
一般財団法人自治総合セ

ンターでは、宝くじを財源

として、コミュニティ活動

に必要な施設や設備の整備

。に対し助成を行っています

助成額

▽一般コミュニティ助成事業

100～250万円

▽地域防災組織育成助成事業

30～200万円

▽青少年健全育成助成事業

30～100万円

対象団体

コミュニティ組織(自治

会､自主防災組織等)または

コミュニティ組織の連合体

等で､公共団体等から補助

金を受けていない団体

申込期間

7月3日(木)～8月29日(金)

※助成事業実施の有無を含

め、内容が変わる場合も

あります。また、申請し

た団体に必ず交付される

ものではありません。

申込・問合せ

市民協働課

岩井臨時庁舎／内線3252
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可燃ごみの収集日となっている地区では可燃ごみ7月21日(月)〈海の日〉のごみ収集

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）

在宅ねたきり高齢者等
介護慰労金申請のご案内

20,000円介護慰労金支給金額

8月29日(金)まで申請期限

申請できる方

在宅の｢ねたきり高齢者･認知症高齢者｣（次の①～③

すべてに該当する高齢者）を介護している方

※申請をされる方は、申請書に民生委員の署名・捺印

が必要となりますので、地区民生委員にお申し出く

ださい。

①昭和24年6月1日以前に生まれた方（65歳以上）

②平成26年6月1日現在、在宅（入院・入所している方

を除く）で、すでに６か月以上（平成25年12月1日以

前から）下表の状態にあり、今後もその状態が継続

すると認められる方

③介護保険制度において、要介護３以上に認定されて

いる方または要介護認定を受けていないが要介護３

以上に相当する方

高 齢 者 の 状 態

常時ねたきりである。

常時ねたきりではないが、日常
ねたきり高齢者

生活の大半を介護によらなけれ

ばならない。

認知症の症状により、日常生活

認知症高齢者 の大半を介護によらなければな

らない。

介護福祉課（猿島庁舎／内線2290、2291）問合せ



ヒューマンズバンク(ボ

ランティア団体)では、市

民音楽ホール主催のコン

サートで、受付や会場案内、

喫茶コーナー、クロークな

どのお手伝いをしてくれる

方を募集しています。

月1回程度活動日

主に土曜・日曜

応募資格

市内在住・在勤の18歳以

上40歳位までの方（高校生

を除く）

10人程度募集人数

申込・問合せ

坂東市民音楽ホール

0297-36-11005

就職希望者を対象に就職

面接会を開催します。当日

はハローワークによる就職

相談会も実施しますので、

積極的にご参加ください。

また、就職面接会に参加

してくださる求人企業を募

集しています。人材をお探

しの企業の皆さん、ぜひご

応募ください。

①就職面接会

9月3日(水)と き

午後1時30分～3時30分

総合体育館ところ

対象者

一般求職者(在学中の学

生は対象外)で、ハローワー

クに求職登録している方

※当日会場での登録もでき

ます。

無料参加費

申込方法

事前申込は必要ありませ

んので、直接会場にお越し

ください。

持ち物

受付カード、履歴カード、

ハローワークカード(すで

に求職登録されている方の

み）

※受付カード、履歴カード

は当日会場での記入もで

きます。

②求人企業の募集

対象企業

坂東市及び近隣市町村に

事業所を有し、ハローワー

クに事業所及び求人登録し

ている企業（参加企業一覧

は、8月下旬に当協議会

ホームページに掲載予定で

す ）。

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、当協議会のホー

ムページ申込フォームから

もお申し込みできます。

8月19日(火)まで申込期限

30社予定(先着順)募集数

【①②共通事項】

興味のある方は、当協議

。会にお問い合わせください

チラシ(裏面に受付カード・

求人企業の申込用紙があり

ます ）や履歴カードは、当。

協議会、岩井臨時庁舎、猿

島庁舎、ハローワーク常総

にあります。

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

茨城県動物の愛護及び管

理に関する条例が改正さ

れ、猫の飼い主が守るべき

事項に 猫の室内飼い 猫「 」「

の多頭飼い(10頭以上）届

出制度」が追加されました。

屋外は猫にとって危険が

いっぱいです。また、糞尿

やいたずらなどで近隣との

トラブルになることもあり

ます。危険やトラブルを避

けるために、猫は屋内で飼

いましょう。

問合せ

茨城県動物指導センター

0296-72-12005

お知らせ版 平成26年7月3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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個人事業税の口座振替納

税は、公共料金と同じよう

に預金口座から自動的に納

税ができ大変便利です。お

申し込みは、預金口座のあ

る金融機関(ゆうちょ銀行

を除く)で簡単にできます

ので、印鑑をご持参のうえ

手続きしてください。

問合せ

筑西県税事務所総務課

0296-24-91845

学校概要や入学者選抜等

について説明します。どな

たでも参加できます。

7月26日(土)と き

▽第1回

午前10時～11時10分

▽第2回

午後1時30分～2時40分

ところ

古河市中央運動公園

総合体育館

〈古河市下大野2528〉

。※上履きをご用意ください

申込方法

学校ホームページをご覧

ください。

問合せ

県立古河中等教育学校

0280-92-45515

＊ホームページ

http://www.koga-cs.ed.jp

特定疾患治療研究事業

は、平成27年1月から新制

度に変わる予定で、国にお

いて準備が進められていま

す。このため、平成26年9

月30日で有効期限を迎える

受給者証をお持ちの方の更

新手続きが一部変更になる

見込みです。

詳細は決まり次第お知ら

せしますが、当面以下のと

おりの扱いとなります。

①平成26年9月30日が有効

期限の受給者証は、平成

26年12月31日まで期限を

延長し、そのままお使い

いただく予定です。新た

な受給者証はお送りしま
せんので、破棄なさらな

いようお願いします。

②平成27年1月以降も医療

費助成をご希望の方は、

医療機関を受診していた

だき、これまでの更新手

続きと同様の臨床調査個

人票（更新用）を平成26

年9月頃までにご用意く

ださい。その他の必要書

類などの詳細や臨床調査

個人票の保健所への申請

時期は9月頃までにあら

ためてご案内します。

問合せ

茨城県常総保健所

0297-22-13515

お知らせ版 平成26年7月3日号
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◆鵠戸沼土地改良区組合員のみなさんへ◆

鵠戸沼土地改良区総代総選挙
投票日は７月３０日(水)です

鵠戸沼土地改良区総代の任期が8月19日で満了とな

るため、総代選挙を行います。

7月23日(水）■告示日

7月30日(水)■投票日

■選挙すべき総代の数

第1選挙区（坂東市）49人

第2選挙区（境 町）11人

■立候補受付日時

7月23日(水)･24日(木) 午前8時30分～午後5時

■立候補受付場所（第1・第2選挙区共通）

市役所総務課（岩井仮設庁舎2階）

■問合せ

▽鵠戸沼土地改良区 0297-35-00635

▽坂東市選挙管理委員会

岩井仮設庁舎総務課内／内線1292



受験資格

平成26年4月1日現在、高等

学校卒業後2年以内の方及

び平成27年3月までに高等

学校を卒業する見込みの方

受付期間

7月15日(火)～24日(木)

9月14日(日)第１次試験日

第１次試験種目

基礎能力試験、作文試験

第２次試験日

10月中旬～下旬

第２次試験種目

人物試験（個別面接）

申込・問合せ

水戸地方裁判所事務局

総務課人事第一係

029-224-84215

交通事故にあい、損害賠

償や示談の仕方等でお困り

の方の相談に応じます。相

談は無料ですので、お気軽

に相談してください。

◆一般相談

平日 午前9時～正午

午後1時～4時45分

。※毎週木曜日はお休みです

◆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

制です。

問合せ

県西地方交通事故相談所

0296-24-91125

7月29日(火)と き

午前11時～午後3時

県西県民センターところ

〈 〉筑西市二木成615

対象者

低視力のお子さんと保護

者･担任の先生、視覚障がい

がありお困りの成人の方、

視覚障がいについて関心の

ある方など

内 容

補助具等の展示･体験、

教育相談

無料参加費

7月22日(火)まで申込期限

申込・問合せ

県立盲学校地域支援部

029-221-33885

【相談電話番号】

０２９－３０１－８１０７5

女性安心パートナー（女

性警察官）が24時間体制で

対応しています。ＤＶ、ス

トーカー、夫婦・恋人間の

女性に対する暴力問題、性

犯罪の被害に関する悩みな

ど、一人で悩まず、お気軽

に相談してください。

問合せ

▽茨城県警察本部

人身安全対策室

029-301-01105

▽境警察署生活安全課

0280-86-01105

敬老会を一緒に盛り上げ

ませんか。

9月15日(月)と き

敬老の日

総合体育館またはところ

猿島体育館

募集内容

◆ボランティア

敬老会当日の受付や高齢

者の介添え等

◆アトラクション出演者

ご自慢の舞踊や楽器演奏

等を披露していただける方

※出演希望者が多数の場合

は、今までにご出演いた

だいた方にご遠慮いただ

く場合があります。また、

カラオケでの出演は除か

せていただきます。

8月1日(金)まで申込期限

申込・問合せ

介護福祉課

猿島庁舎／内線2290

お知らせ版 平成26年7月3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

講座やイベント

6月19日号に掲載した「振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意くだお詫びと訂正

★次ページへ続くさい」の記事中､電話番号に誤りがありました。お詫びして訂正します。



7月30日(水)と き

午前9時～正午

ところ

岩井学校給食センター

〈 〉坂東市神田山3062-6

対象者

市内の小学3～6年生の方

無料参加費

持ち物

上履き（スリッパは不

可 、三角巾、エプロン）

30人（先着順）募集人数

申込期間

7月7日(月)～18日(金)

※受付時間は、午前8時～

午後4時まで。

申込・問合せ

▽岩井学校給食センター

0297-36-88885

▽猿島学校給食センター

0280-88-02685

助産師さんと一緒に赤ちゃ

んのことを学んでみよう。

、手作りおもちゃを作ったり

。赤ちゃんのお世話をします

男子の参加も大歓迎！

8月7日(木)と き

午前10時～午後3時

岩井保健センターところ

市内の中学生対象者

筆記用具、飲み物持ち物

※動きやすい服装で参加し

てください。昼食は用意

します。

15人(先着順)募集人数

8月1日(金)まで申込期限

申込・問合せ

健康づくり推進課

〈岩井保健センター内〉

0297-35-31215

と き

7月16日(水)～20日(日)

午前9時～午後5時

※20日は午後3時まで

岩井公民館１階ところ

問合せ

坂東市社会福祉協議会

本所 0297-35-48115

お知らせ版 平成26年7月3日号

5

猿島公民館「夏休みお楽しみ教室」

教室名 日 時 定員 内 容 講 師

中村卓哉作文・ 作文・感想文の
8月7日(木)

先生感想文 書き方を学ぼう
午前9時 20人

～正午

仕 染谷曠邨
8月7日(木)

習字の課題を

上げよう 先生
習 字 午前10時 20人

（ ）半紙
～正午

飯田正二
8月8日(金) ポスターや夏休

先生
絵 画 午前9時 20人 みの思い出を描

こう～正午

保坂 徹
8月8日(金)

たのしく、ためし

先生

おもしろ て、ためになる
午前10時 30人

理科先生 ストローロケット
～正午

を飛ばそう

、 、※作文・感想文は 1～3年生が午前9時～10時30分まで

4～6年生が午前10時40分～正午までに、分けて指導し

ます。

市内の小学生。習字教室は小学3年生以上。対 象 者

おもしろ理科先生は親子で参加できます。

）受付開始 7月16日(水)～(受付時間:午前9時～午後9時

※先着順。定員になり次第締め切ります。

無料（教材費は個人負担になります ）受 講 料 。

◆保護者の方は、必ず送迎をお願いします。

猿島公民館申込・問合せ

0297-44-3154／0280-88-08355

（誤）境警察署生活安全課 0280-88-0110訂 正 箇 所 5
0280-86-0110★前ページから続く （正）境警察署生活安全課 5



世界で一つだけの作品を

作りませんか。

と き

▽Ａコース

7月26日(土)･8月19日(火)

▽Ｂコース

8月 1日(金)･8月19日(火)

※7月26日・8月1日は午前9

時～午後1時、8月19日は

。午前9時～11時30分です

岩井福祉センターところ

「夢積館」

対象者

市内在住の小・中学生と

保護者の方

市陶芸教室会員講 師

1人 1,000円参加費

（昼食代を含む）

各コース15組募集人数

（先着順）

申込期間

7月10日(木)～18日(金)

申込・問合せ

坂東市社会福祉協議会

本所 0297-35-48115

ゆかたを着て夏まつりに

参加してみませんか。

とき・ところ

▽岩井公民館

7月20日(日)

午前9時30分～11時30分

▽猿島公民館

8月2日(土)

午後2時～4時

市内在住で小学生対象者

以上の女性の方

無料参加費

各公民館30人募集人数

持ち物

ゆかた、腰ひも(3本)、

半巾帯、すそよけ、ゴムつ

き前板、コーリンベルト

7月8日(火)～申込開始

※受付時間は、午前8時30

分～午後9時まで。

申込・問合せ

▽岩井公民館〈月曜休館〉

0297-35-88005

▽猿島公民館

0297-44-3154／5

0280-88-0835

築100年の古民家で、マ

キでご飯を炊き、いろりで

魚を焼く。地元の人の話を

聞いて、昔の生活を体験し

よう。

と き

8月21日(木)～24日(日)

〈3泊4日〉

※参加者説明会を7月18日

(金)に開催します。

神流いろり庵ところ

〈群馬県神流町万場90-6〉

募集人数

大人と子ども合わせて20人

（先着順）

※小学４年生以下は保護者

同伴でお願いします。

参加費

小学1年生～大人:8,000円

2歳～未就学児:4,000円

※別途保険料700円を負担

いただきます。

申込・問合せ

坂東こども劇場

0297-36-35045

〈月曜･水曜･木曜のみ受付〉

お知らせ版 平成26年7月3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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坂東の夏の風物詩

岩 井 の 夏 ま つ り

迫力のあるみこしが、威勢のよい掛け声と

ともに歩行者天国を練り歩きます。

ぜひ遊びに来てください。

7月25日(金)・26日(土)と き

午後6時～10時〈雨天決行〉

※催し物は午後9時30分までです。

岩井商店街（歩行者天国区域内）ところ

坂東市観光協会〈商工観光課内〉問合せ

0297-20-86665

◆夏まつりの開催に伴い 7月25日(金)･26日(土)、

合図の花火を打ち上げます。また、午後6時か

ら10時まで歩行者天国となりますので、ご協

力をお願いします。



体力測定､もの忘れチェッ

ク、健康体操を行います。

「いま」の体力を知ること

で、健康に気をつけてみま

せんか？

8月1日(金)と き

第1グループ:午前9時～正午

第2グループ:

午前10時～午後1時

第3グループ:正午～午後3時

第4グループ:午後1時～4時

総合体育館ところ

対象者

市内在住のおおむね60歳

以上の方

※50歳代の方もお申し込み

できますが、60歳以上の

方が優先となります。

200円参加費

（保険料等を含む）

各グループ25人募集人数

申込方法

参加費を添えて、坂東市

社会福祉協議会本所・支所

にお申し込みください。

7月25日(金)まで申込期限

問合せ

坂東市社会福祉協議会支所

〈 〉猿島福祉センターほほえみ

0280-82-12845

シングルスによるリーグ

戦後、順位別トーナメント

を行います。また、アトラ

クションとしてターゲット

テニスを行います。

7月26日(土)と き

午前8時30分～

岩井テニスコートところ

幸神平テニスコート

参加資格

▽小学生の部:

レベル制限なし

▽中学生初級者の部:

初中級レベルの方

１人 2,000円参加費

各部20人(先着順)募集人数

申込方法

坂東市体育協会ホーム

ページで大会要項を確認の

うえ、電話でお申し込みく

ださい。

申込日

7月14日(月)･15日(火)

各日午後7時～8時

申込・問合せ

坂東市テニス連盟

▽小学生の部

090-4939-55155

▽中学生初級者の部

090-3434-38495

＊ホームページ

http://www.bando-sports.jp

第10回開催を記念して、

中身の濃い内容を企画して

います。皆さんのご来場お

待ちしています。

7月21日(月･祝)と き

午後1時～

市民音楽ホールところ

無料入場料

フラフレンズ坂東問合せ

張谷／ 090-2490-89255

お知らせ版 平成26年7月3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 8月 5日(火) 午前10時～午後3時30分 10人 300円 7月15日(火)

午前10時～午後3時30分 10人 500円 午前9時からマスコット作り 8月 6日(水)

8月 6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〉8月16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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8月25日(月)と き

〈雨天決行〉
ところ

大利根カントリークラブ

市内在住の方参加資格

2,000円参加費

※プレー費12,000円は、当

日ゴルフ場フロントで精

算 （昼食代･パーティー。

代を含む ）。

（ ）募集人数 280人 先着順

申込方法

、7月20日(日)午前9時から

参加費を添えて総合体育館

ロビーでお申し込みくださ

い。1人で4人分まで申し込

みができます。申込書は総

合体育館、猿島公民館、市

。内ゴルフ練習場にあります

※電話でのお申し込みはで

きません。キャンセルの

場合、参加費の返金はし

ません。

申込・問合せ

生涯学習課スポーツ振興係

〈総合体育館内〉

0297-35-17115

テレビでおなじみ、武田

邦彦氏が軽快なトークで男

女共同参画について分かり

やすくお話しします。

8月24日(日)と き

午後1時30分～3時30分

ところ

常総市地域交流センター

〈常総市新石下2010〉

無料参加費

7月30日(水)まで申込期限

申込･問合せ

市民協働課

岩井臨時庁舎／内線3252

平成26年7月3日発行 ■坂東市秘書広聴課■

7月5日(土)～8月31日(日)開場期間

午前9時～午後5時

※月曜休園。入場は午後4時まで。

なお、プール敷地内に公衆電話はありません

ので、ご了承ください。

利用料金 区 分 市内の方 市外の方

３５０円 ７００円大 人

１５０円 ２５０円中学生以下

都市整備課（岩井臨時庁舎／内線3402、3403）問 合 せ

武田邦彦氏
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