
合併10周年を迎えるにあ

たり、記念切手を作成しま

す。未来の坂東市をテーマ

とした「絵」を市民の皆さ

んから募集しますので、ふ

るってご応募ください。

募集内容

風景画または建物画

※人物画は不可とします。

応募資格

市内在住の方ならどなた

でも応募できます。

応募方法

B4サイズ程度の画用紙に

油絵具または水彩絵具を使

って書いたものを総務課ま

でご持参ください。応募は

1人1点とします。応募作品

は返却しません。

※採用作品における著作権

その他一切の権利は坂東

市に帰属します。

応募期限

2月12日(木)まで

申込・問合せ

総務課

岩井仮設庁舎／内線1293

圏央道の建設に伴い、旧

岩井西高グラウンドに、建

設に必要な舗装材料を製造

するための仮設プラントを

設置します。皆さんのご理

。解とご協力をお願いします

設置期間

4月～平成28年6月

問合せ

東日本高速道路(株)

関東支社水戸工事事務所

029-893-31765

1

市道弓馬田410号線(平八新田

地内）において、金崎橋の架替

工事を行います。工事に伴い金

崎橋が通行止めとなります。ご

不便をおかけしますが、ご理解

とご協力をお願いします。

交通規制期間

1月～平成28年10月予定

道路課問合せ

岩井臨時庁舎／内線3326



冬の冷え込みが厳しいと

水道管が凍結したり、破裂

する場合があります。長期

間水道を使用しないとき

や、真冬日が続くときは注

意しましょう。

屋外の蛇口、北向きで日

が当たらない場所や風当た

りの強いところ、水道管が

むき出しのところは特に注

意が必要です。

また使用していない給水

管は撤去しましょう。

○凍結を防ぐには

水道管や蛇口の部分を布

きれや毛布などで濡れない

ように保温し、防寒してく

ださい。

○凍結して水がでないときは

凍った部分にタオル等を
かぶせてその上からぬるま

湯をかけてください。熱湯

をかけると水道管が破裂す

るおそれがあります。

○破裂してしまったら

メーターボックス内の止

水栓をしめて、破裂したと

ころに布かテープを巻きつ

け応急手当をした後、市指

定給水装置工事店に修理を

依頼してください。修理費

は、自己負担になります。

水道課問合せ

0297-35-21145

縦覧及び意見書の提出を

希望される方は、縦覧の期

間中にお問い合わせいただ

くか、市ホームページをご

覧ください。

生産緑地地区の名称

▽辺田８号生産緑地地区

▽辺田９号生産緑地地区

縦覧・意見書の提出期間

1月16日(金)～29日(木)
※土曜・日曜を除く

午前8時30分～

午後5時15分

縦覧場所･意見書の提出先･

問合せ

都市整備課

岩井臨時庁舎／内線3403

お知らせ版 平成27年1月15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。

2

皆さんの声をお聴かせください！〔パブリック･コメント〕

市の条例や計画を策定する際、事前にその案を公表して市民の皆さんの意見を募

集し、寄せられた意見を考慮しながら最終的な決定を行います。下記の案件につい

て、皆さんのご意見をお聴かせください。

坂東市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（第6期 （案）案件名 ）

市ホームページ、総務課(岩井仮設庁舎)、窓口センター(猿島庁

舎）
案件の閲覧場所

1月15日(木)～2月13日(金) 郵送の場合、当日消印有効閲覧･募集期間

市内在住、在勤または在学の方応募資格

ご意見のほか、住所、氏名、電話番号、市外在住の方は勤務先

または学校名とその所在地を明記して、書面を持参、郵送(はが

、 、 。
応募方法

き･封書等) ＦＡＸ Ｅメールのいずれかで応募してください

記載事項漏れや電話･口頭でのご意見は無効となります。

〒306-0595 坂東市山2730 坂東市役所猿島庁舎 介護福祉課

内線2228／FAX 0280-88-0173 kaigo@city.bando.ibaraki.jp
応募・問合せ

凍結にご注意ください！



お知らせ版 平成27年1月15日号

3

健康づくり推進課（岩井保健センター内） ０２９７－３５－３１２１問合せ 5

下表中「岩井」は岩井保健センター

こ ど も 対 象 事 業
日 曜日 会場 事 業 名 対 象 者 受 付 時 間
3日 火 １歳６か月児健診 平成25年7月生 午後１時～１時15分岩井
4日 水 岩井 平成26年10月生 午後１時～１時15分３か月児健診

離乳食教室 午前9時45分～10時
5日 木 岩井

平成26年8月生
※1月26日(月)～30日(金)に、健康づくり推進課へお申し込みください。＜先着20組＞
ひよこサロン（２か月児相談） 平成26年11月生 午前９時15分～９時30分6日 金 岩井
２歳児歯科検診 平成25年1月生 午後１時～１時15分13日 金 岩井

18日 水 岩井 平成23年8月生 午後１時～１時15分３歳児健診
マタニティクラス･ファミリークラス② 妊婦・夫・家族 午後１時～１時15分20日 金 岩井

26日 木 岩井 すくすくサロン 午前９時30分～11時乳幼児
27日 金 岩井 乳幼児相談 午前１0時～11時
※妊娠がわかったら、できるだけ早く保健センターへお越しください。母子手帳や妊婦健診受診票を

交付します。妊婦健診は、14回まで補助があります （上限あり）。

一 般 対 象 事 業
日 曜日 事 業 名 及び 内 容 実施会場 受付（実施）時間

午後2時～4時
こころの健康相談

※要予約
5日 木 こころの病でお困りの方とご家族のため 岩井保健センター

の個別相談です。
いきいき健康相談

午前9時30分～11時30分17日 火 岩井保健センター
健診結果の説明、高血圧・脂質異常症・

肥満・禁煙・栄養相談、血圧測定、尿検査
などを行います。

午前10時～11時30分
w i l l：ウィル（精神デイケア ：） こころの

※要予約
18日 水 病をもつ人に、社会復帰を目指したグルー 岩井保健センター

プ活動を行います。

午後1時～3時
栄養教室

※要予約
19日 木 「アブラについて」をテーマに、講話等 猿島保健センター

を行います。

季節性インフルエンザを予防しましょう!

毎年１月から３月にかけて、インフルエンザの流行がピークとなります。インフルエ

ンザに「かからない 「うつさない」ためにも、うがい・手洗い・咳エチケットなどを心」

がけましょう。

◆外出時には、咳エチケット（咳やくしゃみがでるときは、周りの人にかからないよう

ティッシュで口と鼻をおおう。マスクを着ける。など）を守りましょう。

◆帰宅時には、うがい・手洗いをしっかりしましょう。

◆栄養バランスのとれた食事をとりましょう。

◆水分補給を十分におこないましょう。

◆室内を適度な湿度（50～60％）に保ちましょう。

◆人ごみや繁華街への外出は避けましょう。

※高熱・悪寒・頭痛等の症状がでたら、早めに医療機関を受診しましょう。

咳エチケットを！



企業にとって、優秀な人

材確保の定着を図っていく

ためには 「魅力ある職場、

づくり」が重要です。

ハローワーク常総では、

雇用管理改善を通じた採用

定着の促進、正社員の雇用

拡大、正社員で働くことを

希望する非正規雇用労働者

の正社員転換の促進キャン

ペーン活動を実施していま

す。詳細については、お問

い合わせください。

問合せ

ハローワーク常総

0297-22-86095

就職･転職希望者を対象

に就職面接会を開催しま

す。当日はハローワークに

よる就職相談会も開催しま

すので、積極的にご参加く

ださい。参加企業一覧は、

1月下旬に当協議会ホーム

ページに掲載します。

※当面接会は、雇用保険受

給者の求職活動対象事業

です。

と き

2月4日(水)

午後1時30分～3時30分

※荒天の場合は翌日に順延

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

ど～

申込方法

事前申込は不要です。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

※受付カード、履歴カード

は当日会場での記入もで

きます。

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

＊ホームページ

http://www.bandokoyou-

takenoko.jp

福祉関連の20事業所が参

加して、就職面接会を開催

します。事前申込や予約は

不要です。

と き

1月24日(土)

午後1時～3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〉

対象者

福祉の職場に就職を希望

する方や福祉のお仕事に関

心のある方

無料参加費

問合せ

茨城県社会福祉協議会

茨城県福祉人材センター

029-244-45445

お知らせ版 平成27年1月15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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日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

西 西 西 西 西 古 西

10 11 12 13 148 9

友 西 西 西 西 古 西

15 16 17 18 19 20 21

西 西 西 友 西 古 西

22 23 24 25 26 27 28

友 西 西 西 西 古 西

西：茨城西南医療センター病院

（境 町／ 0280-87-8111）5

友：友愛記念病院

（古河市／ 0280-97-3000）5

古：古河赤十字病院

（古河市／ 0280-23-7111）5

月～土曜:午後6時～午後11時

日曜･祝日:午前9時～午後4時

2月11日（水）建国記念の日

（ ）内科 ホスピタル坂東 沓掛
・

外科 0297－44－20005

診療時間:午前9時～午後5時



全国瞬時警報システムと

は、内閣官房や気象庁が発

表する緊急避難を必要とす

る緊急地震速報、弾道ミサ

イル発射情報等を市の情報

メールを利用して瞬時に情

報伝達するシステムです。

このシステムを利用し

2月20日(金)午後2時15て、

、全国一斉に伝達訓練が分

実施されます。市の情報

メールに登録している方

は、実際の災害等とお間違

いのないようご注意くださ

い。

★市の情報メールへの登録

は下記アドレスから！

▼パソコン用

http://www.city.bando.

lg.jp/mail_service/

▼携帯電話用

http://www.city.bando.

lg.jp/mail_service/mobile/

問合せ

交通防災課

岩井第三分庁舎／内線1474

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

農政課までお問い合わせく

ださい。また、持ち込みの

際には登録証をお持ちくだ

さい。

※農業用ビニール・ポリエ

チレンの野焼きは法律に

より禁じられています。

1月29日(木)と き

午前9時～正午

午後1時30分～4時

ところ

坂東市リサイクルセンター

〈坂東市山〉

農政課問合せ

猿島庁舎／内線2201

(一社)茨城県建築士会坂

東支部による建築パトロー

ルを、1月31日(土)に市内

全域で行います。現在建築

工事中の現場に立ち入るこ

とがありますので、ご協力

をお願いします。

問合せ

都市整備課

岩井臨時庁舎／内線3404

と き

1月28日(水)◆夜間窓口

午後5時15分～7時15分

2月 1日(日)◆休日窓口

午前8時30分～午後5時15分

収納課窓口ところ

収納課問合せ

岩井仮設庁舎／内線1752

公共料金と同じように預

金口座から自動的に納税で

きる口座振替が大変便利で

す。預金口座のある金融機

関（ゆうちょ銀行を除く）

で簡単に手続きできますの

で、印鑑をお持ちのうえお

申し込みください。

問合せ

筑西県税事務所総務課

0296-24-91845

お知らせ版 平成27年1月15日号

5

長野県神城断層地震災害義援金を受付します

１．郵便振替による募金

加入者名：日赤長野県神城断層地震

災害義援金

口座番号：00110-9-264616募集方法

※通信欄に義援金名をご記入ください｡

２．現金を直接窓口(社会福祉課または岩井

児童福祉センター）へお持ちください。

3月31日(火)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



茨城県では、女性の視点

を取り入れ、県民参加の開

かれた広報活動を推進する

ため「いばらき女性特派員」

を募集します。

活動内容

■県の事業や施設等を取材

し、県広報紙に掲載する

原稿を作成（取材には県

広報広聴課職員が同行)

■ツイッターで県の情報配

信（週2、3日程度）

応募資格

①県内在住の平成27年4月1日

現在で満20歳以上の女性

②公務員や議会の議員でな

い方

③取材先の要望する日時に

応じて取材できる方

④自分で取材先に移動でき

る方

任 期

平成27年4月～平成28年3月

（ ）募集人数 4人 選考あり

年間6万円謝 礼

2月13日(金)まで募集期限

県広報広聴課問合せ

029-301-21285

きぬ医師会病院副院長の

対馬健祐先生が肝炎を治療

している方などのご相談に

応じます。

と き

1月24日、2月14日・28日、

3月14日の土曜日

午後1時30分～3時30分

（1人20～30分／要予約）

きぬ医師会病院ところ

申込・問合せ

きぬ医師会病院肝炎相談係

0297-23-17715

水戸地方法務局では、皆

さんの待ち時間の解消のた

め、2月2日(月)から登記に

関する相談を事前予約によ

りお受けするサービスを実

施します。

なお、数多くの相談をお

受けするため、相談時間は

1人20分とさせていただき

ますので、ご了承ください。

予約・問合せ

水戸地方法務局下妻支局

0296-43-39375

税理士会では、各税理士

事務所において、一般納税

者を対象とした無料納税相

談を行います。事前予約制

です。

と き

2月12日(木)・23日(月)

午前10時～午後3時
各税理士事務所ところ

申込・問合せ

関東信越税理士会

古河支部

▽赤岩／ 0280-32-95115

▽楢原／ 0280-22-62885

2月23日(月)と き

ところ

大利根カントリークラブ

参加資格

市内在住･在勤の方4人1

組で編成されたチーム

約60チーム募集人数

1チーム1,000円参加費

※プレー料金1人14,000円

は当日精算となります。

（昼食・キャディ・パー

ティー代等を含む）

申込方法

参加費を添えて、お申し

込みください。

申込期間

1月23日(金)～30日(金)

午前9時～午後5時

〈土曜･日曜を除く〉

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

お知らせ版 平成27年1月15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

ご相談ください



①写真同好会作品展

(写るん会・第３回生)

と き

1月24日(土)～2月5日(木)

午前9時～午後9時

※5日は午後3時まで

②生け花作品展

(26年度いけ花教室講座生

・生け花同好会）

と き

2月7日(土)～13日(金)

午前9時～午後9時

※13日は午後3時まで

③ミニバンドと歌おう

日本のうた

2月6日(金)と き

午後2時～4時

40人募集人数

④うどんつくり教室

2月17日(火)と き

午前9時30分～正午

600円参加費

16人募集人数

持ち物

エプロン、三角巾

⑤かるた会ともちつき大会

2月8日(日)と き

午前9時30分～午後3時

4歳以上の親子対象者

参加費

大人：500円

子供：小学生以上 300円

未就学児 100円

持ち物

エプロン、三角巾、上ば

き、飲み物

1月30日(金)まで申込期限

【申込・問合せ・開催場所】

神大実分館〈月曜休館〉

0297-30-18005

傾聴とは悩みや問題を抱

えている方のよい聴き手と

なって、信頼関係を築いて

いく技術のことです。ぜひ

ご参加ください。

2月18日(水)と き

午後1時30分～3時

岩井公民館ところ

2階研修室

対象者

ボランティアに興味のあ

る市内在住・在勤の方

講 師

(財)茨城カウンセリング

センター主任講師

小沼京子氏

無料受講料

30人（先着順）募集人数

2月6日(金)まで申込期限

申込・問合せ

坂東市社会福祉協議会

▽岩井本所 0297-35-48115

▽猿島支所 0297-44-29435

0280-88-1000

高校生以上の方対象者

2月22日(日)と き

午後1時30分～4時30分

岩井保健センターところ

5人募集人数

2月6日(金)まで申込期限

申込・問合せ

交通防災課

岩井第三分庁舎／内線1475

お知らせ版 平成27年1月15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 午前9時30分～午後3時30分 10人 300円 2月16日(月)3月10日(火)

3月11日(水) 午前10時～午後3時30分 10人 500円 午前9時から小物作り

3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〉3月14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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アクリル絵の具を使っ

て、お花の描き方を学び、

透明のティッシュケースに

バラの花を描きます。

と き

2月13日･27日、3月13日

の金曜日〈計3回〉

午後7時～9時

ところ

猿島公民館会議室1

講 師

大野浩美先生

2,100円材料費

15人(先着順)募集人数

1月20日(火)～申込開始

※申込時間は午前9時～午

後9時まで(月曜日は午後

5時まで)です。

申込・問合せ

猿島公民館

0297-44-3154／5

0280-88-0835

平成27年1月15日発行 ■坂東市秘書広聴課■

合図の 花火を打ち上げます。ばんどうホコテンの開催に伴い、 1月24日(土)

ご協力をお願いします。 《問合せ》坂東市観光協会（ 0297-20-8666）5

参加してみませんか？
男女共同参画イベント

①講演会「7日で子どもの個性を120％輝かせる

楽しい実践法」～保護者が笑顔3倍ストレス

3分の1になるイメージ心理学～

テレビでおなじみの超人気講師をお迎えして、

。楽しい子育て実践法を分かりやすく学びましょう

アトラクションとして朗読劇も開催します。

託児サービスがありますので、お子さんと一緒

に参加いただけます。(要予約／1月27日(火)まで)

1月31日(土) 午後1時20分～と き

さしま郷土館ミューズところ

視聴覚ホール

いむらきよし氏講 師

（創業119年目老舗6代目社長・

人生キャラナビゲーター）

無料参加費

②いきいきセミナー「お香体験教室」

ひととき、日常を離れ、いにしえの雅なる世界

。を体験してみませんか？お気軽にご参加ください

2月2日(月) 午前10時30分～正午と き

中心市街地活性化センターところ

服部惠子氏講 師

無料参加費

20人（先着順）募集人数

1月28日(水)まで申込期限

市民協働課(岩井臨時庁舎／内線3252)申込･問合せ
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