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可燃ごみの収集日となっている地区9月15日(月)〈敬老の日〉･23日(火)〈秋分の日〉のごみ収集

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）

９月は茨城県認知症を知る月間です

茨城県では、だれもが認知症について正しく理解し、認知症高齢者

やその介護家族が安心して暮らすことができる地域づくりをめざして

います。市でも、認知症の方や家族を温かく見守る応援者「認知症サ

ポーター」の養成に取り組んでいます。

◆認知症サポーター養成講座

認知症サポーターは、何か特別なことをする人ではありません。認知症を

正しく理解し、学んだ知識を家族や友人に伝えたり、認知症の方やその家族

の気持ちを理解しようと努めることもサポーターの活動のひとつです。

認知症サポーター養成講座は、グループ単位（10人程度から）で開催して

。 、 。 、います 受講を希望するグループは お気軽にお問い合わせください まず

できることから始めてみませんか。

坂東市地域包括支援センター〈猿島福祉センター内〉 0280-82-1284問合せ 5

坂東市南部地域包括支援センター〈ハートフル広侖内〉 0297-38-21615

◆認知症の家族を介護している皆さんへ

「認知症の人と家族の会」は1980年に結成され、全国に11,000人の会員が

います。茨城県支部では、介護家族の交流会「つどい」や、電話相談などを

行っています。一人で悩まず、あなたの思いを話してみませんか。

毎月第１金曜日 午後1時～3時 つくば市役所2階会議室【つどい】

毎月第２金曜日 午後1時～3時 茨城県水戸合同庁舎内会議室

月曜～金曜 正午～午後4時【電話相談】

相談電話番号：０２９－８７９－００１８

※詳細は後日広報紙でお知らせします｡【認知症フォーラムinいばらき】

12月7日(日)午後1時～4時30分と き

坂東市民音楽ホールところ

公益社団法人｢認知症の人と家族の会｣茨城県支部 029-879-0808問合せ 5



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24日(水)・25日(木)

26日(金)・29日(月)

▽10月21日(火)・22日(水)

23日(木)・24日(金)

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

◆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 (年度中１回のみ)。

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27年3月31日(火)まで

◆精神通院医療費の助成

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26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26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(火)まで申請期限

申請・問合せ

社会福祉課

猿島庁舎／内線2218

近隣で消防職員を装った

消火器の不正販売が発生し

ています。消防署から来た

と名乗り、点検として多額

の料金を請求されました。

消防署では、このような訪

問販売は一切行っていませ

んので、十分にご注意くだ

さい。

坂東消防署問合せ

0297-35-21295

お知らせ版 平成26年9月4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。(雨天決行)

月 日 時 間 場 所

午前10:30 ～11:30 岩井公民館東側駐輪場9月25日

午後 1:00 ～ 2:00 猿島体育館前（木）

午前 9:30 ～11:30 岩井公民館東側駐輪場9月28日

午後 1:00 3:00 猿島体育館前(日) ～

通知はがき持ち物

登録してある場合 3,350円料金(1頭につき)

登録していない場合 5,350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！
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農業の実践力を養い、大学への編入資格も得られます県立農業大学校 学生募集
園芸学科は岩井キャンパス〈岩井5205-3〉にあります

■募集人数等

学科名 募集人数 受験資格 修業年限 専攻コース

農 学 科 40人 高校等を卒業した方または平 普通作･露地野菜･果樹

畜産学科 10人 成27年3月に卒業もしくは修了 ―

園芸学科 30人 見込みの方 2年 施設野菜･花き

研 究 科 10人 作物･園芸･畜産
農業大学校卒または短大等卒

以上もしくは卒業見込みの方

■願書受付・入学試験

試験区分 願書受付期間 試験日 選抜方法

推薦入試 小論文
9月30日(火)～10月15日(水) 10月24日(金)

(研究科を除く各学科) 個別面接

筆記試験一般入試 前期 11月12日(水)～12月 3日(水) 12月12日(金)

個別面接（各学科） 後期 平成27年2月6日(金)～25日(水) 平成27年3月6日(金)

※研究科一般入試は、後期日程はありません。

茨城県立農業大学校入試事務局（ 029-292-0010）《問合せ》 5

＊ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/nodai/

暴走族に関する情報をお寄せください

○暴走族が頻繁に集まる場所や時間、暴走族の少年達を知っている

○暴走族らしい車やバイクに乗っている人を知っている

○大きな爆音を立てて走る車やバイクの置き場所を知っている

茨城県警察本部 交通指導課 暴走族対策係【連絡先】

フリーダイヤル･24時間受付）暴走族相談電話０１２０－３７５－２１４ (

keikousi@pref.ibaraki.lg.jp【メールアドレス】

◎暴走族への加入防止や暴走族からの離脱に関する相談も受けています。

、 、 。境警察署では 昨年8月から今年8月までに暴走族5人を逮捕 8人を書類送検しています

今後とも皆さんのご協力をお願いします。

意識していますか？ 交通安全

◆交通死亡事故が多発しています

7月から8月にかけて、境警察署管内で交通死亡事故が3件発生しました。運転の際は

ゆとりを持って、周囲に気を配りましょう。

◆思いやり１１０番

交通事故防止のため、夜間徘徊する高齢者や酒に酔って寝込んでいる人などを道路上

で見かけたら、１１０番通報をお願いします。
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水痘(水ぼうそう)・高齢者肺炎球菌予防接種
予診票について

◆水痘予防接種

平成21年10月2日～平成26年4月1日生まれのお子さんに、予診票交付案内の通知をお

送りします。必ず母子健康手帳をお持ちのうえ、岩井・猿島保健センターまでお越し

ください。上記以外の対象者の方には、3か月健診等の際にご案内します。

9月25日(木)～〈月曜～金曜の午前8時30分～午後5時15分〉予診票の交付

※9月27日(土)･28日(日)は､午前8時30～正午まで岩井保健センターで休日窓口を開設し

ます。9月29日(月)･30日(火)は､岩井保健センターの交付時間を午後7時まで延長します。

予防接種協力医療機関接種場所

※市外医療機関での接種を希望される方は、健康づくり推進課へお問い合わせください。

無料接種費用

◆高齢者肺炎球菌予防接種

これまでに1回も23価肺炎球菌ワクチン予防接種を受けたことの

ない方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。

①昭和25年4月1日以前に生まれた方

②60歳～64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全

ウイルスによる免疫の機能に障がいがある方

市内の予防接種協力医療機関接種場所

※次の年齢の方と②の方は、茨城県内であれば市外の予防接種協力医療機関でも接種

できます。医療機関の詳細については、10月1日以降にお問い合わせください。

65歳 昭和24年4月2日～昭和25年4月1日生 90歳 大正13年4月2日～大正14年4月1日生

70歳 昭和19年4月2日～昭和20年4月1日生 95歳 大正 8年4月2日～大正 9年4月1日生

75歳 昭和14年4月2日～昭和15年4月1日生 100歳 大正 3年4月2日～大正 4年4月1日生

80歳 昭和 9年4月2日～昭和10年4月1日生 101歳以上 大正3年4月1日以前生

85歳 昭和 4年4月2日～昭和 5年4月1日生 （平成26年度限り）

予診票の交付

市内の医療機関に予診票があります。市外で接種を希望される方、②の方は岩井・

猿島保健センターで予診票と接種券を交付します。必ず健康保険証等、住所が確認で

きるもの、②の方は身体障害者手帳もお持ちください

3,000円（ひとり1回限り）助成額

※生活保護を受けている方は、全額無料となります。接種を希望される方は、免除券

を交付しますので、社会福祉課(猿島庁舎)または児童福祉センター(岩井)へお問い

合わせください。

健康づくり推進課〈岩井保健センター内〉 0297-35-3121《問合せ》 5



◆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。

０２９-３０１-９１１０○5

または警察署の警務課、

交番、駐在所で相談を受

け付けていますので、ご

相談ください。

土地や家屋を売買･贈与･

交換等により取得したとき

や、家屋を新築等したとき

は、不動産取得税が課税さ

れます。

税額は、平成21年4月1日

以降に土地または住宅を取

得した場合は課税標準額に

税率3％、同じく住宅以外

の家屋を取得した場合は税

率4％をそれぞれ乗じた額

です。ただし、宅地及び宅

地なみに評価された土地を

平成27年3月31日までに取

得した場合は、課税標準額

が2分の1に軽減されます。

なお、住宅や住宅用土地

を取得した方は、一定の要

件のもとで税額が軽減され

る場合があります。

問合せ

筑西県税事務所

課税第二課

0296-24-91975

◆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

お知らせ版 平成26年9月4日号
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ご相談ください

子宮がん・乳がん集団検診の申込受付

実施日 実施会場 申込開始

9月22日(月)～
11月4日(火)･5日(水)･ 猿島保健

6日(木) センター

9月24日(水)～
11月7日(金)･9日(日)･

10日(月)･11日(火) 岩井保健

9月26日(金)～
11月12日(水)･13日(木)･ センター

14日(金)、3月3日(火)

※11月11日～14日は託児あり （生後3か月～未就園児)。

検診申込と同時に予約してください。(1日定員10人)

※今年度未受診者
対象者 子宮がん検診 20歳以上の女性

乳がん検診 30歳以上の女性

500円（70歳以上の方は無料）負担金

肝炎ウイルス検診・大腸がん検診・
３９歳健康診査の無料健康診査

対象となる方には案内状を送付しています。無料で

検診が受けられますので、この機会に受診しましょう。

▽肝炎ウイルス検診 40･45･50･55･60･65歳になる方

▽大腸がん検診 無料クーポン券を交付された方

▽39歳健康診査 39歳になる方

健康づくり推進課申込・問合せ

〈岩井保健センター内〉 0297-35-31215



働きたいけれど自信がな

い方、子どもの就職に悩ん

でいる方の相談会です。お

気軽にご相談ください。

と き

10月 8日(水)､11月12日(水)

12月10日(水)、 1月14日(水)

2月11日(水)､ 3月11日(水)

いずれも午後2時～4時

岩井公民館ところ

対象者

15歳～39歳までの若者、そ

の保護者や関係者の方など

無料参加費

申込方法

相談会前日までに、下記

までご連絡ください。

申込・問合せ

厚生労働省認定事業

いばらき県西若者

サポートステーション

0296-54-60125

災害ボランティアバスを

運行している「石塚サン・

トラベル株式会社 代表取

締役社長 綿引薫氏」をお

招きし、被災地で行われて

いる「思いやりの心育成プ

ロジェクト」や「幸せの黄

色い菜の花大作戦」につい

てお話していただきます。

9月27日(土)と き

午後2時～

岩井図書館ところ

視聴覚室

内 容

東日本大震災の社会教育

～災害ボランティアバスを

通して感じること～

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

平将門公生誕1111年記念

事業として、昨年12月に市

民音楽ホールで初公演され

た新作能「将門」が、国立

能楽堂で公演されることと

なりました。送迎バスをご

用意しますので、ぜひご観

覧ください。

10月26日(日)と き

午後1時～

国立能楽堂ところ

能 通小町演 目

狂言 呂蓮

新作能 将門

入場料

S席10,000円･A席8,000円

B席 6,000円･C席5,000円

D席 4,000円

。※上記の1割引となります

学生は各2,000円引き(Ｄ

席以外)です。

申込・問合せ

坂東市能楽養成講座

講師 梅村昌功

080-5460-33535

①とき・内容

▽10月4日(土)

午後1時30分～4時

「原子力事故と

安全・防災対策｣

▽11月8日(土)

午後1時30分～4時

｢放射性廃棄物と

原子燃料サイクル｣

▽12月20日(土)

午後1時30分～4時

｢世界と日本の

エネルギー問題」

北守谷公民館ところ

各回60人(先着順)募集人数

②とき・内容

▽10月18日(土)

午後1時30分～4時

｢放射線と健康障害｣

ところ

取手市福祉交流センター

各回100人(先着順)募集人数

【 ①②共通事項 】

無料参加費

申込期限

各開催日の1週間前まで

申込・問合せ

茨城原子力協議会

029-282-31115

お知らせ版 平成26年9月4日号 岩井庁舎・猿島庁舎共通：0297-35-2121／0280-88-01115
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講座やイベント



◆ISO9001･14001･22000講座

①基礎講座

(それぞれ各１日間)と き

9001:10月 1日(水)･ 8日(水)

14001:10月20日(月)･27日(月)

22000:11月 7日(金)

各日午前10時～午後5時

11,000円受講料

24人（先着順）定 員

②内部監査員養成講座

(それぞれ各２日間)と き

9001:10月 3日(金)･ 4日(土)

10月10日(金)･11日(土)

14001:10月22日(水)･23日(木)

10月30日(木)･31日(金)

22000:11月10日(月)･11日(火)

各日午前9時～午後5時

16,000円受講料

20人（先着順）定 員

◆ISO9001･14001内部監査員

レベルアップ講座

(それぞれ各２日間)と き

9001:12月 5日(金)･ 6日(土)

14001:12月19日(金)･20日(土)

各日午前9時～午後5時

16,000円受講料

20人（先着順）定 員

◆ISO27001基礎講座

11月29日(土)と き

午前10時～午後5時

11,000円受講料

24人（先着順）定 員

◆｢エコアクション21｣活用

による環境経営講座無料

説明会

11月14日(金)と き

午後2時～4時

無料受講料

20人（先着順）定 員

共 通 事 項 】【

ところ・申込・問合せ

野田地域職業訓練センター

〈さわやかワークのだ〉

04-7121-11845

10月5日(日)と き

午後1時30分～4時30分

アスカル幸手ところ

〈幸手市平須賀2380-1〉

対象者

20～40歳代の未婚の男女

男性2,000円参加費

女性1,000円

男女各20人募集人数

申込期間

9月8日(月)～22日(月)

申込・問合せ

いばらきマリッジサポー

ター県西地域活動協議会

080-5896-3134▽伊藤 5

090-6658-8994▽金谷 5

お知らせ版 平成26年9月4日号
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教室名 開催日 定員 材料代 申込方法

布ぞうり作り 10/ 1(水) 300円

10/ 8(水) 9月16日(火)午前9時から電話で先
とんぼ玉作り 10人

10/18(土) 着順に受付します。
1,000円

小物作り 10/ 9(木) 500円

官製はがきに教室名･住所･氏名･
10/4･18 11/1･15、 、

郵便番号･電話番号を記入のうえ
裂き織り 6人 1,600円12/6･20、1/10･24

郵送してください。9月13日(土)
の各土曜日 全8回〈 〉

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・在勤の方参加資格

〒306-0656 坂東市寺久1350-1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
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、シルバーリハビリ体操は

立つ、座る、歩くなど日常

生活の動作の訓練になる体

操です。あなたもシルバー

リハビリ体操指導士になっ

て、地域の高齢者の介護予

防と健康づくりのために活

動してみませんか。

と き

11月10日(月)･13日(木)･

18日(火)･20日(木)･27日

、 〈 〉(木) 12月2日(火) 全6回

総合体育館卓球室ところ

※初回は水戸市開催ですの

で、バスで送迎します。

受講資格

①平成26年4月1日現在、満

60歳以上の方（50歳以上

の方も申し込みできます

が、60歳以上の方を優先）

②常勤の職についていない方

③地域でボランティア活動

ができる方

④講習会の全日程に参加で

きる方

内 容

▽講義:加齢と運動器の障

がい、食生活と栄養など

▽実技:いきいきヘルス体操

無料(昼食各自負担)受講料

３級指導士養成講習会

20人募集人数

(申込多数の場合は抽選)

申込方法

坂東市社会福祉協議会本

所または支所に来所のう

え、お申込みください。

申込期間

9月16日(火)～10月24日(金)

問合せ

坂東市社会福祉協議会

支所 0280-82-12845

と き

10月27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。

新東京ゴルフクラブ会員

は会員料金となります。

（ ）募集人数 160人 先着順

申込方法

坂東市社会福祉協議会本

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

9月22日(月)

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

。達するまで受け付けます

申込・問合せ

坂東市社会福祉協議会

本所 0297-35-48115

▼第14回坂東市長老美術展

齢80歳を超えた長老の多

岐にわたる趣味の作品を展

示します。

と き

9月7日(日)～13日(土)

午前9時～午後5時

※7日は正午から、13日は午

後3時まで〈8日休館〉

坂東ゆう美の会主 催

小川問合せ

0297-38-23645

平成26年9月4日発行 ■坂東市秘書広聴課■
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