
市では、菅生沼一帯の貴

重な自然環境及び良好な自

然景観を保全して、将来の

世代に継承することを目的

に、菅生沼の自然景観保全

条例を制定しました。保全

区域は、茨城県自然環境保

全地域に準じた区域を指定

しています。

区域内で、土地の形質の

変更や工作物等を設置する

場合は許可が必要となりま

すのでご理解、ご協力をお

願いします。

問合せ

生活環境課

岩井第三分庁舎／内線1453

ガスコンロの火が衣服に

燃え移る着衣着火にご注意

ください。

◎ガスコンロの奥に物を置

。かないようにしましょう

◎ガスコンロのまわりは、

整理整頓しましょう。

◎ガスコンロの火が鍋底か

らはみださないように火

力を調整しましょう。

坂東消防署予防係問合せ

0297-35-21295

1

市道神大実548号線(猫実地内）

において、水路改修工事を行いま

す。工事に伴い右図区間が終日通

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

3月上旬(予定)まで

小谷沼土地改良区問合せ

0297-27-06125

菅生沼に飛来する
コハクチョウ



これまで、公的年金を受

給する方は児童扶養手当を

受給できませんでしたが、

平成26年12月以降、年金額

が児童扶養手当額より低い

方は、その差額分の児童扶

養手当を受給できるように

なりました。

児童扶養手当を受給する

ためには、申請が必要です。

平成27年3月までに申請し

た場合は、平成26年12月分

の手当から受給できます。

■今回の改正により新たに

手当を受けられるケース

・お子さんを養育している

祖父母等が、低額の老齢

年金を受給している場合

・父子家庭で、お子さんが

低額の遺族厚生年金のみ

を受給している場合

・母子家庭で、離婚後に父

が死亡し、お子さんが低

額の遺族厚生年金のみを

受給している場合

問合せ

子育て支援課

猿島庁舎／内線2215

妊娠前の女性を対象に、

風しんに対する十分な免疫

を持っているかどうかを確

認する抗体検査を実施して

います。

対象者

次の①～④すべてに当て

はまる女性の方

①県内にお住まいの妊娠を

希望または妊娠する可能

性の高い方のうち、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

（妊婦健診を含む)を受け

たことのない方

③風しんにかかったことが

ない方

④風しんの予防接種を受け

たことがない方

実施期限

3月31日(火)まで

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

問合せ

茨城県保健予防課

029-301-32195

市民健康体操を実践して

いる皆さん！貯筋通帳の残

高に応じて表彰を行ってい

ます。たくさん貯めて申告

しましょう。まだ健康体操

を始めていない方は、この

機会に始めてみませんか。

対象者

申告時点で、満65歳以上

の市民の方

表彰内容

①貯筋残高100万円以上

金バッチ・表彰状

②貯筋残高50万円以上

銀バッチ・表彰状

③貯筋残高15万円以上

銅バッチ・記念品授与

※①②の方は生き生き生活

フェア(11月開催予定)で

表彰、③の方は氏名を掲

示します。

★注意★

表彰における1日の入筋

額は 「健康体操1,000円以、

内＋その他の運動100円」

を限度とします。

申告期限

▽①②の方

10月30日(金)まで

▽③の方

随時記念品を授与します

ので期限はありません。

※受付時間は午前9時～午

後5時（土曜・日曜・祝

日を除く）

持ち物

貯筋通帳、印鑑

申告・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2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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貯筋通帳



平成27年度に市内小中学

校の体育館・武道館・校庭

の利用を希望するスポーツ･

レクリエーション団体(団

員が10人以上)の代表の方

は必ず出席してください。

登録申請書は総合体育館

にあります。必要事項を記

入のうえ、当日持参してく

ださい。

※団員は、スポーツ傷害保

険への加入が必要です。

未成年者の団体は、20歳

以上の責任者をつけてく

ださい。

2月25日(水)と き

午後7時～

市民音楽ホールところ

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2月5日号

3

ばんどう市民カード」への切り替え･新規印鑑登録のための「

『臨時窓口』を開設します

２月１５日（日） 午前８時３０分～正午 ／ 午後１時～５時

「ばんどう市民カード」があれば、岩井仮設庁舎・猿島庁舎に設置されている自動

交付機で住民票・印鑑登録証明書がお取りになれます。

月曜～金曜 ：午前8時30分～午後7時【自動交付機の利用時間】

土曜・日曜・祝日：午前8時30分～午後5時

市民サービス課〈岩井仮設庁舎 、窓口センター〈猿島庁舎〉受付場所 〉

必要なもの

○印鑑登録証（印鑑登録をしている方はオレンジ色または黄色の手帳）

○認印（新規印鑑登録または再登録の場合は登録する印鑑）

○本人確認のための運転免許証・パスポート・その他官公署が発行した写真

付きの身分証明書

※上記の身分証明書がない場合、保証人による切り替え（登録）も可能です。

保証人になる方は、坂東市に登録してある実印・身分証明書を持参のうえ登

録者とともに来庁してください。

◆自動交付機の利用には４ケタの暗証番号登録が必要です

暗証番号の登録は本人以外できません。身分証明書がない方は、申請後に確認

のための照会文書を郵送します。郵送された照会文書に必要事項を記入して本人

が持参すると暗証番号が登録できます。

⇒

市民サービス課（岩井仮設庁舎／内線1722）《問合せ》

窓口センター（猿島庁舎 ／内線2208）

☆従来の「いわい市民カード」

や右図の「印鑑登録証」も、

。窓口で当分の間使用できます



自動車税は県の重要な財

源です。転居などで茨城県

に転入された方は、住民登

録とあわせて自動車のナン

バーを県内ナンバー(水戸･

土浦･つくば)に変更してく

ださい。

▽登録に関する問合せ

土浦自動車検査登録

事務所

050-5540-20185

▽納税に関する問合せ

筑西県税事務所

収税第二課

0296-24-91905

茨城県では､心身に障がい

をお持ちの方で一定の要件

を満たす場合には､申請に基

づき自動車税及び自動車取

。得税の減免を行っています

下記のとおり、減免申請

の出張受付窓口を開設しま

すので、申請を希望する方

は必ず筑西県税事務所まで

お問い合わせください。

2月13日(金)と き

午前10時～正午

児童福祉センターところ

(岩井)

※新車・中古車新規登録に

係る減免や自動車取得税

の減免については、登録

出張受付窓口開設

日から30日以内に土浦県

税事務所自動車税分室で

お願いします。

筑西県税事務所問合せ

収税第二課

0296-24-91905

茨城県では、豊かで住み

よい茨城づくりの推進のた

め、地域のあり方などを話

し合い、県に提言いただく

「明日の地域づくり委員会」

委員を募集します。

活動内容
委員会への出席(月1回程

度)、現地研修会(年1回程

度)、アンケート調査等

応募資格

県内在住の方（地方公共

団体の長・議員、常勤の公

務員、過去4年以内に明日

の地域づくり委員会委員を

経験された方を除く）

2年任 期

募集人数

県西地域で12～16人

一定額の謝礼あり謝 礼

2月27日(金)まで募集期限

県西県民センター問合せ

県民福祉課

0296-24-90745

雇用保険を受給できない

方で、就業経験の少ない方

や非正規での離転職を繰り

返している方などを対象と

した短期（1～3か月未満）

の職業訓練です。実技や実

習に重点を置き、段階を踏

みながら能力を習得できま

す。短期間の職業訓練で実

技を身に付け早期の就職を

目指しましょう。

詳細については、お問い

合わせください。

ハローワーク常総問合せ

職業訓練担当

0297-22-86095

お知らせ版 平成27年2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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仕事をお探しの方の就職

。活動の支援を行っています

また、事業所からの求人申

込み(求人情報)を随時受付

し、センターを利用する皆

さんに提供しています。

開設時間

月～金曜日

午前9時～午後4時

〈祝日・年末年始を除く〉

サービス内容

○職業紹介・内職斡旋

○就職情報の提供

○キャリアカウンセリング･

職業適性診断

○就職支援セミナーの実施

○求人受付（求人開拓員が

事業所へお伺いします ）。

問合せ

いばらき就職支援センター

県西地区センター

〈筑西市二木成615〉

0296-22-01635

＊ホームページ

http://www.jobcafe-

ibaraki.jp/

平成28年3月大学等卒業

予定者、大学等卒業後おお

むね3年以内の方（平成27

年3月大学等卒業予定者を

含む）を対象とした企業説

明会を開催します。事前申

し込みは不要ですので、直

接会場へお越しください。

また、企業説明会への参

加を希望される事業所の方

は、2月23日から27日の間

に茨城県労働政策課ホーム

ページからお申し込みくだ

さい。

◆水戸会場

と き

3月23日(月)・24日(火)

両日午後1時30分～4時

ところ

ホテルレイクビュー水戸

◆土浦会場

と き

3月25日(水)・26日(木)

両日午後1時30分～4時

ところ

ホテルマロウド筑波

※両会場・両日とも午前11

時から就活セミナーを開

催します。

問合せ

茨城労働局職業安定課

029-224-62185

普段は職場で働いたり、

学校で学びながら、武山駐

屯地〈横須賀市〉で訓練を

行い、その後、予備自衛官

として任用されます。

①一般公募

応募資格

18歳以上34歳未満の方

②技能公募

応募資格

18歳以上55歳未満の方

【 ①②共通事項 】

試験内容

筆記試験、口述試験、適

性検査、身体検査

3月24日(火)まで受付期限

問合せ

自衛隊筑西地域事務所

0296-22-72395

国土交通省では、消費税

率の引き上げ（5％→8％)

以降に住宅を購入した方の

負担を軽減するため、最大

30万円を給付する「すまい

給付金」事業を実施してい

ます。

詳細については、すまい

の給付金事務局までお問い

合わせください 「わたし。

はもらえるの？」といった

素朴な疑問から申請書の入

手方法、記入サポートまで

何でもお応えします。

問合せ

0570-064-1865

（ナビダイヤル）

ＰＨＳや一部ＩＰ電話か

らは 045-330-1904へ5

※受付時間は午前9時～午

後5時

(土曜･日曜･祝日も受付)

＊ホームページ

http://sumai-kyufu.jp/

お知らせ版 平成27年2月5日号
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マリッジサポーターは、

茨城県知事からの委嘱を受

けて、若者の出会いの相談

や仲介などを行うボラン

ティアです。結婚を希望さ

、れる方のあらゆるご相談に

無料でお応えします。予約

制です。

3月8日(日)と き

午前10時～午後3時

境町文化村公民館ところ

2階講堂

身上書 写真(L判)持ち物 、

2月28日(土)まで申込期限

申込・問合せ

県西地域第3ブロック

マリッジサポーター

▽岡田 080-8902-40515

▽海老原 090-3102-83215

※受付時間は午前10時～午

後4時

アロマでいつまでも健康

で若々しく！

3月9日(月)と き

午後1時30分～

岩井福祉センターところ

「夢積館」娯楽室
対象者

市内在住・在勤のおおむ

ね60歳以上の女性

内 容

アロマテラピー講座、ハ

ンドマッサージ体験等

講 師

ＮＰＯ法人日本アロマテ

ラピー活動サポートセン

ターアロマセラピスト

500円(用具代等）参加費

20人（先着順）募集人数

2月26日(木)まで申込期限
申込方法

参加費を添えて、坂東市

社会福祉協議会本所または

。支所にお申し込みください

問合せ

坂東市地域包括支援セン

ター 0280-82-12845

転ばないための身体づく

りに必要な知識、立ち上が

りや歩行など生活動作に関

係する機能について、身体

を動かし、体験しながら学

んでいきます。リハビリス

タッフが指導しますので、

興味のある方はお気軽にご

参加ください。

3月7日(土)と き

午後2時～4時30分

ところ

茨城西南医療センター病院

リハビリテーション室
30人募集人数

2月27日(金)まで申込期限

申込・問合せ

茨城西南医療センター病院

リハビリテーション部

0280-87-81115

お知らせ版 平成27年2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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講座やイベント

ご相談ください

猿島公民館 講座受講生募集

講 座 名 内容・日時

第1回 お灸を活用した冷え性対策お灸で健康づくり
2月26日(木) 午後7時～9時｢自宅でお灸による
第2回 花粉症対策と若返り効果セルフケア｣
3月 8日(日) 午前10時～正午（全3回）
第3回 スポーツ前の体調管理

※1回のみの参加も可
3月12日(木) 午後7時～9時

市内在住・在勤の方対象者

張替健志先生講 師

1回 400円材料費

各回16人募集人数

2月10日(火)から定員になり次第締切申込開始

、 。※申込者が少ない場合 講座を中止することがあります

猿島公民館申込・問合せ

0297-44-3154／0280-88-08355



(一財)日本海洋レジャー

安全振興協会主催の講習会

です。

3月18日(水)と き

午前9時～

潮来ホテルところ

〈潮来市あやめ1-10-7〉

更新 11,000円料 金

失効 16,000円

持ち物

船舶免許コピー1枚、写

、真(縦4.5cm×横3.5cm)2枚

住民票(本籍地記載)1枚

3月4日(水)まで申込期限

申込・問合せ

水郷ボートサービス㈱

0299-63-12315

女の子の体の成長はとて

も神秘的 「うちの子には。

まだ早い」と思っていても

体は確実に成長し、お母さ

んになる準備を始めていま

す。いざというときに戸惑

うことのないよう、大人も

一緒に勉強しませんか？

「性」のことは、家族同

士でもお話しするのは恥ず

かしいと思ってしまいます

よね。女性下着メーカーの

専門家が、下着の選び方や

体の変化について、小学生

にもわかるように説明して

くれます。勉強する部屋は

★つぼみスクール★

大人と小学生別々なので、

恥ずかしがらずに質問もで

。 、きます 大人のお話の間は

ガールスカウトの指導者が

。お子さんをお預かりします

3月15日(日)と き

午前9時30分受付

岩井公民館ところ

対象者

小学4～6年生の女の子、

小学生の保護者

※小学生のみ、保護者のみ

の参加も可能です。

無料参加費

2月20日(金)まで申込期限

申込・問合せ

ガールスカウト茨城県第8団

団委員長 武田まゆみ

090-9151-01115

FAX0297-30-5173

◆フラワーアレンジ作品展

（ ）カトレア会･エレガンス

と き

2月15日(日)～21日(土)

◆筆ペン同好会作品展

と き

2月24日(火)～3月10日(火)

【 共 通 事 項 】

午前9時～午後9時時 間

※最終日は午後3時まで

問合せ・開催場所

神大実分館〈月曜休館〉

0297-30-18005

面接で好印象を与えるメ

イク術とビジネスマナーを

学びます。明るい第一印象で

好感度をアップしましょう。

3月1日(日)と き

午後1時30分～4時

土浦市亀城プラザところ

第2会議室

〈土浦市中央2-16-4〉

無料参加費

20人（先着順）募集人数

※託児あり（要予約）

申込・問合せ

茨城県母子家庭等就業・

自立支援センター

029-233-23555

一緒にボウリングを楽し

みませんか。

3月1日(日)と き

午前10時～

エイトボウルところ

〈坂東市辺田〉

1人 200円参加費

2月16日(月)まで申込期限

申込・問合せ

坂東市社会福祉協議会

▽本所 0297-35-48115

▽支所 0280-88-10005
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さしま公民館まつり ミューズまつり

2月20日(金)･21日(土)･22日(日) 2月21日(土)・22日(日)と き と き

午前9時～午後8時 午前9時～午後5時

〈22日は午後4時まで〉 さしま郷土館ミューズところ

（猿島図書館・猿島資料館）
ところ 猿島公民館

講座生や自主クラブ員の学習成果を発

表します。お子さんからお年寄りまで楽

しめる各種の催しがあります。お誘い合

わせのうえぜひご来場ください。

◆作品展示〈20日～22日〉

◆芸能発表〈21日・22日〉

◆スタンプラリーによる試食コーナー

〈21日 パン、味噌おでん〉
◆特別展「生誕150年 二世五姓田芳柳」

〈 、 、 〉22日 スイートポテト クッキー 豚汁
◆押し花のしおり作り〈自由参加〉

◆足うら健康法体験コーナーほか〈21日〉
◆名作映画会「海峡」

◆郷土芸能ほか〈22日〉
主演：高倉健、吉永小百合

〈21日 午後1時30分～：申込受付中〉

〈 〉◆春の特別おはなし会 21日 午後2時～

◆

〈21日 午後6時～：申込受付中〉

◆ファミリーコンサート

「春を呼ぶ歌の花束♪」

〈22日 午後1時30分～：申込受付中〉

◆地元物産展、ブックリサイクル、太陽

観望ほか

さしま郷土館ミューズ《問合せ》 猿島公民館 《問合せ》

0297-44-0055／0280-88-870050297-44-3154／0280-88-0835 5

特別おはなし会

作品展

天体講座「月と金星のランデブーを見る｣
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