県民センター 県西地方交通事故
毎週

県西地方交通事故 相談所
交通事故 交通事故に 月･火･水･金曜日 専門の

相談所〈筑西市〉 0296-24-9112
相談 関する相談 9:00～12:00 相談員

5
13:00～16:45

お子さんが プッシュ回線の固定
毎週月～土曜日

18:30～24:30 専門の ※その他の電話の場合
子ども

急な病気で 電話･携帯電話から
日曜･祝日 は 029-254-9900

救急電話

心配なとき 局番なしの｢＃8000｣
オペレーター 5

9:00～17:00
相談

救急医療情報コン
休日や夜間

に救急医療 毎日（年中無休） 専門の ※歯科の案内は行っ救急医療
トロールセンター

機関を探す 24時間対応 オペレーター ていません。情報
「5029-241-4199」

とき

◎日程上の都合などにより、相談日時は変更となる場合がありますので、事前に確認するよ

うにしてください。

お気軽に 

相談して 

くださいね！



母子家庭等の就労支援対

策として、自立を図るため

の講習会が実施されます。

対象者

母子家庭の母及び寡婦

(母子家庭となりおおむね

、7年以内で全日程出席でき

今後就労を希望し技能認定

試験を受ける方。以前受講

した方は受講できません ）。

※託児所あり（2歳未満は

対象外、所得に応じた自

己負担あり 。）

受講期間

6月8日(日)～11月16日(日)

▽時間:午前10時～午後4時

▽講義:日曜日 22日間

講習会場

茨城県母子寡婦福祉連合会

母子福祉センター

受講料

6,000円（教材費等 、ボ）

ランティア行事用保険料

※所得301万円以下の方に

は、修了後に交通費の一

部が支給されます。

5月25日(日)申込期限

消印有効

24人程度募集人数

（定員を超えた場合は

）作文選考
申込方法

申込用紙に必要事項を記

入のうえ、Ａ４原稿用紙に

受講したい理由・受講動機

を記載し、下記まで郵送で

お申し込みください。

※申込用紙は、子育て支援

課（市役所猿島庁舎）に

あります。

申込・問合せ

〒310-0065

水戸市八幡町11-52

茨城県母子寡婦福祉連合会

母子福祉センター

029-221-84975

★調理師試験

願書受付

6月26日(木)・27日(金)

午前9時～正午

午後1時～5時

常総保健所受付場所

試験日時

8月23日(土)

午後1時30分～3時30分

水戸葵陵高校試験会場

県立医療大学

受験資格

中学校卒業以上等の学歴

で、飲食店営業、魚介類販

売業、そうざい製造業等で

の調理業務従事期間が２年

以上の職歴をもつ方

問合せ

常総保健所衛生課

0297-22-13515

★調理師試験予備講習会

と き（２日間）

8月2日(土)・3日(日)

午前9時～午後5時

ところ

常総市生涯学習センター

〈常総市水海道天満町4684〉

問合せ

▽逆井忠雄

（堂 前／ 0297-38-1156）5

▽遠藤 宏

（散茶廊／ 0297-35-7326）5

▽荒井武夫

（あらい寿司／

0297-35-0693）（散茶廊／5

▽滝本昭夫

（滝の屋／ 0297-35-2604）5

▽飯塚和男

（光 龍／ 0297-35-2343）5

7月10日(木)と き

11日(金)

午前10時～午後4時50分

ところ

古河市生涯学習センター

総和（とねミドリ館）

〈古河市前林1953-1〉

4,300円受講料

（テキスト代を含む）

（ ）募集人数 120人 先着順

申込受付開始

6月9日(月)午前8時30分～

※印鑑をご持参ください。

申込・問合せ

坂東消防署

0297-35-21295

お知らせ版 平成26年5月1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

講座やイベント



リウマチでお悩みの皆さ

ん、ご家族、関心のある方

など、お気軽にお越しくだ

さい。申し込みは不要です。

5月31日(土)と き

午後1時～4時30分

ところ

東海村総合福祉センター

「絆 〈東海村村松2005〉」

内 容

▽講演

①リウマチによる各関節の

悩みと可能なリハビリ

テーションについて

｢土浦協同病院

リハビリテーション部

」橋本貴幸先生

②関節リウマチとさよなら

しましょう！～体に良い

生活を～

｢富士山内科クリニック

山形俊昭先生｣

▽個別療養相談

（内科･リハビリテーショ

ン･足と靴の相談）

無料参加費

問合せ

日本リウマチ友の会

茨城支部

小野 ／ 029-801-96745

久保田／ 029-285-88485

仲間づくりをしながら、

環境問題について楽しく学

べる講座です。講座を修了

した方には、知事名の修了

証書を発行します。

①体験コース

大学教授や研究機関研究

員による講義とグループ

ワークからなります。

6月～平成27年1月と き

全8回(月1回 原則土曜日)

午前10時～午後4時

ところ

水戸校：県庁三の丸庁舎

土浦校：霞ヶ浦環境科学

センター

各校40人募集人数

（先着順）

②導入コース

環境問題の基礎知識を習

得できるＥメールを活用し

た通信講座です。お試し受

講として、体験コースに出

席することができます。

6月～平成27年1月と き

全8回（月1回）

在宅での通信講座ところ

（ ）募集人数 100人 先着順

①②共通

対象者

県内在住･在勤･在学の方

無料受講料

(交通費･通信費等は

）自己負担

6月13日(金)まで申込期限

茨城県環境政策課問合せ

029-301-29405

＊ホームページ

http://www.pref.ibaraki.

jp/kankyo/

お知らせ版 平成26年5月1日号

7

教 室 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

布ぞうり作り 6月 3日(火) 10人 300円 5月15日(木)午前10時～午後3時30分

マスコット作り 6月10日(火) 午前10時～午後3時30分 10人 500円 午前9時から

6月11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〉6月21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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おいしく食べていつまで

も健康でいられるように、

「タニタの社員食堂に学

ぶ～500kcalまんぷく定食

のコツ」をテーマに健康

フォーラムを開催します。

6月29日(日)と き

午後2時～4時15分

茨城県立健康プラザところ

〈水戸市笠原町993-2〉

無料参加費

120人(先着順)募集人数

申込・問合せ

茨城県保険医協会

029-823-79305

男子・女子・ミックス混

合ダブルスによるリーグ戦

を行います。アトラクショ

ンもありますので、一緒に

テニスを楽しみませんか。

6月1日(日)と き

午前9時30分～

岩井テニスコートところ

参加資格

近隣市町村テニス愛好者

で、初心者･初級者程度の方

1組 2,000円参加費

24組(先着順)募集組数

申込日時

5月19日(月)～20日(火)

の午後7時～8時の間

※市ホームページで大会要

項をご確認のうえ、お申

し込みください。

申込・問合せ

坂東市テニス連盟

090-4939-55155

平成26年5月1日発行 ■坂東市秘書広聴課■

第３回 坂東レンゲまつり

広大な敷地一面にピンクのじゅうたんを敷きつ

めたようなレンゲ畑で、小さいお子さんから大人

まで楽しめるアトラクションを開催します。

ご家族そろって遊びに来てください。

5月10日(土)と き

午前10時～午後4時 ※雨天中止

七郷中川土地改良区内田んぼところ

イベント内容

ハイパージャンパー、ウォーターバウンダー、スペースバウンダー、いちにち動

物村、スポーツゲーム広場、ブーケコンテスト、こどもレンゲフォトコンテスト、

野菜収穫体験、名産品等販売、無人ヘリデモンストレーション、農機展示

農政課（猿島庁舎／内線2202）問合せ
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